
池田町教育委員会 10月定例会の概要 

 

 

 

日   時   令和４年 10月 20日（木） 午後３時～午後５時 13分 

場   所   教育会館２階会議室 

出 席 者 

 委員     山﨑教育長、小澤教育長職務代理者、森泉委員、後藤委員、小林委員 

 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、池田児童クラブ長、会

染児童センター長、生涯学習課長、生涯学習係長、文化財資料館長、学校

支援コーディネーター、学校教育指導員 

書記 学校保育係長 

 傍聴   無 

 

 

１ 教育長あいさつ 

   資料により ①まだまだ感染症対策  

②校園長会から(１)保小中の学び（２）教育課程研究協議会（３）就学

支援 

③美術館 

④連絡（コロナ交付金関係、11/23大かえでだれでもスポーツ講演会） 

           以上について、所感を述べたほか報告を行った 

２ 報告 

（１）教育長業務報告 

９月２２日（木） 空手・ソフトバレー町長表敬訪問 校園長会 定例教育委員会 

２５日（日） 日本精神療法学会行事（理事長講演会・青少年カウンセリング体験・  

無料カウンセリング） 

２６日（月） 会染保育園検討 GIGAスクール推進会議 部活動検討会議 

２７日（火） 横浜交流打合せ 市町村教委連絡会  

２９日（木） 主幹主事学校訪問（会染小学校・池田小学校） 

３０日（金） 高瀬祭 

  

10月１日（土） 会染小学校運動会 

２日（日） 大北スポーツ競技会 

３日（月） 庁議 実施計画書ヒアリング①（学校保育課） 校長面談（池田小・高瀬 

中）  

  ４日（火） 会染保育園運動会 池田松川施設組合教育委員会 

５日（水） 池田保育園運動会 校長面談（会染小） 子ども子育て会議担当者会議 

６日（木） 実施計画書ヒアリング（生涯学習課） 啓林館懇談 



  ７日（金） 安北教育課程研究協議会（会染小：家庭科 池田小：生活科） 

  9日（日） 池田工業高校学校評議員会 

１１日（火） 実施計画書ヒアリング②（学校保育課） 北安曇校長会・市町村教委懇 

談会 

        ＜欠席：県町村教育長会代議員会＞  

１２日（水） コロナ交付金検討会議 町ソフトボール大会表彰式 

１３日（木） 次年度中体連説明 就学支援小委員会 

１４日（金） 議会・美術館懇談会 高瀬中学校 70周年記念講演会 美術館住民説明会 

１８日（火） 郡秋季スポーツ祭（マレットゴルフ） 図書館研修会 議会全員協議会   

１９日（水） 来入児検診 

２０日（木） 校園長会 定例教育委員会 ＜欠席：大北租税教育理事会・信教北安賛 

助会総会＞ 

 

 

（２）諸報告（各係等から） 

■学校 

９月 15日（木） 池田小６年計画休・高瀬中前期期末テスト（３年総合テスト④） 

16日（金） 

17日（土） 

19日（月） 

21日（水） 

25日（日） 

27日（火） 

28日（木） 

池田小２年生活科遠足 

中信陸上・パン作りクラブＡ③ 

中信ソフトテニス（個人戦） 

会染小高専出前授業 

美術クラブ③・オーガニック⑩・太鼓⑦ 

高瀬中体育祭 

会染小交通事故慰霊の日 

29日（木） 

30日（金） 

10月１日（土） 

３日（月） 

６日（木） 

７日（金） 

 

８日（土） 

 

 

10日（月） 

池田小・会染小主幹指導主事訪問 

高瀬中高瀬祭（池田小・会染小６年参観） 

会染小 150周年記念運動会 

会染小振替休日 

会染小セカンドステップ④ 

安北教育課程研究協議会会場校 

池田小（生活）会染小（家庭）高瀬中（道徳） 

中信テニス①・池工祭（学校説明会） 

まちとしょ④・布遊び⑧・編み物⑦・パン作り A④・ 

オーガニック⑪・太鼓⑧ 

中信テニス② 

11日（火） 

13日（木） 

14日（金） 

～21日（金）15年プラン後期参観旬間（保育園参観） 

池田小 6年理科社会見学・1年セカンドステップ④ 

会染小１年遠足 

 

 



■認定こども園 

９月 16日(金) 会染４歳児クラス閉鎖(17 日まで)最終的に職員 1 名、園児 12 名

感染確認 

10月４日(火) 会染保育園運動会 

５日(水) 池田保育園運動会 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

10月３日（月） 会染児童クラブ一日開館（会染小学校運動会振替休日） 

７日（金） 池田・会染児童クラブ一日開館（学校教育課程研究協議会） 

 ○池田放課後子ども教室特別企画 

9/21地域探検（クラフトＰ）9/28運動教室（大かえで倶楽部） 

10/12地域探検（広津大かえで） 

 ○会染放課後子ども教室特別企画 

9/28運動教室（大かえで倶楽部） 

 

■文化財・記念館 

 

■公民館 

９月 15日（木） みのり塾 楽団ケ・セラによる演奏会 

16日（金） ポレポレ塾 ポレポレ運動会 

17日（土） ふるチャレ塾 広津の竹で工作しよう 2022 

22日（木） みのり塾 はじめてのコケ玉づくり 

10月６日（木） みのり塾 れんさんの簡単ベトナム料理講座！ 

7日（金） ポレポレ塾 秋だね♡ 

 

■図書館 

９月 15日（木） ぶっくかふぇ・いけだ 

10月４日（火） お話ボランティア・安曇養護学校 

８日（土） まちとしょクラブ④ 

クラフト教室 スマホスタンドを作ろう 

12日（水） 音読教室② 

 

■クラフトパーク 

９月 18日（日） 創造館：秋のスタインウェイピアノ公募コンサート開催（18組

出演、来場者数 46名） 

10月 11日（火） 創造館：多目的ホール可動席点検。最上階モーター歯車調整。 

12日（水） クラフトパーク：池田児童クラブから遊具移設の受入。 

（「ロッキンパッピー」３歳～６歳対象遊具） 



 

■総合体育館 

10月９日（日） 町民球技大会・町民体力測定 

 球技大会５種目 260人 体力測定 20人 

 

 

 

３ 11月の行事予定 

 ・行事計画一覧表により各係長等から説明があった 

   － 青少年育成町民運動推進大会の主催は。 － 町、教育委員会、青少年育成町

民会議である。図書館まつりもあわせて行う。 － 教育委員出席か。 － 来

賓等としての出席ではないが、ぜひ会場に足を運んでいただきたい。 

  

４ 議事 

議案第 1号 池田町教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定について 

       → 学校保育係長より説明。同規則に存在する精神障害者の入場・利用

制限条項について「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」の趣旨に鑑み見直す。第３条第１号を削除。 

        異議なく承認された。 

 

  議案第２号 池田町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

        → 学校保育課長補佐より説明。役職によるあて職で任期は令和６年３

月 31日まで。 

          異議なく承認された。 

 

５ 協議事項 

（１）美術館について 

   → 生涯学習課長、係長より説明。令和 5 年度からの池田町立美術館（北アルプス

展望美術館）と池田町創造館の一体的に管理することを条件とした指定管理者募

集等について説明。詳細は町ＨＰに掲載する。 

     － クラフトパークは別管理ということか。 － 別管理である。今回の募集

にはかけない。  

 

 

６ 後援依頼について 

   ①第 35 回市区町村対抗剣道優勝大会②2022 ニュースリー・シャープス・オーケス

トラミニコンサート③大北キッズベースボールまつり④子ども野球体験会⑤夢み

る小学校上映会 



    ①～⑤承認とした 

 

７ その他 

（１）第 65回長野県市町村教育委員会研修総会について 

    10月 21日（金）オンライン開催 午前 10時 教育会館集合 

 

（２）県招地教委連絡会について 

    11月７日（月）午後１時 40分～ 北アルプス市町村会館 

 

 

８ 閉会 


