
池田町教育委員会 ８月定例会の概要 

 

 

 

日   時   令和４年８月 25日（木） 午後３時～午後５時３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、池田保育園長、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、 

書記 学校保育係長 

 傍聴   無 

 

 

１ 教育長あいさつ 

   コロナ感染、教職員の感染が増えている。クラスターの懸念もある。気が緩められ

ない。 

 （資料により①成人式 ②新任教育委員研修について感想等を述べた） 

  

２ 報告 

（１）教育長業務報告 

7月１９日（火） 校園長会 定例教育委員会 

２０日（水） 池田保育園ジャガイモ等寄贈立ち合い  部活動検討会議 

２１日（木） 給食センター宮澤局長ご母堂様告別式弔問  自治会協議会 

２２日（金） 市町村教委と県教委との懇談会（ｚｏｏｍ）  教育委員会事務局打合せ   

池田町・松川村理事者懇談会 

２５日（月） 中信美術会副委員長清沢龍美氏との懇談（中澤俊晴先生作品展示会 

について） 

         浅原六朗ビデオコンテンツ検討（町長・副町長）  

県教員採用試験二次面接担当者説明会（県庁） 

２６日（火） 町総合計画ヒアリング   

２７日（水） 高瀬中学校夏休みステップアップ塾  町議会議員美術館視察同行   



２９日（金） 高瀬中学校夏休みステップアップ塾  大かえで倶楽部打合せ 

 8月１日（月） 木崎夏期大学開講式  夏期大学受講（永井良三先生）   

美術館陳情要望書（現代工芸美術家協会・帯刀益夫氏）提出立ち合  

い  臨時教育委員会 

２日（火） デザインファームアンドリゾート雨宮猛氏と懇談  夏のリコチャレ参観 

3日（水） 部活動検討会（ソフトテニス） 

４日（木） 監査委員からの意見書受け取り  夏期大学受講（佐藤学先生）  

５日（金） 協働電子図書館スタートセレモニー参加（かえで） 夏期大学受講（長

谷川寿一先生）  

６日（土） 高校再編説明会に向けた打合せ（池田工業高校を育てる懇話会）  

８日（月） 県教員採用試験二次面接（信大付属長野中学校） 

１０日（水） 庁舎大掃除  美術館運営協議会（中止）  

１４日（日） 池田町成人式・二十歳のつどい 

１５日（月） 薄井議員と懇談 

１７日（水） 総合計画審議会  大北卓球連盟役員会  

１８日（木） 高瀬中学校夏休みステップアップ塾  補正査定 

1９日（金） 高瀬中学校夏休みステップアップ塾  男女共同参画会議（中止）  

民生児童委員委嘱推薦会議 

２２日（月）  高瀬中学校夏休みステップアップ塾  池坂やまびこ会（中止） 

２４日（水） 議会対応課長会議  新任教育委員研修（ｚｏｏｍ） 

２５日（木） 定例教育委員会 

 

 

（２）諸報告（各係等から） 

■学校 

７月 14日（木） 池田小１年セカンドステップ② 

19日（火） 

21日（木） 

26日（火） 

校園長会④ 

保小接続部会② 

池田小・会染小１学期終業式 高瀬中前期前半終了 

 池田小夏休み ７／27～８／22 

 会染小夏休み ７／27～８／18 

高瀬中夏休み ７／27～８／22 



27日（水） 

28日（木） 

29日（金） 

８月１日（月） 

２日（火） 

11日（木） 

18日（木） 

19日（金） 

22日（月） 

高瀬中保護者懇談会（～29日）・夏休みステップアップ塾① 

合唱中信ブロック大会・高瀬中夏休みステップアップ塾② 

高瀬中夏休みステップアップ塾③ 

～６日（土）第 105回信濃木崎夏期大学（６日間開催） 

高瀬中３年修学旅行延期 ⇒11／11・12・13 

～16日（火）学校閉庁日 

高瀬中夏休みステップアップ塾④ 

      〃       ⑤ 

      〃       ⑥ 

 

 

■認定こども園 

７月 15日（金) 保護者会共催夏祭りを日中園児、職員で開催（両園） 

８月１日～16日 

７月 26日～30日 

１号認定夏休み ２・３号認定夏季希望保育 

新型コロナウイルス陽性者判明（園児 1名、職員 1名） 

接触者が多く、感染拡大予防のため休園（池田) 

 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

７月 15日（金） 両施設「ケイトウ花植えイベント」滝沢 矢口督さん 

21日、22日 施設高瀬中学校２年生職場体験（各施設２名ずつ） 

27日（水）～ 児童クラブ夏休み一日開館（池田～８月 22日・会染～18日） 

地域の方々による催し（講師・ボランティア）７団体 

新型コロナウイルス感染拡大の為中止とした団体２団体 

８月３日（水） 放課後子ども教室夏休み特別企画「食育イベント」中止 

８日（月）     〃       「鉄道模型であそぼう」実施 

10日（水）～ 新型コロナウイルス感染拡大による施設閉館（児童センター） 

13日～17日 新型コロナウイルス陽性者発生による施設閉館（池田） 

 

 

 

 

■文化財・記念館 

７月 29日（金） 新任職員研修 八幡神社、文化財展示室、浅原六朗文学記念館 

８月３日（水） 元気づくり支援金テレビ番組作成 長野朝日放送と開始 

 

 

■公民館 



７月 14日（木） みのり塾 和紙でつくる七夕人形 

16日（土） ふるチャレ塾 美術館でワークショップ 

24日（日） ポレポレプラス 

８月４日（木） ふるチャレ塾 キャンプは中止、ふるチャレ畑収穫 

 

 

■図書館 

７月 13日（水） 読み聞かせボランティア実践講座  

21日（木） ぶっくかふぇ・いけだ（職場体験学習３名参加） 

 職場体験学習高瀬中学校２年生３名受入 

22日（金） 職場体験学習高瀬中学校２年生３名受入 

26日（火） 最終火曜日 夏休み対応臨時開館 

８月５日（金） 協働電子図書館『デジとしょ信州』オープンセレモニー 

６日（土） 工作教室『コロコロタワーをつくってあそぼう』 

10日（水） ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

18日（木） ぶっくかふぇ・いけだ 

 

 

■クラフトパーク 

７月 15日（日） 創造館多目的ホール空調設備修繕。（コンプレッサー１機、交換） 

７月 24日（日） 

～８月９日(火) 

創造館ロビーで「第６回写生画展―高瀬中学３年生が描く故郷あ

づみ野の風景―」開催。入場者 214名 

８月７日（日） 新型コロナ感染拡大防止のため、創造館でふるさと講座中止。 

クラフトパークのパター場南で地中より異音がするとの苦情、警

察官巡回依頼。（原因：マンホール下の上水道減圧弁の動作音） 

８月 10日（水） 

～ 

新型コロナ警戒レベル６により、創造館は臨時休館。 

（美術館は開館対応） 

 

 

■総合体育館 

８月 24日（水） 町民運動プログラム教室 開始 

 ダイエットフィットネス（５回） 現在 13名 

 

  － フードサンプル展、大変好評である。最終的に 12,500人ほどの来館者を見込んで

いる。 

 

３ ９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。１名の追加認定 

       異議なく承認された。 

 

  議案第２号 一般会計補正予算（第４号）について 

        → 各担当係長等から説明。 

          － 小中学校の教室等の引き戸の戸車の交換を進めてほしい。  

－ 今回の補正予算に計上したのは早急に交換が必要な引き戸。今後、

点検等を進め、修繕が必要な箇所があれば順次対応していきたい。 

 

５ 協議事項 

（１）美術館について 

   → 生涯学習係長より説明。町民アンケートの内容に関して協議。民間等への指定

管理の継続、美術館と創造館との一体管理をする中で、規模縮小は行わず、今後

も美術館として存続する考え。要望書に記載したことが教育委員会の姿勢である。 

 

 

６ 後援依頼について 

   ①中沢俊晴彫刻作品展②第 28 回安曇野サマーキャンプ大町カップ兼第 6 回関東大

学ディブロップメントリーグ大会 

    ①承認、②教委事務局専決承認 

 

 

７ その他 

（１）成人式の反省について 

    － 学校保育課長補佐より説明。 

     － 開催基準日があったのが良かった。 － 着物レンタルは高い。冬より夏

に開催したほうが良い。 － 晴着を着たいという成人者も多い。 － 楽

しいイベント的な要素を取り入れてほしい。 － 池田町のＰＲをもっとし

たほうが良い。せっかく若者が集まる機会。 － 講演会、恩師の話が良か

った。 － 講師は「池田町にこんな人がいる！と知ってもらえたのでは。 

－ 記念撮影は成人者だけ撮影するバージョンもあればいい。 － 交流セ

ンターは全館貸し切りにする。 

 

（２）令和３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。９月議会に報告する。 



    － 保育料の滞納状況が引き続き改善されていることは評価できる 

 

（３）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）佐久平交流センター（佐久市） 

    

 

（４）主幹指導主事の学校訪問について 

    ９月２日（金）高瀬中学校 

 

 

８ 閉会 


