
 射水市教育委員会２月定例会次第 

 

日 時 令和３年２月１７日（水） 

午後３時３０分から 

場 所 本庁舎４階会議室４０１ 

 

 

 

 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 事務局報告 

（１）射水市議会２月臨時会の開催状況及び２月補正予算について     資料１ 

（２）射水市議会３月定例会会期日程について              資料２ 

（３）令和３年３月補正予算について                  資料３ 

（４）射水市議会３月定例会提出議案について              資料９ 

 

３ 議案 

（１）射水市立学校管理規則の一部改正について             資料４ 

（２）射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱の 

一部改正について                        資料５ 

 

４ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）令和３年度予算（案）概要について                 

（２）令和２年度卒業(園)式及び令和３年度入学(園)式について（学校教育課） 資料６ 

（３）令和２年度末教員異動方針について（学校教育課）         資料７ 

（４）教育委員会行事予定                       資料８ 

 

５ その他 

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

 ３月定例会 ３月２９日（月） 午後２時から  本庁舎会議室４０１ 
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射水市議会２月臨時会の開催状況について（教育委員会関係） 

 
 
 
１ 会期日程（会期１日間） 

令和３年２月１７日（木）午前１０時 
（１）本会議 
（２）総務文教常任委員会 

 （３）予算特別委員会 
 （４）本会議 
 
 
２ 教育委員会関係議案等  

  議案第１号  令和２年度射水市一般会計補正予算（第１１号） 

          （フットボールセンター整備事業費） 
 
３ 総務文教常任委員会 

 〇吉野委員 

  （１）フットボールセンター整備事業の事業費について 

  （２）県有地である整備予定地の使用料について 

  

 〇小島委員 

  （１）補正予算に計上されているフットボールセンター整備事業に係る寄附金に

ついて 

 

 〇高畑委員 

  （１）フットボールセンター整備に係る人工芝の工事時期について 

資料１ 
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令和２年度２月一般会計補正予算説明書（教育委員会関係） 
 
 
１ 歳入の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

 
15 款 国庫支出金 
 
18 款 寄附金 
 
 
21 款 諸収入 
 
 
22 款 市債 
 

 

６９２,８５４ 

 

１０,０００ 

 

 

４８,０００ 

６０,０００ 

 

６８３,８００ 

１３４,５００ 

 

 

地方創生拠点整備交付金 

 

まち・ひと・しごと創生寄附金 

（信金中央金庫からの寄附） 

 

スポーツ振興くじ助成金 

ＪＦＡサッカー施設整備助成金 

 

保健体育施設整備事業債 

合併特例事業債（保健体育事業整備分） 

 
 
２ 歳出の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

  
10 款 教育費 

フットボールセンタ

ー整備事業費 
 

 
 
 

１,６３５,３２３ 

 
 
 
フットボールセンター工事監理業務

委託及び整備工事 

 



令和３年３月射水市議会定例会会期日程（案） 

                                  会期１９日間 

３月 １日(月) 
午前１０時 本会議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 市長の提案理由の説明 

日程第４ 予算特別委員会の設置 

本会議終了後  全員協議会（報告事項説明） 

３月 ２日(火)   議案調査日 

３月 ３日(水)   議案調査日 

３月 ４日(木)   議案調査日 

３月 ５日(金) 午前１０時 本会議 
日程第１ 議案質疑 

日程第２ 代表質問 

３月 ６日(土)   休  会   

３月 ７日(日)   休  会 

３月 ８日(月) 午前１０時 本会議 
日程第１ 一般質問 

日程第２ 各議案の委員会付託 

３月 ９日(火) 
午前１０時  全員協議会 

全員協議会終了後 委員会 予算特別委員会（説明） 

３月１０日(水) 午前１０時 委員会 総務文教常任委員会 

３月１１日(木) 午前１０時 委員会 民生病院常任委員会 

３月１２日(金) 午前１０時 委員会 産業建設常任委員会 

３月１３日(土)   休  会 

３月１４日(日)   休  会   

３月１５日(月) 午前１０時 委員会 議会改革特別委員会 

３月１６日(火)   議案調査日 

３月１７日(水) 午前１０時 委員会 予算特別委員会 

３月１８日(木) 午前１０時 委員会 予算特別委員会 

３月１９日(金) 午後２時 本会議 

日程第１ 委員長報告（質疑、討論、採決） 

日程第２ 議会運営委員会及び各常任委員会の 

閉会中の継続審査 

 

招集告示：２月２２日（月）  午前１０時００分 議会運営委員会 

午後 １時３０分 全員協議会（議案説明） 

発言通告日  代表質問 ３月２日（火）午後１時  

                  一般質問 ３月３日（水）午後１時 

   ※ ３月１７日（水）１８日（木）の予算特別委員会の質問事前通告は３月１５日（月）午後１時 

資料　２
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令和２年度３月一般会計補正予算（案）説明書（教育委員会関係） 
 
 
１ 歳入の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

 
15 款 国庫支出金 
  学校保健特別対策事業費補

助金（小学校） 
  学校保健特別対策事業費補

助金（中学校） 
 
  学校施設環境改善交付金 
 
18 款 寄附金 

小学校事業寄附金 
  
22 款 市債 
  歌の森小学校整備事業債 
  小杉南中学校整備事業債 
  大門中学校整備事業債 
  合併特例事業債 
     〃 

 

 

８,０００ 

 

３,６００ 

 

 

６０,１８９ 

 

 

１００ 

 

 

△４８,７００ 

△７８,１００ 

△８３,３００ 

５８,０００ 

１２５,１００ 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策補助

金（感染症対策等の学校教育活動継続

支援事業） 

  

 

大門中学校整備費（長寿命化改良第

Ⅲ期工事等） 

 

株式会社メディカルケア 堀岡小学

校に対する指定寄附 

 

 合併特例事業債に振替 

 合併特例事業債に振替 

 合併特例事業債に振替 

 小学校事業整備分 

 中学校事業整備分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 
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２ 歳出の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

  
 2 款 総務費 
  布目庁舎費 
 
10 款 教育費 

学校図書館活動推進費 
 

  健康管理費（小） 
  健康管理費（中） 
 

スポーツ行事推進費 

 
 

△２,５９５ 
 
 

１００ 

 
１６,０００ 

７,２００ 

 

△７,８８６ 

 

 
 
別館空調設備更新実施設計業務委託 

 
 
寄附金による備品（図書）購入 

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】  
感染症対策・学習保障等支援事業 
感染症対策・学習保障等支援事業 
 
東京 2020 オリンピックセレブレー

ション会場設営業務委託 △７１０ 
東京 2020 オリンピック聖火リレー

負担金        △１,４９６ 
富山マラソン大会開催補助金 

△３,０００ 
 全国パークゴルフ大会 in射水開催補

助金             △９００ 
 元旦マラソン大会開催補助金 

△９８０ 
 全日本相撲個人体重別選手権大会開

催市補助金       △３００ 
 全国中学生ヨット選手権大会実行委

員会補助金       △５００ 
 

 



議案第  号 

動産の取得について 

射水市立小杉小学校スクールバスの購入について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０条）第３条

の規定により議会の議決を求める。 

記  

１ 名 称  射水市立小杉小学校スクールバス 

２ 数    量  １台 

３ 取 得 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約 

４ 取 得 価 格  ２７，５６０，７８６円 

           （うち消費税等 ２，５０５，５２６円） 

５ 契約の相手方  富山県富山市高木２０３４番地 

富山日野自動車株式会社 

 代表取締役  小林 誠 

 

 

  令和３年３月１日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

1

資料９



 

議案第  号 

 動産の取得について 
（説 明） 

 令和３年２月２日に条件付き一般競争入札に付した射水市立小杉小学校スクールバスの

購入について、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同法施行令第

１２１条の２第２項（別表第４）、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条）。 
 

名称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納 期 

射水市立小杉小学

校スクールバス 
１台 条件付き一

般競争入札

による契約 

27,560,786円 

（うち消費税等 

2,505,526円) 

富山県富山市高木２０３

４番地 

富山日野自動車株式会社 

 代表取締役 小林 誠 

令和3年 

3月31日 

 

 

 

2
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議案第１号 

射水市立学校管理規則の一部改正について 

 射水市立学校管理規則の一部を次のように改正する。 

  令和３年２月１７日 提  出 

射水市教育委員会     

教育長 長 井  忍   

 

射水市教育委員会規則第１号 

   射水市立学校管理規則の一部を改正する規則 

 射水市立学校管理規則（平成１７年射水市教育委員会規則第１０号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第３号中「８月３１日」を「８月２６日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

資料４  
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 議案第１号 

 射水市立学校管理規則の一部改正について 

 （説 明） 

 新学習指導要領の実施に伴う授業時間が増加する中で、夏季休業期間を短縮

し、きめ細かい指導の充実を図るとともに、教員の児童・生徒に寄り添う時間

を確保するため、所要の改正を行うもの。  

 

１ 改正内容 

 夏季休業期間を変更するため、学校管理規則を見直すもの。 

  

２ 施行期日 

  令和３年４月１日 
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射水市立学校管理規則(平成17年射水市教育委員会規則第10号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

略 
(休業日) 

略 
(休業日) 

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。 
(1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日 
(2) 日曜日及び土曜日 
(3) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで 

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。 
(1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日 
(2) 日曜日及び土曜日 
(3) 夏季休業日 7月25日から8月26日まで 

以下 略 以下 略 
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議案第２号 

射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱の一部改正 

について 

 射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱の一部を次のように改

正する。 

  令和３年２月１７日 提  出 

射水市教育委員会      

教育長 長 井  忍    

 

射水市教育委員会告示第１号 

射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱の一部改正 

について 

射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱（平成１８年射水市教育

委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   射水市教育施設指定管理者候補者選定委員会設置要綱 

 第１条中「指定管理候補者」を「指定管理者候補者」に、「射水市教育施設

指定管理候補者選定委員会」を「射水市教育施設指定管理者候補者選定委員会」

に改める。 

第２条第１号中「について、別に定める審査基準に基づき審査すること」を

「の提案内容について検討すること」に改め、同条第２号を次のように改める。 

⑵ 申請者について、別に定める審査基準に基づき採点すること。 

資料５  
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第２条第３号中「指定管理候補者」を「指定管理者候補者」に改める。 

第３条第１項中「指定管理候補者」を「指定管理者候補者」に改め、同条第

２項中「６人」の次に「以内」を、「３人」の次に「以上」を加える。 

第５条第３項中「委員会を代表し、会務を総理する」を「会議を進行する」

に改める。 

第６条第１項中「委員長が招集し、その議長となる」を「教育委員会が招集

する」に改める。 

第９条中「委員長」を「教育委員会」に改める。 

附則第２項を削る。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第２号 

射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱の一部改正について 

（説 明） 

指定管理者候補者選定委員会の定数を一律に定めるため、所要の改正を行う

もの。 

 

１ 改正内容 

指定管理者候補者選定委員会の定数を一律に定めるもの。 

 

２ 施行期日 

 令和３年４月１日 
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射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱(平成18年射水市教育委員会告示第5号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○射水市教育施設指定管理候補者選定委員会設置要綱 ○射水市教育施設指定管理者候補者選定委員会設置要

綱 

平成18年4月25日 平成18年4月25日 

教育委員会告示第5号 教育委員会告示第5号 

改正 平成25年4月25日教委告示第2号 改正 平成25年4月25日教委告示第2号 

(設置) (設置) 

第1条 射水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)
が所管する公の施設について、射水市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18
年射水市条例第3号。以下「条例」という。)第4条及

び第5条に規定する指定管理候補者の選定を行うた

め、射水市教育施設指定管理候補者選定委員会(以下

「委員会」という。)を設置する。 

第1条 射水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)
が所管する公の施設について、射水市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18
年射水市条例第3号。以下「条例」という。)第4条及

び第5条に規定する指定管理者候補者の選定を行う

ため、射水市教育施設指定管理者候補者選定委員会

(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事項) (所掌事項) 

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

(1) 条例第3条の規定に基づき指定管理者の指定の

申請をした者(以下「申請者」という。)について、

別に定める審査基準に基づき審査すること。 

(1) 条例第3条の規定に基づき指定管理者の指定の

申請をした者(以下「申請者」という。)の提案内容

について検討すること。 

(2) 指定管理候補者を選定し、その結果を教育委員

会に報告すること。 
(2) 申請者について、別に定める審査基準に基づき

採点すること。 

(3) その他指定管理候補者の選定に関し必要な事項 (3) その他指定管理者候補者の選定に関し必要な事

項 

(組織) (組織) 

第3条 委員会は、指定管理候補者の選定について識見

を有する者(申請者と利害関係を有しない者に限る。

以下「有識者」という。)並びに市及び教育委員会の

職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員

をもって組織する。 

第3条 委員会は、指定管理者候補者の選定について識

見を有する者(申請者と利害関係を有しない者に限

る。以下「有識者」という。)並びに市及び教育委員

会の職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する

委員をもって組織する。 

2 委員の定数は6人とし、そのうち3人を有識者とす

る。 
2 委員の定数は6人以内とし、そのうち3人以上を有識

者とする。 

(委員の任期) (委員の任期) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

(委員長及び副委員長) (委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により定める。 2 委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 委員長は、会議を進行する。 
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4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある

とき又は欠けたときは、その職務を代理する。 
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある

とき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) (会議) 

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と

なる。 
第6条 委員会の会議は、教育委員会が招集する。 

2 委員会の会議は、非公開とする。 2 委員会の会議は、非公開とする。 

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出

席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出

席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

(秘密の保持) (秘密の保持) 

第7条 （略） 第7条 （略） 

(庶務) (庶務) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

(その他) (その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に

関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に

関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 附 則 

1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。 1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。 

2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわら

ず、教育委員会が招集する。 
（削除） 

附 則(平成25年4月25日教委告示第2号) 附 則(平成25年4月25日教委告示第2号) 

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日
から適用する。 

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日
から適用する。 

 附 則(令和3年 月 日教委告示第 号) 

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。 
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