
池田町教育委員会 8月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 8月 24日（火） 午後 3時～午後 5時 22分 

場   所   池田町役場 2階中会議室 

出 席 者 

 委員     竹内教育長、小澤教育長職務代理者、森泉委員、後藤委員 

 欠席委員  松澤委員 

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  

７月 21日(水) 塩入久先生と町長懇談同席／県教育委員会とのオンライン懇談会 

／自治会協議会 

24日（土） 池工 100周年記念行事実行委員会 

25日（日） みんなの施設をみんなで育てようワークショップ 

（社会教育・文化公共施設の魅力化） 

26日（月） 教育大綱普及推進研究部会 

27日（火） ラーンバイ・クリエーション長野実行委員会（県庁） 

／図書館講座（児童クラブ対象南極越冬隊講演会） 

／給食センター会議 

28日（水） 私立大日向小学校（イエナプランスクール）見学（佐久穂町） 

30日（金） 長野翔和学園見学（長野市） 

31日（土） 議会食育条例説明会 

／第 5回子どもがまんなか教育大綱町民懇談会 

 

８月 1日（日） 木崎夏期大学開講式 

２日（月） 課長会議／子ども第三の居場所事業について社協と打合せ 

／議会食育特別委員会 

５日（木） 文部科学省教育課程特例校、授業時数特例校制度オンライン説明   

会／大町市の子ども第三の居場所事業（B&G財団）見学／町長表敬

訪問（空手）／会染保育園について保育士懇談 

10日（火） 池田町総合計画審議会 

11日（水） 千曲市長、同市教育長、次世代支援部長来訪による懇談（保小中 15 

年プランについて） 

12日（木） 9月補正予算町長査定 

13日（金） 東京 2020パラリンピック長野県聖火フェスティバル in池田式典  



17日（火） 松本短大訪問（日本唱歌童謡教育学会との連携について） 

18日（水） 松野議員と教育委員の懇談 

19日（木） 議会全員協議会／議会対応課長会議 

23日（月） 池田保育園就学相談／臨時議会／会染保育園就学相談 

24日（火） 校園長会／定例教育委員会 

            

 

 （２）諸報告 

■学校 

     ７月 15日 池田小・会染小セカンドステップ② 

       16日  池田小５年キャンプ（青木湖）日帰り 

21日 小学校１学期終業式 

中学校前期前半終了 

26日  高瀬中夏休みステップアップ塾（～30日 ５日間） 

             高瀬中個別懇談会（～30日 ５日間） 

30日  高瀬中２年職場体験事前説明会 

８月 １日  信濃木崎夏期大学開講式（～９日 ※９日開催最後） 

２日～８日  高瀬中２年職場体験 

13日～16日 学校閉庁日 

    18日 小学校 ２学期始業式 

中学校 前期後半スタート  

 

 

■認定こども園 

     ７月 16日 両園 夏まつり 保護者会費にて活動費を賄う。 

           各園で日中に、園児と保育者で行う。 

28日 池田保 すこやか相談〈5歳児発達相談〉 

           在園児審査委員会 

       30日 池田保 池工生 1名実習 

   31日 両園 園庭整備 7:00～8:00 

８月２・３日 両園 高瀬中学校職場体験 

８月 ２日～12日 両園 希望保育 

      13日～16日 両園 家庭保育 

６月下旬から７月中旬にかけて希望者にコロナワクチン接種 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

７月 24日～８月 17日 児童クラブ夏休み一日開館 

               地域の方々による催し(講師・ボランティア)９団体 

７月 27日     放課後子ども教室・児童クラブ 夏休み特別企画 みのり塾 



            「教えて！！南極観測隊」    82名参加 

講師：日本南極観測越冬隊隊員 小久保陽介氏 

８月６日    放課後子ども教室夏休み特別企画 

             「クラフトパークで紙飛行機とばし」32名参加 

（子ども教室のみ） 

           講師：長野県紙飛行機愛好会 会長 深沢芳男氏  

 

■文化財・記念館 

       ７月１５日（木）高瀬中学校３年生 文化財展示室、記念館見学 

        ２７日（火）三校新任職員研修 

 

■公民館 

       ７月 14日 ふるさとチャレンジ塾③ 広津の竹で工作しよう！ 

７月 25日 みんなの施設をみんなで育てようワークショップ 

      ８月６日 ふるさとチャレンジ塾④  

 みのり塾⑤ ボッチャで身体を動かそう！ 

８月 13～14日  スマホで鉄道模型を運転してみよう！ HOゲージ大運動会 

 

■図書館 

        ７月 14日 ハーブを楽しむ連続講座③ サンドアート 

 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

       ７月 15日 ぶっくかふぇ・いけだ 

       ７月 16日 ブックスタート(乳幼児健診連携) 

       ７月 27日 新池田学問所みのり塾連携講座 こども塾＆おとな塾 

 南極の魅力・小久保陽介さん講演 

       ７月 29日 おはなし出前サービス 池田児童クラブ 

       ７月 30日 おはなし出前サービス 会染児童クラブ 

       ８月 1日 おはなしでてこ～い！！ 紙芝居の巻 

       ８月 3～4日 高瀬中学校 2年生 職場体験学習 2名受入 

       ８月 4日 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

 （職場体験学習の一環） 

       ８月 7日 ハーブを楽しむ連続講座④ 親子で香りを楽しむ工作教室 

       ８月 12日 図書館職員といっしょに② エコでおしゃれなしおりを作ろう 

 

■クラフトパーク 

７月１５日 公園地下ポンプ室の「水流ポンプ１」を取替修繕、新設完了。 

８月３日 スタインウェイ公募コンサート参加募集開始。出演者 20 名が決まる。 

 



 

■総合体育館 

   8月 23日 長野県版運動プログラム開始 池田小、会染小の順番で行っていく      

 

    － 子どもたちのワクチン接種の状況は。 － 中学生以上が 8月 22日に 1回目

を実施した。全体の 6割にあたる。翌日、副反応により欠席したのが 16名

と聞いている。次回接種は 9月上旬となる。 

      

２ ９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。 

－ 大北縦断駅伝、町民ゴルフ大会は中止の予定。 － 総合教育会議の議題は。 

－ コロナ対応、ＩＣＴ関係のほか、今年度の上半期を振り返った内容となる。

予算等来年度に向けての話も出てくるだろう。 

 

３ 議事 

議案第 1号 令和３年度一般会計補正予算第４号について 

   → 各係長より説明。 

－ 総体のカーテンは新調か。 － その通りである。 

異議なく承認された。 

 

議案第２号 池田町てるてる広場管理規則の制定について 

   →学校保育係長より説明。  

－ ペットは放し飼いでなければ芝生に入っていいのか。 － 芝生に入らない

ように看板に明記する。 

異議なく承認された。 

 

議案第３号 池田町幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金交付要

綱の制定について 

→学校保育課長補佐より説明。 

異議なく承認された。 

 

議案第４号 池田町信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金交付要

綱の一部を改正する要綱の制定について 

→学校保育課長補佐より説明。 

異議なく承認された。 

 

議案第５号 池田町立美術館運営協議会委員の委嘱について 

→生涯学習係長より説明。 



異議なく承認された。 

 

議案第６号 あづみ野池田クラフトパーク運営協議会委員の委嘱について 

→生涯学習係長より説明。 

異議なく承認された。 

 

４ 協議事項 

（１）会染小学校校庭の除草剤成分残留調査について 

→学校保育課長より説明。今月 18 日に行った松野議員と教育委員の懇談の確認とな

る。グリホサート系は使用しない。 

 

（２）池田町教育委員会中間教室の設置及び運営に関する要綱（案）について 

   →学校保育課長より説明。教育委員会直轄の中間教室を高瀬中に設置する内容を定め

たもの。 

    － 利用者は町立の小中学校に在籍する児童のみが対象か。 － 他市の私立校

の児童生徒の利用は想定していない。 － 高瀬中の生徒が利用しにくいので

は。学校以外の施設が良いのでは。旧教育会館とか。 － 学校外にあったほ

うが望ましいが、適当な場所がなかなか無いのが現状。場所についてはさらに

検討したい。 － ハッピールームというネーミングは再検討の余地あり。 － 

小中学生が混ざるのがいいのか。複数の教室を設置したほうが良い。 － 現

在、在籍している子どもたちにとって使いづらくならないようにしてほしい。 

－ 多目的研修センターも良いのでは。 － 新たに予算が発生する可能性は

あると思う。 

 

（３）子ども第 3の居場所について 

  →教育長より説明。常設ケアモデル事業が主となるが、社協が取り組んでいく事業と

なる。 

    －設置場所は。 － 交流センター東の商業エリアの活用も見据えている。 －

中間教室もミックスさせた形が良い。旧教育会館は補助金の関係から使用は難し

い。 －子どもたちが利用する目的は。 － 生活困窮家庭の支援が主である。

中間教室とは対象となる子どもが違う。単なる学習支援ではない。送迎の問題が

出てくるが町外者の利用も可能。－ 学校の時間帯は中間教室、放課後は生活支

援という考えもできる。事業収益を上げる観点から。－ 児童クラブ・児童セン

ター事業も受託するのか。 － そのようになる。利用料の増額等も検討しなけ

ればいけない。 － 福祉と教育の観点から社協と教委の連携が重要。  

 

５ 後援依頼について 

（１）承認等申請  



①「わたしたちの街の社会見学 2022年度版」冊子作成・寄贈 

②第 15回 安曇野池田・蝶の写真展 

③城の基礎知識と中世城郭の誘い 

④安曇節作詞募集 

⑤安曇野池田ビオマルシェ 

 ①、②、③は専決承認 ④、⑤は承認 

－ ⑤の「子どもの発達障害の一因…懸念されている」という文言には配慮が必

要と思う。 

 

５ その他 

（１）令和２年度事業 池田町教育行政点検・評価報告書について 

  →学校保育係長より説明。評価は 7月 28日に実施した。26項目からなる。 

   文言の誤りを修正して、議会に報告したい。 

 

（２）県招地教委連絡会開催について 

    ８月 30日（月）午後１時 30分 於:安曇野市役所 本庁舎３階 

    教育長及び職務代理出席 

 

（３）ネクストいけでゅとの懇談会について 

    ９月２日（木）午前９時から 90分程度を予定 於:教育会館２階会議室 

    出席予定者:教育長、教育長職務代理者、教育委員、学校保育課長 

    今後の活動について、その方向性をともに考える 

 

（４）教育文化集会、安曇・大北産業フェスタ 2021について 

     

  学校支援コーディネーターよりコミュニティスクールの説明。 

説明資料「これからの学校と地域」 

  ・現在の学びの郷活性化委員会にとって代わるもの。来年度本格的にスタートとなる。 

  ・小中学校で何を行っているかの情報発信の充実 

  ・学校運営協議会の主な３つの役割の確認 

 

７ 閉会 


