
池田町教育委員会 ６月定例会の概要 

 

 

 

日   時   令和４年６月 21日（火） 午後３時～午後５時 22分 

場   所   役場２階中会議室 

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、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

教育指導員、創造館長 

 書記  学校保育係長 

 傍聴  無 

 

１ 教育長あいさつ 

   学校及び保育園でのコロナ感染が落ち着いてきたが、まだ油断はできない。保育園

では胃腸炎も流行っており、注意したい。私にとって初めての議会が終了した。教

育委員会に関する質問が多く、非常に関心が大きいと感じた。GIGAスクールについ

て、運営委員会を開催し推進に努めているが、どのように現場の先生に使いこなし

てもらうかが課題である。部活動活動の地域への移行、検討会議を立ち上げている

が先行きが見えないが、近隣の市町村等の動向も見ながら、解決に向かっていきた

い。また、町立美術館の運営、会染保育園統合及び池工の高校再編について、大き

な課題であるが、皆さんのお力をお借りして乗り切っていければと思う。 

 

 

２ 報告 

（１）教育長業務報告 

５月 26日（木） 校園長会  美術館運営協議会  定例教育委員会 

27日（金） 議会全員協議会  一般質問詳細課長会議 

30日（月） 職員研修（公務員倫理） 町芸術文化協会総会 

 ６月１日（水） 庁議  美術館提言書提出（町長へ） 

２日（木） コミュニティースクール打合せ（会長・コーディネーター・校長・

教委） 

３日（金）   高校再編について安曇野市との懇談会 

（市長・町長・両教育長・教委事務局） 

社会教育委員会 

       中学校保護者向けメッセージと文書確認（センター長・教委事務局） 

７日（火）  議会定例会  議員協議会（美術館について） 



８日（水）  議会一般質問１日目 

９日（木）  議会一般質問２日目 

10日（金）  池田松川施設組合教育委員会第１回臨時会（職務代理者） 

大町市教育長と懇談会 

13日（月）  予算決算特別委員会・総務福祉委員会   

予算決算特別委員会・振興文教委員会 

14日（火）   ＧＩＧＡ運営会議 

15日（水）   教頭・主任部会（職務代理者）  松川村教育長と懇談会 

16日（木）   多世代相談センターとの打合せ  会染保育園検討説明   

部活動検討委員会 

17日（金）   議会定例会（最終日） 

 

（２）６月１日付人事異動について 

    → 学校保育課長から説明。児童クラブ・児童センター、地域おこし協力隊に関

するもの 

 

（３）池田町議会６月定例会について 

    → 教育長、学校保育課長及び生涯学習課長から、一般質問に対する回答等の説

明をした 

 

（４）諸報告（各係等から） 

■学校 

・５月 20日（金） 会染小 交通安全教室  高瀬中 １・２年学級企画行事 

23日（月） 高瀬中 CAP（職員） 

24日（火） 高瀬中 小中連絡会 

25日（水） 池田小 ４年社会科見学① 

池田小・高瀬中水曜ステップアップ① 

26日（木） 校園長会②   ※会染小学校休校（5/23～5/25） 

30日（月） 高瀬中 初夏の読書旬間 

・６月１日（水） 高瀬中 ３年性被害防止教室 

３日（金） 高瀬中 部活動壮行会 

４日（土） 池田小 運動会  高瀬中 中信陸上 

５日（日） 土曜ふるさとクラブ【高瀬川クラブ①】 

９日（木） 池田小 １年セカンドステップ① 

会染小 ３年社会科見学 

11日（金） 池田小 保小連絡会  会染小 避難訓練（水） 

14日（火） 池田小 ６年社会科見学 会染小 民生児童委員との懇談 

15日（水） 池田小 ４年社会科見学② 教頭・園主任部会① 

 



■認定こども園 

・５月 23日～24日 陽性者判明のため、会染保育園未満児クラス学級閉鎖 

・６月７日～９日 陽性者判明のため、会染保育園休園 

・６月１日・３日 両園年長児かぼちゃやま農園でいちご狩り 

・６月２日・９日 池田保育園参観日 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・放課後子ども教室６月より開所。（毎週月曜日、水曜日）体験活動やスポーツ地域住民と

の交流活動を楽しむ。 

池田放課後子ども教室 ８日 図書館へ行こう 15日クラフトパークへ GO! 

会染放課後子ども教室 15日 お琴ミニコンサート（五葉の会） 

・池田児童クラブ一日開館（池田小学校運動会振替休日） 

 

■文化財・記念館 

・６月 14日（火） 記念館ＮＢＳ取材 放映は６月 25日（土） 

 

■公民館 

・５月 21日（土） ふるチャレ畑で野菜づくり 

・５月 26日（木） みのり塾 北アルプス展望美術館を楽しもう 

・５月 27日（金） ポレポレ開講式 

・６月９日（木） みのり塾 今日からできる SDGs 

・６月 10日（金） ポレポレ いっぱいあそぼう 

 

■図書館 

・６月１日 池田町図書館開館４０周年となり記念展示、利用者へ記念しおり及び粗品贈

呈 

・６月５日 図書館登山講演会『山が好き』～見ても・読んでも・登っても～ 

講師 杉坂千賀子氏（公益社団法人日本山岳ガイド協会・登山ガイド） 

・６月６日 安曇養護学校お話し出前ボランティア 

・６月 10日 市町村と県との協働電子図書館利用受付開始 

・６月 11日 土曜ふるさとクラブ「まちとしょクラブ」第一回目 

 

■クラフトパーク 

・６月 12日 「第 17回 良司を偲ぶ集い」開催 

（同偲ぶ会・町との共催 創造館・クラフトパーク会場）参加者約 90名 

〃   美術館企画展関連ワークショップ開催（真鍮によるペンダント・キーホルダ

ー作り）参加者８名 

 



■総合体育館 

・５月 28日 郡スポーツ協会春季大会 ソフトボール 優勝  野球３位 

・６月１日  ナイターソフトボール大会開幕 ７分館参加 

 

 

３ ７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 

 

 

４ 議事 

議案第 1号 令和４年度就学援助者の認定について 

       → 学校保育係長より説明。 

         異議なく承認された。 

 

議案第２号 職員自家用車の公務使用取扱要綱の一部を改正する要綱の制定について 

→ 学校保育係長より説明。 

異議なく承認された 

 

 

５ 協議事項 

（１）美術館について 

   → 生涯学習課長より説明。規模を縮小せず営業継続の町の方針を確認した 

 

 

６ 後援依頼について 

   ①安曇節作詞募集②ふれあいチャンピオン大会③大北吹奏楽フェスティバル 

    ①事務局専決で承認、②、③承認とした  ※③は共催 

 

 

７ その他 

（１）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、教育委員出席 

     

（２）県教組大町北安曇支部との事前打ち合わせ・懇談会について 

    ７月１日（金） 午後４時～     打ち合わせ  場所:北アルプス市町村会館 

午後４時 30分～ 懇談会    場所:北安曇教育会館 

                        ※教育長及び職務代理者出席 

 



（３）市町村教育委員会と県教育委員会との懇談会について 

７月 22日（金）午後１時 30分～午後４時     Web会議による 

                       ※教育長出席 

 

（４）令和４年度新任教育委員研修会の開催について 

    ８月 24日（水）午後 1時～午後３時 45分 場所:長野上水内教育会館 

                      ※教育長出席 

 

（５）令和４年度長野県町村教育長会研修総会の開催について 

    ７月７日（木） 場所：原村中央公民館    

 

→ 学校保育係長より説明。上記会議の日程等を確認した。その他、連絡事項として、

市町村と県による協働電子図書館、不登校に関するアンケート調査等について担当

から説明があった。 

 

 

８ 閉会 


