
池田町教育委員会 ５月定例会の概要 

 

 

 

日   時   令和４年５月 26日（木） 午後３時～午後６時 30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 

 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、会染保育園長、池田児童

クラブ長、生涯学習課長、生涯学習係長、文化財資料館長、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 

   町内で多数の感染者が報告された。会染小は休校にもなった。池田保育園では胃腸

炎が流行し、多くの園児・職員が罹った。県の学級閉鎖のガイドラインが改正され、

当町もそれに合わせた。また、学校におけるマスク着用の条件も緩和の方向にある

が、当町ではコロナが流行しているため状況を見極め対応することとする。コミュ

ニティスクールは今年度１年かけて、国型に移行していきたい。コーディネーター

の役割が重要である。除草対策に保育園・学校で大変苦慮している。美術館の方向

性についてはまとめるのは難しいが、６月１日、町長に提言書を出したい。情報を

共有してきたいと思う 

 

 

２ 報告 

（１）教育長業務報告 

■４月 

19日（火） 定例教育委員会 

20日（水） エンターキーとの懇談  高瀬中学校事案検討会   

自治会協議会総会（延期） 

       大糸タイムス取材 

22日（金） 町長との懇談（午前：学校保育課 午後：生涯学習課） 

26日（火） 部活動の地域移行についての懇談 

27日（水） てるてる坊主の館視察 ケルヒャー除草デモ 

 

■５月 

２日（月） 北アルプス学校間連携連絡協議会 



３日（火） 精神療法学会総会（長野市） 

５日（木） ＤＡＩＧＯ展イベント（美術館・創造館） 

６日（金） 庁議 

９日（月） 池田保育園・会染保育園・会染小学校参観 

1０日（火） いけｄｕの方との懇談会  県町村教育長会長会役員会（原村） 

1１日（水） 成人式打合せ  高瀬中学校参観  不登校親の会との懇談   

保小中合同研修会 

      水曜ステップアップ塾支援員打合せ会 

12日（木） 美術館教育委員視察  東洋大学島崎博嗣教授との懇談（会染小）   

美術館運営協議会 

      スポーツ文化活動運営委員会（高瀬中学校） 

13日（金） 池田児童クラブ合同職員会・研修会（中止） 

16日（月） 全国町村教育長会総会・研修会①（東京） 

17日（火） 全国町村教育長会総会・研修会②（東京） 

18日（水） 子ども居場所検討会（社協・健康福祉課・教委）  町長への補正予算説明 

19日（木） シャンティクティ見学  図書館協議会（かえで）  除草現地視察（会染

小・会染保育園）信州池田町学びの郷活性化委員会  

20日（金） 宮澤県議への挨拶  池田小学校長との面談  池田保育園長との面談  

会染保育長との面談 

23日（月） 会染小学校長との面談  高瀬中学校長との面談   

芸文教理事会（かえで） 

      市町村教育委員会連絡会（大町市）  スポーツ協会評議員会 

24日（火） 議会対応課長会議  ＧＩＧＡ打合せ（延期） 

25日（水） 大北租税教育推進協議会理事会・定期総会（大町市）→中止 書面決議へ 

26日（木） 校園長会  美術館運営協議会  定例教育委員会 

 

 

（３）諸報告（各係等から） 

■学校 

４月 11日（月）池田小・会染小１年生給食開始 

  12日（火）５校園連携担当主任部会①・高瀬中家庭訪問（～15日） 

        保育園長１年生参観週間 

  13日（水）池田小交通安全教室 

  15日（金）池田小１年生を迎える会 

       ５校園体づくり部会 

  16日（土）竹とんぼ教室（創造館） 

  18日（月）保育園主任１年生参観週間 

  19日（火）小６・中３全国学力・学習状況調査 

  25日（月）会染小ランラン月間（５／３０） 

       ５校園健康づくり部会① 

  26日（火）会染小引き渡し訓練 ※小中全て参観日および 

学級Ｐ・ＰＴＡ総会中止 



  27日（水）会染小３年生地域探険① 

  28日（木）会染小１年生を迎える会 

  30日（土）市町村対抗小学生駅伝大会 

５月２日（月）小中共に計画休業 

  ６日（金）保小接続部会① 

  ８日（日）大北陸上 

  ９日（月）～20日（金）保小中前期参観旬間（小学校参観） 

       会染小マット期間（５／27）家庭訪問（～13日） 

  11日（水）池田小２年生生活科遠足① 

５校園合同研修会①・水曜ステップアップ塾支援員打合せ会 

  12日（木）～18日（木）池田小家庭訪問 

  16日（月）高瀬中、部活動参観・説明会 

  17日（火）会染小３年生地域探険② 

  18日（水）高瀬中全校写生大会・水曜ステップアップ塾スタート 

  19日（木）学びの郷活性化委員会① 

 

 

■認定こども園 

・会染保育園、園児陽性判明(5月 11日)のため、12日～13日まで休園対応 

・感染性胃腸炎が流行 

・保護者会園庭整備実施 池田保育園(5月 16日～20日年齢ごと実施) 

            会染保育園(5月 16日～20日朝夕都合のいい時間帯に参加) 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・～４月 30日  池田児童 C：一年生 13：30～児童受入 

・５月 13日  職員研修中止。小中学級閉鎖、認定こども園閉園時と重なった為感

染防止措置として、全５回から全４回実施に変更。 

・５月９日～13日 会染小学校家庭訪問により、14：30～児童受入 

・５月 12日～18日 池田小学校家庭訪問により、14：00～児童受入 

 

■文化財・記念館 

・５月３日（火：祝日）毘沙門天像パトロール、祭事 

 

■公民館 

・５月７日（土）みのり塾 琉球朝顔（オーシャンブルー） 

・５月 13日（金）ポレポレ開講式 

 

■図書館 



企画展示『ぶっくかふぇ・いけだ』冊子出版記念 

４月 20日 本のリサイクル広場開場（～5/15） 

４月 21日 ぶっくかふぇ・いけだ 

新池田学問所みのり塾連携 

歴史講座『信濃の衣料』長野県立歴史館 小野和英・氏 

４月 23日 『こども読書の日』おはなしでてこ～い！ 

子ども読書週間（～5/12）企画展示『つないでいきたいロングセラー絵本』 

５月 11日 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

５月 15日 本のリサイクル広場閉場 

５月 19日 ぶっくかふぇ・いけだ 

令和４年度池田町図書館協議会 

 

■クラフトパーク 

４月 11日 休憩施設の床下排水ポンプ用配線替修繕 

４月 27日～28日 クラフトパーク内 橋の傷み修繕 

４月 29日 創造館ピクチャーレール追加修繕（良司の資料展示用） 

５月３日～５日 パターゴルフ無料日開催 26件の利用（内、町内 10件） 

創造館「手づくりミニ鯉のぼりのワークショップ」開催 40個作製 

５月５日 美術館「DAIGO展」関連コンサート（於:創造館多目的ホール）約 100人来場 

５月 11日 池田小学校遠足 5月 18日 高瀬中学校の写生会 

 

■総合体育館 

４月 30日 市町村対抗駅伝 小学生の部 53チーム中 43位 

 

 

３ ６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 

  － 童謡まつりは６月には行わない。従来の一堂に会しての方式から、映像コンテン 

ツを募集するなど、方式を変えていく。 － メディア利用を考える日とは。 － 

親子で安全なインターネット利用を考える一日としたい。取り組み状況はアンケ

ートによりまとめる。 

 

 

４ 議事 

議案第 1号 教育長の勤務時間、休日等及び職務専念義務の特例に関する条例の制定 

について 

       → 学校保育係長より説明。 

        － 最終的に議会承認が必要か。 － そのとおり。 － 教育長の



承認はどのように受けるのか。 － 書面が原則となるが、臨時会

開催もその一つである。 

異議なく承認された。 

 

議案第２号 池田町認定こども園入園及び在園児審査委員会委員の委嘱について 

→ 学校保育課長補佐より説明。 

－ 全員引き続きの委員か。 － １名が交代である。 

異議なく承認された 

 

議案第３号 池田町学びの郷活性化委員会委員の委嘱について 

→ 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 令和４年度 ６月補正予算について 

       → 各係長等より説明。  

       － スクールバス車庫シャッターは現在は動くのか。応急的な処置に

より動作可能だが、根本的な対策として開閉モーターを交換した

い。 － てるてる坊主ＰＲ動画の状況は。 － 作成した動画は

DVD製作とネット配信により活用したい。動画作成はすべてお任せ

でなく提案型とし、内容の充実を図りたい。 

異議なく承認された 

 

 

５ 協議事項 

（１）令和４年度 池田町成人式について 

   → 学校保育課長補佐より説明。８月 14 日（土）、午前中に令和３年度分、午後に

令和４年度分を実施する。感染症対策、名称等について協議した。 

－ 会場参加できない成人者のオンライン参加は評判が良くなかったのか。 

－ 参加予定だったが、実際は参加しない人もいた。また、会場参加者よりか

えって目立ってしまうことになった。生配信や録画で映像提供できるように検

討したい。 － 18歳で成人式は中学卒業してまだ間もない気もする。少しで

も間があったほうが、懐かしさもある。 － 抗原検査キットの配布はしない。

成人式に出たから感染したということの無いよう、徹底した感染症対策を行い

たい。－ 名称は「二十歳のつどい」としたい。 

 

（２）町立美術館について 

   → 生涯学習課長、生涯学習係長より状況説明。今日の美術館運営協議会の意見とし



ては指定管理ありきで話すのはどうかという意見も出たが、逆に指定管理がない場

合は、案としてどういうことができるのか、どうするか思い浮かばないということ

が現実的にはあるようで、現況は指定管理で引き続きお願いしていくというのがい

いのではという話となっている。 

－ 提言書は教育委員会で出すのか。  

－ そうである。 

－ この前、美術館にうかがわしてもらって、久しぶりに美術館に行って、もっと行

かなければいけなかったと思ったが、電気をちょっと変えると 1,000 万くらい浮

くという計算か。 

－ 電気代で年間 400万円くらい落ちる想定。 

－ 財政難と行革委の方は言ってるけど、財政のことよくわからないが、美術館の経

営、教育理念をちゃんと考えていかないといけない。財政係から話を聞く機会がほ

しい。財政が持ち直してきたから大丈夫ということも聞く。行革委が出しているニ

ュースレターとかみれば本当に逼迫していて大変なことになっているから、いろん

なことに手を付けないといけないが、財政がどうなっているのかよくわからないと

いうのが本音。提言書を教育委員会が出す前に、私たちに見せていただいて、財政

難を踏まえてとか芸術文化とかを考えながら美術館をこうしていきたいというよ

うな提言書が出ればいい。 

   － 協議会は、事務局が資料・データ・たたき台を作ってそれに委員長になられた常

磐井さんに見ていただいて作っている。今回、行革委で出た答申は大きく 2項目し

かないから、教育委員のほうで出していただくものは本当にシンプルでいいと感じ

ている。 

   － これがわたしたちの教育委員会の素案になるのか。 

－ これはあくまでも美術館運営協議会で出すもの。もし、これを参考に抜粋すると

か引用するとかあってもいいと思う。 

－ 行革委の人と美術館の人たちが何となく感情的に対立しているように文面から

デメリットを感じて、それが提言書としてふさわしいか。 

   － そういうようなところも今日の会議でも指摘された。これはかなり手は入ると思

う。最終的にはガラリと変わる可能性があり、変えていくような形になる。もっと

見やすい読みやすいとか、伝えたいのはここなんだというように、今日明日のうち

に直す予定。それは教育委員に資料として渡す予定である。事前に。 

－ 教育委員会で出すものはやっぱり客観的なことを踏まえた提言書が望ましい。 

－ できれば教育委員会の素案は教育長から作っていただくのが一番いいと思って

いる。 



－ 私も、協議会に 2度出さしていただいて初めが 2時間 40分くらい、今日が 2時間。

基本的に美術館を存続させたい。それが基本です。町民のためになるような美術館と

して存続させていきたい。そのとおりだと思う。ただ、話を聞いているとそもそも論

に戻っていくところがあって、そもそも美術館は何のために造ったみたいな話に戻

ってたりする。そういうところはみんなで確認しながらも、美術館というのは町にと

って大事な財産じゃないのかという立場で持って臨みたいと思う。もう一つは、朝日

村の話も出たが、数字を聞けば聞くほど池田の美術館はがんばっている、この予算で

よく乗り切っている、気持ち的には今の予算をもっと増やしていいのでは、それでシ

ダックスにもっとがんばってもらうのが本当はいいのかなと、個人的な気持ちです。

これを 1,000 万減らして、それで集客もして利活用もしろと、そんなうまい方法あ

ったら、あなた考えてくださいなと気持ち的には思う。実情を聞けば聞くほどそんな

気持ちになる。私が書くというとなると、言われていることは 2 点で 1,000 万減ら

すこと、美術館の利活用に関わって。1,000万減らすことは、協議会の方がかなり数

字を基に書かれているので、もし教育委員会で書くとしたらそこまで詳しく書かな

くていいと思う。今の状態でも十分にがんばってもらっているという立場で書いて

もいいと思う。利活用については、行革委は 2つ部屋を閉じて、違う目的に使えと言

っている。この前見に行ったが、あの部屋は窓もない水道もないという何もないとこ

ろで、そこで飲食店やれとか物売れとか、食堂にしろとかそもそも無理だと思う。美

術館として何かうまく更に使っていく、町民のためになるようなことを考えていく

ということではないか。教育委員会で言うことなので、子どもたちの教育の機会にと

って使えることはないのかということを検討していくのが、もっともらしいと思う

くらいは言えるかと思う。 

  － 十分だと思う。 

－ 簡単に、あまり細かいことは書かずにシンプルとしたい。 

  － 協議会の委員の皆さんの気持ちもよく分かった。美術に関わっている方たちなので

熱いものがある。いつまでに書けばいいのか。 

  － 書いていただいたものを一度、教育委員の皆さんに見ていただく機会を設けていた

だきたい。 

  － 教育委員会として出すから、6月 1日に間に合うようにということか。 

  － 今の感じでいくと A4で 1枚、箇条書きで簡単に出したいと思う。 

－ できましたら、6 月 1 日午後 1 時 30 分に町長室で常磐井会長と窪田美貴子副会長

が町長に手渡しする。同じ時間に教育長、職務代理にお越しいただき町長に提言書を

渡していただきたい。 

 － 確認だが、行革委第 3 次答申で 2 つ、美術館運営に関して取り組むべき対策（１）



美術館規模縮小で約 1,000 万円減額と（２）で美術館施設の利活用の検討を、この２

点についての提言をするということか。 

 － そのとおり。 

 － 実際にこのたたき台を作ったのは誰か。 

 － 事務局でたたき台を作った。それに委員長が加わって協議をしたものを素案として

お出ししたという形。 

－ すごく行間が空いている。グラフを入れたりとか見やすくすると言っていたので、

これに加え、この項目について箇条書きにこれとこれとかわかりやすくしてほしい。 

 － 会議の中でそのような指摘もありましたので、修正したい。 

－ 読みやすくしていただければ。 

 

 

６ 後援依頼について 

   ①2022七夕まつり②第 27回大町市市民吹奏楽団定期演奏会③第 17回上原良司を偲

ぶ会④第 63 回北安曇郡体育祭⑤第 42 回全日本バレーボール小学生大会⑥第 53 回

池田町早起野球大会⑦第 40回長野県あずみ野剣道交流大会 

    すべて承認（④～⑦事務局専決）  

 

 

７ その他  

（１）土曜ふるさとクラブ活動計画について 

    学校保育係長より説明。日程、参加人数等の資料を提示した 

 

（２）海外居住児童の体験入学の受け入れについて 

    会染小学校で２名を受け入れる。７月 11日～26日。 

 

（３）大北市町村教育委員会連絡協議会総会について 

    ６月 28日（火）午前 10時～  場所:松川村       

    教育長、教育委員、学校保育課長参加予定 

 

（４）中信教育事務所 主幹指導主事の学校訪問予定について    

９月２日 （金）午前  高瀬中  

９月 29日（木）午前   会染小 

      午後   池田小   

  

 

８ 閉会 


