
池田町教育委員会 ９月定例会の概要 

 

日   時   令和４年９月 22日（木） 午後３時～午後５時 38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、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、池田児童クラブ長、会染児童センター

長、池田保育園長、会染保育園長、生涯学習課長、生涯学習係長、総合体

育館館長、創造館長、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 学校保育課長補佐 

 傍聴   無 

 

 

１ 新教育委員紹介 

教育長より小林崇浩委員紹介、小林委員あいさつ 

 

２ 教育長あいさつ 

   シルバーウィーク中、連休になると台風がやって来る。 

コロナは、全体的には減少傾向であるが町では特に小さい子ほど収まらない状況で 

  ある。北アルプス圏域ではまだ患者数も多く、油断は出来ない。 

保育園や学校で運動会、文化祭、音楽会等が予定されているが、子どもの成長の機会

となる良い行事として欲しい。 

昨日 9月議会定例会が閉会したが、美術館問題は紆余曲折している。 

（資料により） 

①議会一般質問の内容と回答について 

②部活動地域移行への取り組み進捗状況について 

③来年度に向け 保育園、小中学校の研修を充実させていきたい。 他 

  

３ 報告 

（１）教育長業務報告 

8月２５日（木） 定例教育委員会 

２６日（金） 校園長会 

２８日（土） 美術館見学（フードサンプル展 2最終日） 

       ２９日（月） 議会全員協議会 市町村教委連絡会（安曇野市） 

       ３０日（火） 図書館システム検討研修会 

３１日（水） 庁議 部活動検討会議   



９月１日（木） 村瀬先生お迎え 

２日（金） 中信教育事務所学校教育課長・主幹指導主事訪問対応（高瀬中） 

        村瀬先生研修会（高瀬中） 

４日（日） 大北縦断駅伝激励  

５日（月） 議会開会 教育会専任幹事との懇談 

       ６日（火） 議会本会議 高校再編説明会（15:00～  18:00～） 

８日（木） 議会一般質問 

９日（金） 議会一般質問 

      １２日（月） 議会予算決算特別委員会（総務福祉） 総務福祉委員会 職員懇談 

      １３日（火） 議会予算決算特別委員会（振興文教） 振興文教委員会 

      １４日（水） 保育園検討会（事務局） 

      １５日（木） 町長・副町長懇談 スポーツ協会代表者会 

      １７日（土） 大町南小学校運動会 高校再編説明会   

２０日（火） 教頭主任部会 

２１日（水） 議会本会議（最終日） 

２２日（木） 校園長会 定例教育委員会 

 

（２）諸報告（各係等から） 

■学校 

８月 18日（木） 

19日（金） 

20日（土） 

23日（火） 

26日（金） 

27日（土） 

29日（月） 

19日・22日高瀬中夏休みステップアップ塾 

会染小２学期始業式 

美術② 

池田小２学期始業式・高瀬中前期後半開始 

校園長会⑤・就学小委員会② 

お琴⑤・編み物⑤ 

～９／５高瀬中資源回収（学校提出） 

９月１日（木） 

２日（金） 

池田小・会染小・高瀬中避難訓練 

５校園合同研修会②（村瀬公胤先生ご指導） 

 

３日（土） 

４日（日） 

７日（水） 

８日（木） 

９日（金） 

10日（土） 

12日（月） 

13日（火） 

 

池田小４年社会科見学・高瀬中安曇養護学校との交流② 

布遊び⑥・けん玉こま⑤ 

自然体験クラブ・高瀬川クラブ合同（高瀬川川遊び） 

～８日（木）会染小５年キャンプ９日計画休・６年セイジオザワ 

池田小１年セカンドステップ③ 

池田小参観日 

まちとしょ③・パン作りＢ③・オーガニック⑨・お琴⑥・太鼓⑥ 

～14日高瀬中テスト前ステップアップ塾 

～14日（水）池田小６年修学旅行（群馬・新潟）15日６年計画休 

連携担当主任部会③ 

 

 



■認定こども園 

８月 23日(火) ・会染保育園 北安曇郡保育士連盟公開保育中止 

８月 30日(火) ・池田保育園 クラス閉鎖・休園８/30～９/10 

 (職員 7名、園児 19名感染) 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

９月２日（金） 職員研修 役場小会議室（ズームによるオンライン研修会） 

 「令和４年度放課後子ども総合プラン研修会」１０名参加 

９月９日（金） 会染児童クラブ・会染放課後子ども教室職員研修会 

 講師：スクラムネット神谷哲彦先生 ４名参加 

 ○池田放課後子ども教室特別企画 

8/31作って遊ぼう 9/7図書館へ行こう 

○会染放課後子ども教室特別企画 

8/31図書館へ行こう 9/7作って遊ぼう 

9/14地域探検（クラフトＰ） 

 

■文化財・記念館 

８月 28日（日） 広津松尾神社、毘沙門天堂現地確認 

 

■公民館 

8/10（水）～8/23（火） 臨時休館 

 

■図書館 

８月 25日（木） 美麻小中学校職場体験受入 ７年生１名 

８月 26日（金）    同上 

８月 30日（火） ・図書館係会（職員研修会） 

・トーハンＭＡＲＫ Zoom研修 

８月 31日（水） 放課後子ども教室会染小受入 

９月７日（水） ・音読教室① 

・放課後子ども教室池田小受入 

９月８日（木） 読み聞かせ講座（長野県図書館協会主催） 

９月 10日（土） まちとしょクラブ③ 

９月 14日（水） ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い 

 

■クラフトパーク 

8月 23日～24日 創造館：コロナ臨時休館 23日に解除、「クラフトパーク写生画展」

２日間の会期延長。中学生の家族 16名来場。 

９月９日 池田町と横浜磯子区との交流を調査するため、高瀬中学１年生３



名が来館。（対象：創造館の客船の模型、公園の桜） 

９月 10日～ 美術館：「安曇野キルト公募展 2022」開催が始まる 

 

■総合体育館 

８月 24日（水） 松本山雅運動教室開始 ダイエットフィットネス 18名、 

サッカー教室 30名 

９月４日（日） 大北縦断駅伝 池田オープン参加 

 

－ 認定こども園会染保育園 9月 16-19日年中児学級閉鎖 

  － 町立美術館フードサンプル展２開催期間 50日間中入館者数 13,313人を記録した。

入館料の売り上げも 650 万円と、例年の総入館料を超えるような金額であった。グ

ッズの売り上げも 70～80万円と収益が多かった。 

今年度の総入館者数も２万人を超える見込みとなった。また町議会議員から、多く

入館者が訪れている状況を視察頂き良かった。 

キルト展も入館者数は 2,500人を超える見込みである。 

 

４ 10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 

  

５ 議事 

議案第 1号 池田町図書館管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 → 生涯学習係長より説明。 

  － 月曜日は休日でも休館となるのか。 → その通りである。 

異議なく承認された。 

 

議案第２号 池田町創造館管理規則の一部を改正する規則の制定について 

  → 生涯学習係長より説明。 

   － 第６条に、「この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は 

教育委員会が別に定める。」とあるが、どのように定めるのか。 

→ 規則にない、詳細な取り決めについて必要なことがあれば、教育委員会に諮って 

決めるようにしたい。 

異議なく承認された。 

 

６ 協議事項 

（１）指定校変更の許可について 

  → 学校保育課長補佐より説明。 

   － 来年の４月からということか。 → その通りである。 

異議なく承認された。 



（２）区域外就学の許可について 

   → 学校保育課長補佐より説明。登校手段は、保護者の勤務先が池田町にあるため、 

出勤の際送迎すると補足。 

    － 登校手段が心配であったが、保護者の送迎によるとわかったので安心である。 

    異議なく承認された。 

（３）池田町子ども・子育て会議委員について 

→ 学校保育課長補佐より委員の役割、教育委員より一人委員に就任頂きたい。選 

出は本日ではなく、後日改めて依頼すると説明。 

    － 所轄が学校保育課に変更となったため、教育委員より選出するということか。 

    → その通りである。 

    就任依頼は後日行うということを了承して頂いた。 

（４）美術館について 

   → 生涯学習課長及び係長より説明。 

    ・アンケートを実施することになった経過及び結果について 

     結果は第１回アンケートと同様、存続を応援する等前向きな回答が多かった。 

    ・議会全員協議会での説明内容について 

     アンケート結果説明。町長からは運営は存続したいこと及び、直営ではなく引 

     き続き指定管理を行いたいとの話があった。 

議員から資料の提出を求められたが、提出する予定の資料について本日説明を 

行う。 

     〇 美術館の現状 

       指定管理の経費等について 指定受託者に要望する事項について 

        必要とする修繕及び修繕を実施した場合の電気料の削減見込みについて 

       他市町村公立美術館との比較について 臨時休館をした場合の状況予測に 

ついて 

     〇 創造館の現状 

       経費等について 指定管理者制度導入した場合町からの要望につ           

いて 一体化管理によって可能になること 受託希望者から運営に関し

て挙げて頂きたい提案について 

     〇 今後のスケジュール計画（案）について 

     〇 美術館指定管理について等 

       上記資料をシンプルにまとめたもの 

      このような内容を今後議会へ説明していきたい。 

－ 経費について、削減の話ばかりしているが、収入を上げる観点から入館者 

が多く見込める企画展を開催する等工夫を図られたい。 

   指定管理に出さなくても企画を出せれば良いのではないか。 

  → 美術展はパッケージになっているのを購入することが多い。安くて 200

～300 万円もかかる。人気のある企画は１千万クラスである。池田町は年



間 6 回企画展を行っているが、それに掛けられる予算は 20 万円程しかな

い。フードサンプル展２はスタッフが自分達で企画、交渉、運搬、展示、

返却を行っているので出来ることである。直営にすると職員でそれを行う

ことは難しい。指定管理に出し、創造館と一体で集客が図れるように業者

から提案して頂くようにしたい。また、早く公募しないと企画する時間が

少なくなってしまう。 

 － アンケートでも企画展のアイデアが多く出されている。ぜひ収入を増やす

観点で活かして欲しい。 

  → 教育委員の皆様には、指定管理の実現に向けて時間が無い中今後も臨時

で集まって頂くこともあろうかと思うが協力をお願いしたい。 

 － 指定管理の方向で進んでいるということか。 

  → そうである。町民向けの説明会を開催し、それを議会に報告したい。11

月には指定管理者の募集が出来るように進めたい。 

 － 議会からも審査委員を選出頂くということか。 

  → 前回指定管理業者選出の際も振興文教委員長から担って頂いた。その他

の人選も検討中である。 

 － 何人位か。 

  → 前回 8人であった。あまり多くならない人数で考えている。また業者か

らは選出の際審査委員から出された点数やどの点が良かったのか悪かっ

たのかわかるようにして欲しいと要望が出されている。議会からは審査を

公開して欲しいと要望が出され、検討中である。 

 － 前回もプロポーザル方式で審査したのか。  → そうである。 

 － 指定管理について議会の賛同は。  → 反対の方もあると把握している。 

 － 先ほど出された指定管理でなくてもアイデアを活かして企画すれば良い

との意見はどうか。 

  → 企画展は５年程計画から実施までの期間を要する。著名な作家の作品を

展示するには、予約を２～３年前から行わなければならない。次回の企画

展を行うまでに時間が少なく、ノウハウが無い中指定管理者で無ければ難

しいのではないか。 

－  行財政改革推進委員会は、美術館にかける費用を減らすことだけ求めて

いるが、質が落ちると入館者数が減ることをどう考えているのか。現在少

ない予算で良い企画をしていることを良く把握して欲しい。文化という目

に見えない価値の重要さを良く鑑みて欲しい。 

   美術館と創造館を一体化した文化エリアとして充実した取り組みが図

られるよう希望する。 

 

（５）令和４年度成人式 町長祝辞に関する対応について 

   → 学校保育課長より説明。 



      町長の発言の一部について、不適切な表現だと懸念する声が成人者から出さ 

れている。その部分は後日 YouTubeで発信する際削除した。何故削除したのか、

町長からのお詫びの言葉は無いのか、とも問い合わせを頂いている。 

－ 好ましくない発言だと感じたので、成人者へ文書等でお詫びをする等何ら 

かの対応をした方が良いのではないか。 

→ 対応方法については後日町長とも相談し、実施することになった。 

 

７ 後援依頼について 

    ①子供と家族の未来を考えるマネー講座 ②「わたしたちの街の社会見学 2023

年度版」冊子作成・寄贈 ③舞台流れる雲よ上映会＆命のシェア会 ④流れる雲

よまつもと公演 ⑤2022 年度マルニシ CUP 第 40 回長野県小学生バレーボール大

会大北・安曇野・東筑ブロック大会 ⑥phiten presents 令和４年度第 21回 

    北信越クラブカップバレーボール優勝大会 

 

    ③以外承認、③教委事務局専決承認 

 

８ 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 

（２）県招地教委連絡会について 

（３）主幹指導主事の学校訪問について 

（４）市町村教育委員会・校長会合同研究協議会について 

（５）高瀬中学校高瀬祭、70周年記念講演会について 

以上５件の事項について必要な連絡、協議を行った。 

 

９ 閉会 


