
池田町教育委員会 ７月定例会の概要 

 

 

 

日   時   令和４年７月 19日（火） 午後３時～午後４時 47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、生

涯学習課長、生涯学習係長、総合体育館館長、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 

   不順な天候である。コロナ第７波、勢いが増している。10歳以下の子どもたちの感

染が増えているので、感染予防に注力したい。6月 28日には臨時の教育委員会を開

催した。美術館については、創造館との一体管理で指定管理を続けていく方針。1,000

万円の人件費の削減も意識した内容を検討したい。7 月 5 日、池田工業高校の懇話

会を開催した。町の立ち位置が難しいと感じている。7月 11日、5校園保健委員会、

保小中連携の具体的な取り組みができた画期的なものであった。7月 14日、高瀬中

校長、学校教育指導員と安曇野市の不登校施設を視察した。スタッフが充実し、よ

く考えられたプログラムを実践していると感じた。民間でこれだけのことをしてい

る。町として何ができるか改めて考えたい。会染小の保護者から、教育現場におけ

るマスク着用規定の見直しにまつわる要望があった。マスクはいつでも、どこでも

着用せよというわけではなく適宜であるが、子どもの成長におけるデメリットを考

えてほしいとのことだ。午前中の校園長会でも話題にした。マスク着用を呼びかけ

てきた中で、マスクを外したがらない子どもたちも多くいる。コロナ禍の前の状態

戻すのは時間がかかるのではないか。 

 

 

２ 報告 

（１）教育長業務報告 

  ６月 21日（火） 校園長会  美術館運営協議会  定例教育委員会 

２2日（水） 特別支援教育についてレクチャー（下川威先生） 就学支援委員会 

23日（木） 肥後守交流会（会染小学校）  月森先生職員研修（高瀬中学校） 



24日（金） 150周年記念音楽会（会染小学校）  月森先生研修会（池田小学校）  

会染小学校長・教頭との懇談会 

25 日（土） 土曜ふるさとクラブ視察（子どもキッチン けん玉・こま 布遊び 子どもオーガ 

ニック） 

27日（月）  美術館についての要望対応（大町市議・地域在住美術作家他） 

28日（火）  大北市町村教育委員会連絡協議会総会（松川村鈴の音ホール）  

臨時教育委員会  

30日（木） 今後の美術館について検討 教育委員会事務局打合せ 議会全員協議会 

７月１日（金）  庁議  市町村教委と教職員組合大北支部との懇談会 

２日（土）  土曜ふるさとクラブ視察（お琴 編み物） 池田工業高校 100周年実行委員会 

「池田工業高校を育てる懇話会」打合せ会 

３日（日）  長野県知事杯争奪小中学卓球大会組合せ会議  

４日（月）  会染保育園について協議  

５日（火）  池田工業高校を育てる懇話会 村瀬先生と懇談  

６日（水）  保健委員会打合せ 国民平和大行進出迎え  

池田小学校長・教頭との懇談会 

７日（木）  県町村教育長会研修総会（原村）  

８日（金）  ＜4回目ワクチン接種＞ 臨時議会 議員協議会（美術館について） 

１１日（月）  5校園保健委員会  

１２日（火）  部活動検討（松川中学校） 授業参観（会染小学校） 

1３日（水）  役場消防訓練 

１４日（木）  美術館検討 高瀬中学校長・教頭との懇談会 

1５日（金）  保育園夏祭り 反核平和の火リレー出迎え 

1８日（月）  中信地区卓球協議会引継ぎ 

19日（火） 校園長会 定例教育委員会 

 

 

（２）諸報告（各係等から） 

■学校 

６月 17日（金） 

18日（土） 

 

19日（日） 

20日（月） 

21日（火） 

池田小３年社会科見学①・会染小プール開き 

～19日（日）中信大会（バレー・バスケ・ソフトテニス・野球） 

お琴ク・太鼓ク・編物ク 

３校 メディア利用を考える日 

高瀬中参観日・CAPおとなのワークショック（保護者） 

池田小６年安曇養護学校交流① 

22日（水） 

23日（木） 

 

24日（金） 

25日（土） 

 

池田小５・６年 CAP 

池田小プール開き・会染小 永尾さんとの交流（肥後守） 

高瀬中特支教育研修（月森先生①） 

池田小特支教育研修（月森先生②）・会染小 150周年記念音楽会 

～26日（日）中信大会（バレー・バスケ・ソフトテニス・野球・卓球） 

子どもキッチンク・パン作り B ク・けん玉ク・布遊びク・子どもオーガニックク 



27日（月） 

28日（火） 

30日（木） 

７月１日（金） 

２日（土） 

５日（火） 

７日（木） 

８日（金） 

９日（土） 

11日（月） 

12日（火） 

高瀬中計画休業 

～29日（水）高瀬中水曜ステップアップ塾テスト前 

高瀬中中間テスト（３年総合②） 

池田小参観日・学級 PTA・会染小４年社会見学 

～03日（日）県中陸上・お琴ク・編物ク 

会染小防犯訓練 

会染小セカンドステップ② 

池田小５年野外体験学習 

～10日（日）県中ソフトテニス・パン作り Aク 

５校園保健委員会 

池田小防犯訓練・会染小参観日 

 

■認定こども園 

６月 17日（金） 年長お楽しみ会（降園時間 17時 30分） 

28日（火） 在園児審査委員会 

29日（水） 池田保育園保護者引き渡し訓練 

30日（木） 会染保育園保護者引き渡し訓練（会染小学校と同日開催） 

 両園プール開き 

・手足口病、ヘルパンギーナが流行（池田保育園） 

・発熱、咳等の風邪症状が流行（会染保育園） 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

７月５日（火） 両施設火災報知器保守管理点検（㈲大町作業用品） 

８日（金） 両施設中学生職場体験事前来館 

８日（金） 職員研修（講師：スクラムネット神谷 T） 

対象：池田児童クラブ職員、池田放課後子ども教室職員 

○ 池田放課後子ども教室特別企画 

 6/29お琴  7/6 大かえで倶楽部運動教室 

○ 会染放課後子ども教室特別企画 

 6/22クラフトパークへ GO！ 6/29図書館へ行こう  7/6お琴 

 

 

■文化財・記念館 

６月 24日（金） 高瀬中学校総合学習展示室見学 １年生 35名  

７月７日（木）     〃           〃  33名 

８日（金）     〃          ３年生５名 

 

 



■公民館 

６月 23日（土） ふるチャレ 松本山雅 FC 片山（ガチャ）さんとユニバーサルス

ポーツを体験しよう 

23日（木） みのり塾 ボードゲームで楽しく交流 

24日（金） ポレポレ いっぱい遊ぼう 

７月１日（金） ポレポレ 七夕さま 

２日（土） 大北公民館大会 大町市美麻 

７日（木） みのり塾 和紙でつくる七夕人形 

 

 

■図書館 

６月 16日（木） ぶっくかふぇ・いけだ かえでの会図書館部会主催 

29日（水） 放課後子ども教室会染小受入 

７月３日（日） 科学あそび講座（ペットボトルで顕微鏡をつくろう） 

９日（土） 土曜ふるさとクラブ・まちとしょクラブ第２回目 

 

 

■クラフトパーク 

６月 19日（日） 第 17回「良司を偲ぶ集い」開催 同偲ぶ会・町との共催（会場：

クラフトパーク・良司の記念碑、創造館）資料展示と映画「ひま

わり」の記念上映。 約 90名参加 

７月２日（土） 美術館 企画展「食品サンプル展２」が開催～8/28 

７月８日（金）

～９日（土） 

創造館「だれでもピアノ」（ピアノ無料利用）実施（2日間）延 27

名参加。 

９日（土） 創造館「夏のスタインウェイピアノ公募コンサート」（令和 3 年

度コロナ対策で延期となり、初の夏季開催。）31名参加 

 

 

■総合体育館 

６月 29日（水） ゴルフ教室スタート 全６回 受講者 18名 

30日（木） ママさんバレー交流会終了 ３地区参加  
競技人口拡大のためソフトバレーのボールに変更 

 

  － 成人式の正式な開催通知は出ているのか。 － すでに出ている。 － まん延

防止等措置若しくは県医療非常事態宣言が発出された場合は中止となる。 － 中止とな

った場合、予備日は 10 月８日の予定。その場合は創造館となる。 － 10 日前ほどに基

準日を設けて、中止するかどうか判断したほうがいい。 － 急なキャンセルは影響が大

きい。 － 連絡も十分に行き届かない恐れがある。 



 

３ ８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 

    － 夏休み中の池田小プールは中止である。 － コロナの影響か。 － それ

も一つの理由としてあるかと思うが、最近学校では、基本的に夏休み中は行っ

ていない。1学期までということ。 

 

 

４ 議事 

議案第 1号 池田町立小、中学校管理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。 

         異議なく承認された。 

 

 

５ 協議事項 

（１）池田八幡神社例大祭の縮小開催における小中学生参加について 

   → 学校保育係長より説明。例大祭、舞台の曳きまわし、相撲は中止とのこと。お

囃子が密になり危険ということで中止だが、お囃子文化を継承していくため、町

内ごとのお囃子の練習は認めてほしいという内容。 

－ 感染症対策を徹底して行うということで、教育委員会として練習を認める

こととした。 

 

（２）美術館について 

   → 生涯学習係長より説明。美術館・創造館の今後の進め方についての内容。これ

までの経過に議会からの「もっと町民の意見を聞くべき」「空調、照明器具等の交

換のため一時休館してはどうか」等の指摘を踏まえ、今後の対応を協議した。町

民アンケート、住民説明会を開催予定のほか、創造館条例の整備も進めたい。 

     － 町民の声を聴くというのは、どこまでという難しさもある。 － アンケ

ートが美術館の魅力を改めて考える機会となればいい。 － 7月 27日に議

会視察を予定している。  － 町内小中学生の利用を促す施策を考えてほ

しい。 － 魅力ある企画展。フードサンプル展を毎年実施してはどうか。 

－ 美術館へのアクセス方法も検討の余地があるのでは。 － アンケート

内容を精査したい。 

 

（３）図書館有料宅配サービスについて 

   → 生涯学習係長より説明。図書館利用の困難な方やその環境が生じた場合におけ

る図書館サービスの拡充を図る。 － 県内で実施しているところはあるか。 － 

確認はしていないが、類似した施策を行っているところがあれば、参考にして内



容を充実させたい。 － 図書リストはあるのか。 － 今後整備したい。 － 

申し込みの用紙はどのように手に入れるのか。 － 配布方法等を工夫したい。 

   

 

６ 後援依頼について 

   ①こぶしの会講演会②山の日ポスター展 2022③みどりの少年団大北地区交流会④ぐ

るったネットワーク大町夏企画⑤第 16回安曇野池田町、蝶の写真展 

    ①承認、②～⑤教委事務局専決承認 

 

 

７ その他 

（１）令和４年度関東甲信越静市町村教育委員会連合総会の議決結果について 

    － 全議案が原案のとおり可決されたことを報告 

     

 

８ 閉会 


