
射水市教育委員会３月定例会次第 

 

日 時 令和３年３月２９日（月） 

午後２時００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）令和３年３月市議会の開催状況について（教育委員会関係）        資料１ 

（２）射水市教育委員会の管理職等人事異動について           資料２ 

（３）令和２年度末射水市立学校長・教頭の異動内申について       資料３ 

 

３ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）令和２年度教育センター事業について（教育センター）        資料４ 

（２）あったか家族イメージソング活用事業ついて（生涯学習・スポーツ課）  資料５ 

（３）令和２年度射水市文化財審議会について（生涯学習・スポーツ課）    資料６ 

（４）令和３年度 小・中学校児童生徒見込数について（学校教育課）   資料７ 

（５）令和３年度 学校三師の委嘱について（学校教育課）        資料８ 

（６）令和３年射水市成人式（延期開催）の実施について         資料９ 

（７）教育委員会行事予定                       資料 10 

 

４ その他 

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

 ４月定例会 ４月２３日（金） 午後４時から 本庁舎会議室３０２ 
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令和３年３月市議会の開催状況について（教育委員会関係） 

 

１ 教育委員会関係議案等  

 議案第 ２号  令和３年度射水市一般会計予算 

         （教育委員会関係予算） 

 議案第 ９号  令和２年度射水市一般会計補正予算（第１２号） 

          （寄附金による図書購入、感染症対策・学習保障等支援事業（小・中）等） 

議案第３１号  動産の取得について 

 

２ 代表質問、一般質問（教育委員会関係）（※発言順） 

（１）代表質問  ３月 ５日（金） 

〇 竹内美津子 議員（自民党新政会） 

 １ SDGs 持続可能な開発目標について 

 (1) 学校教育への反映について 

 ２ 小・中学校におけるいじめ、不登校等の現状と対策について 

   (1) いじめ、不登校等の現状について 

  (2) 匿名での報告アプリ「STOPit」の導入について 

 ３ 文化行政について 

  (1) 放生津八幡宮祭の曳山・築山行事の国重要無形民俗文化財指定について 

   

〇 伊勢 司 議員（自民議員会） 

１ 放生津八幡宮秋季例大祭の重要無形民俗文化財指定について 

 (1) 今までと国の文化財となった違いについて 

 (2) 観光や教育への活用について 

 (3) お祝い式典等、今後の予定について 

２ 成人式について 

 (1) ５月４日の選定理由について 

 (2) 開催方法について 

 

（２）一般質問 ３月８日（月） 

  〇 小島啓子 議員 

   １ 教育相談・支援体制の充実について 

    (1) 小・中学校家庭教育専門支援員配置について 

   

  〇 高畑吉成 議員 

   １ 令和３年度の小中学校の運営について 

    (1) 運動会や学習発表会等の学校行事について 

    (2) 夏季休業期間の短縮について 

    (3) 大雪等での休校の判断基準について 

資料１ 
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    (4) タブレットの活用について 

    (5) 不登校児の校外施設等での活動に対する出席扱いについて 

   

  〇 吉野省三 議員 

   １ 公立小学校における３５人学級の導入について 

    (1) 公立小学校の３６人以上の学級数及び割合、並びに学校数について 

    (2) 全学年を３５人学級以下にするために必要な教員及び教室の増加数と 

その整備計画について 

    (3)「加配定数」の考えや配置への影響について 

   ２ 小中学校のバリアフリー化について 

    (1) 移動に配慮が必要な児童・生徒並びに教職員が在籍する学校について 

    (2) 文部科学省が策定した目標数値に達していない項目について 

   

  〇 奈田安弘 議員 

   １ GIGAスクール構想における小・中学校へのデジタル教科書の導入について 

    (1) 導入に係る国の方針について 

    (2) 導入に係る市の見解について 

  

  

３ 総務文教常任委員会  ３月１０日（水） 

付託案件 

（１）議案第３１号 動産の取得について（小杉小学校スクールバス） 

報告事項 

（１）射水市立学校管理規則の一部改正について 

（２）成年年齢引下げに伴う成人式の在り方について 

 

 

４ 予算特別委員会    ３月１７日（水）・１８日（木）（※発言順） 

  〇 瀧田 孝吉 委員 

   １ 感染症対策・学習保障等支援事業について 

 

  〇 高畑 吉成 委員 

   １ スポーツの活用について 

    (1) 全国規模の大会等を活用した地域活性化について 

(2) アランマーレを応援する取り組みについて 

       

５ 本会議        ３月１９日（金） 

  同意第１号  教育長の任命について 











あったか家族イメージソング活用事業について（寄附事業） 

 
  昨年度制作したイメージソングについては、市内小中学校や応援隊にＣＤを配布

し活用をお願いしたり、市庁舎で毎月２５日の“あったか家族の日”や毎週水曜日の
リフレッシュデーの終業時に流したりしている外、Twitter で配信するなど周知を
図っている。 

今年度は更なる活用につなげるため、ミュージックビデオを制作した。 

１ 事業予算 

   昨年に続き、新湊信用金庫が応援事業の一環として販売された「あったか家
族応援定期」の預金総額の一部３０万円を市教育委員会へ寄附された。 

２ 実施内容 

   平成３０年度実施の射水青年会議所による「あったか家族応援標語ショート
ムービー制作」事業において、作品の撮影・編集を担当された坂本欣弘映画監督
に依頼し、あったか家族応援隊リーダーの射水青年会議所の出演により撮影し
た。完成作品については、本市専属記者Ｖチューバ―いみず雫とコラボした動画
に仕上げ、YouTube や Twitter 等で配信し周知啓発を図る。 

資料５ 



 

                                 生涯学習・スポーツ課 
 

Ⅰ 開会日時  令和３年２月１８日 (木)  午前１０時から正午まで 
Ⅱ 会議場所  庁舎会議室４０１ 
Ⅲ 出 席 者  [委 員] 米原委員、水岡委員、鈴木委員、久々委員、城岡委員、 

島添委員 （欠席委員１名） 
[事務局] 長井教育長、宮本副参事、田中文化財係長、原田主査、 

金三津主査、松山主査（新湊博物館） 

Ⅳ 会議概要 

１．開会 教育長あいさつ 
２．議題(１)「大門神社・枇杷首神社秋季祭礼曳山車 枇杷首曳山車」の現状変更について 

      申請のあった曳山車１件の現状変更については、交換した部品及び修理等の経緯を示 
す関係書類を永年保存することの条件を付して承認した。 

３．報告(１)「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」の国重要無形民俗文化財指定について 

(２)「重要文化財石黒信由関係資料保存活用計画」について 
４．閉会 

 
【質疑・発言】 

  議題(１)「大門神社・枇杷首神社秋季祭礼曳山車 枇杷首曳山車」の現状変更について 
［事務局］ 現状変更行為の内容は、長手及び長手繋ぎ材の新調である。 

[委 員] 大正 4年(1915)から106年間、修理なく持ち続けたことが驚きである。今回 

    の現状変更は、今後の長期間にわたる使用に耐えうるものであり、目視で分か 

    らない部分は解体・調整、また現状に戻すという、形状変更を最小限におさえ 

    る修理仕様で良いと思う。 

[委 員] 金属補強材を使用せず文化財を保存していく修理は、適切である。 

［事務局］ 修理には本漆塗り工程がないので、１０月の祭りには間に合う。 

 

  報告(１)「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」の国重要無形民俗文化財指定について 
[委 員] 射水市内はもとより、富山県としてもとても嬉しい話題である。国重要無 

形民俗文化財ということは、曳山・築山単体ではなく、行事としての全体の 

仕組みや山町の曳山に取組む姿勢も評価されたということで、今後も保存継 

承に取り組んでいただきたい。また、子供たちへの教育にも活かして欲しい。 
 

    報告(２)「重要文化財石黒信由関係資料保存活用計画」について 
[委 員] 石黒信由の知名度がまだ低いので、博物館ＰＲを含め効果的にして欲しい。 

   [委 員] 全体に合理的に整理されており、内容も適切である。今後、関係者・関係機 

関への周知が必要である。 

令和２年度 第１回射水市文化財審議会 会議概要 
資料６ 









令和３年射水市成人式（延期開催）の実施について 

１ 目 的 
 新成人の新しい門出を祝福するとともに、社会人として自ら生き抜いていくことへの
自覚を促すよう激励する。令和３年１月に開催を予定していた成人式を大雪のため延期
としたもの。 

２ 日 時 
令和３年 5 月４日（火・祝日）２部制 

○午前の部 午前１０時～ 
        対象：市東部地区 

射北中学校区、小杉中学校区、小杉南中学校区にお住まいの方 

○午後の部 午後２時～ 
        対象：市西部地区 
           新湊中学校区、新湊南部中学校区、大門中学校区にお住まいの方 

３ 会 場 
高周波文化ホール 
○式典会場 大ホール ※新成人のみ入場可 

 ○観覧会場 小ホール及びクロスベイ新湊２階ホールにおいて生中継 

４ 次 第 
  式典（約２０分） 
  ・開式 
  ・国歌清聴 
  ・式辞〔市長〕 
  ・祝辞〔市議会議長〕 
  ・新成人誓いのことば 
  ・市民憲章朗読 
  ・閉式 

５ その他実施内容 
 (1) ケーブルテレビ及び YouTube によるライブ配信 

参加できない新成人や来場を控えられたご家族に式典の様子を伝えるため動画配信を行う。 
(2) ＡＲ活用アプリによるリアルタイム合成写真の撮影 
   参加できない新成人が、会場で記念撮影する新成人とＡＲアプリを活用してリアルタイムで一緒

に撮影し合成写真を作成するもの。 

(3) フォトアルバムの作成 
式当日の様子を含む写真データと、中学３年当時の先生からのメッセージを編集したフォトア

ルバムを作成し、後日新成人向けに限定配信するもの。 

資料９ 




