
池田町教育委員会 7月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 7月 20日（火） 午後 3時～午後 5時 10分 

場   所   教育会館 2階会議室 

出 席 者 

 委員     竹内教育長、小澤教育長職務代理者、森泉委員、松澤委員、後藤委員 

 欠席委員  無 

事務局 学校保育課長、学校保育課長補佐、学校保育係長、池田保育園長、池田児童

クラブ長、生涯学習課長、生涯学習係長、総合体育館長、創造館長、学校支

援コーディネーター 

 書記  学校保育係長 

 傍聴  無 

 

 

１  報告 

（１）教育長業務報告  

6月 23日（水） 保小中管理職研修「インクルーシブ教育」について 

／就学支援委員会 

24日（木） 行財政改革推進委員会 

25 日（金）  会染小学校音楽会／GIGA 運営会議／町長表敬訪問「リトルリー

グ全国大会出場」 

26日（土） 千曲市教育講演会／「先生の学校」オンライン講演会 

28日（月） 大北市町村教育委員会研修大会（白馬村） 

29日（火） 新型コロナ対策交付金検討会議／月森先生研修（高瀬中） 

30日（水） 日本財団「子ども第三の居場所」事業オンライン説明会 

 

7月１日（木） 県庁会議／保育連盟関東ブロック研修大会シンポジウム（長野市） 

３日（土） こども環境学会シンポジウム（佐久市） 

５日（月） 財政安定化プロジェクト会議／池田工業高校学校評議員会議 

６日（火） chromebook 貸与式（会染小）／中信教育事務所主幹指導主事訪問

（池小）／大北市町村教育委員会と教員組合懇談会 

７日（水） chromebook使用開始（高瀬中） 

８日（木） 議会全員協議会 

９日（金） 山間地・小規模校研究協議会（小谷中）  

12 日（月） 中信教育事務所下川先生懇談／コロナ対策ヒアリング調査（信州 

大学） 

13日（火） 池田工業高校 1年生キャリアガイダンス講義／就学相談（会染小）

／保小中接続会議 

14 日（水） 就学相談（池小）／臨時校長会（インクルーシブ教育と働き方に

ついて） 

19日（月） 社会教育委員会 



20日（火） 校園長会／定例教育委員会 

 

 （２）諸報告 

■学校 

６月 16日 会染小プール開き 

17日 池田小４年生社会科見学 

18日 池小３年生社会科見学 

19日 高瀬中中信バレー 

20日 小中学校メディア利用を考える日① 

21日 主幹指導主事訪問（会染小） 

22日 校園長会③ 

23日 池田小プール開き 

25日 会染小音楽会 

GIGAスクール運営委員会③ 

26日～27日（日）中信バスケ・バレー 

28日 大北市町村教育委員会連絡協議会（白馬村） 

高瀬中計画休業 

29日 会染小避難訓練（洪水） 

高瀬中特支教育研修（月森久江先生指導） 

７月２日 池田小参観日・学級ＰＴＡ 

会染小４年生社会科見学 

６日 主幹指導主事訪問（池田小） 

９日 会染小参観日・学級ＰＴＡ 

池田小５年生キャンプ（日帰り） → 16日に延期 

 

■認定こども園 

６月 18 日（金） 年長児お楽しみ会 17:30 まで預かり子どもの要望を叶える。 

22日（火）会染保育園 救急処置講習会  18名までの人数制限をして 

24日（木）池田保育園 救急処置講習会  各園で行う。 

29日（火）会染保育園 5歳児発達相談 

30日（水）両園 プール開き 

６月 26日・７月 17日、７月３日・24日 

保育園職員のコロナワクチン接種（2回に分けて接種） 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

６月 24、25日 防火管理者研修会大町フレンドプラザ（内山 T参加） 

７月２日 両施設火災報知機保守管理点検（㈲大町作業用品） 

８日 職員研修（講師：スクラムネット安藤 T） 



対象：池田児童 C職員、池田放課後子ども教室職員 

９日 池田児童 C  池工デュアル高校３年生１名来館 

 

■文化財・記念館 

６月 16日（水） 県文化財パトロール 

28日（月） 片瀬健晶氏書「信濃の国」「北安曇郡歌」寄贈 

          → どこに飾るか。 － 場所は未定である。 

 

■公民館 

６月 19日 ふるさとチャレンジ塾 ふるチャレ畑で野菜づくり！ 

 24日 みのり塾地元再発見！池田町の文化財について 

25日 ポレポレ いっぱいあそぼう！ 

７月２日  ポレポレ塾 ポレポレ七夕さま 

８日  みのり塾 楽団ケ・セラによる演奏会 

 

■図書館 

６月 30日  ハーブを楽しむ連続講座② 虫よけスプレーをつくろう 

７月 ２日 図書館職員といっしょに① ミニミニ折り紙教室 

７月 11日  図書館フォーラム・県立長野図書館オンライン講座  

 「まちの記憶を記録する・どこコレ！」 

 

■クラフトパーク 

６月 20日 「第 16回 上原良司を偲ぶ集い」 記念講演会（創造館）、来場者 93名 

７月５、７日 女団連の方々約 10 数名のボランティアによる、クラフトパークで

のブタナ取りを実施。（別名タンポポモドキ、生態系被害防止外来

種） 

 

■総合体育館 

６月 21日 池田町体育協会評議委員会において名称変更 

「池田町スポーツ協会」 

      

２ ８月の行事予定について 

   ・行事等について、教育長、各係長等より説明があった。 

－ 子どもがまんなか教育大綱町民懇談会を 7 月 31 日開催する。5 回目となる今

回は GIGA スクール推進に関することが主な内容となる。 － 美術館のワー

クショップは企画展の関係か。 － それとは別のイベントである。 －7月

25日に生涯学習課では、交流センター、クラフトパーク、創造館、美術館、総

合体育館などの文化芸術・社会体育施設をより魅力あるものとするために「み



んなの施設をみんなで育てようワークショップ」を開催する。 

 

３ 協議事項 

（１）令和 3年度一般会計補正予算第 3号について 

 → 学校保育係長より説明。コロナ交付金事業実施に伴うもの。異議なく承認され

た。 

 

４ 後援依頼について 

（１）承認等申請  

①イベントやってみない？（イベント企画運営ワークショップ） 

②夏休み宿題片づけ隊・鹿島川で遊ぼう！・木崎湖カヌー体験 

③北安曇郡歌「心のふるさと」の集い 

④第 69回長野県公民館大会 

⑤歴史講演会「信濃安曇族のルーツを求めて④」 

⑥Eduばた通信 vol.1夏号 

⑦「子どもがまんなか」リーフレット 

 － ①、②、③は専決承認 ④は承認（共催）、⑤は承認 、⑥、⑦は不承認 

 

－ 北アルプス青年会議所は大町青年会議所のことか。 － 確認するが、大町

か ら北アルプスに名称変更したものと思われる。 － 定員が15名と少ない。

－ 後援はチラシ配布でも必要なのか。 － 学校等に配布する場合は、後援承

認を原則としている。 － 後援承認をする文書については、慎重に対応すべき。

内容がいかに素晴らしいものであっても、教育大綱について保護者にもそれぞれ

考えがある。後援をしているということは、教育委員会がその考えを追認してい

ると捉えられる。教育委員会が配布していることと同じ。保護者の主体的な活動

は応援したいが、教育委員会は中立であるべき。活動自体は制限するものではな

いし、多くの人にその考えを周知したいということであれば、学校を通じてでな

く別の方法を考えてほしい。－ チラシを配る際は学校長、PTA 判断というのは

どうか。 － 学校長判断とする教育委員会もある。PTA の活動の一環として配

布するのは問題ない。－ 今後、意見交換の場を設けたうえで対応を考えたい。 

 

 

５ その他 

（１）令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会議決書について 

    全議案について、原案のとおり承認された 

    

（２）第 64回長野県市町村教育委員会研修総会の開催について  

10月８日（金）オンラインによる開催  教育長及び職務代理者参加予定 



    

・教育要覧の確認  教育長及び職務代理の名前が掲載される 

   ・児童生徒一人一台端末、家庭に持ち帰った場合に故障したときの対応は。 

    － 購入して間もないが、帰宅途中に道路に落ちた、飲み物をこぼしてしまった

際など故障はありうる。学校内で故障した際は動産保険で対応する。できるだ

け保護者に負担は求めない考えだが、意図的に壊したなどというときには、保

護者に負担を求める場合も考えられる。大切に使うという意識も持ってほしい。 

    － 地方紙に麻績村で教育委員会が保護者らと座談会を行ったとの記事があった。

教育について自由に意見を交わせる場としていいのではないか。 

 

７ 閉会 


