
 

 

第８３７回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 3年 11月 19日（金） 

                                                      午後 3時 30分～ 

                      ところ：小浜市役所 4階 401会議室 

 

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８３６回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第１４号 諸般の報告 R3.10.15～R3.11.18 

         行 事 予 定 R3.11.19～R3.12.31 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

報告第１５号 小浜市教育委員会の事務の管理および執行状況の点検・評価について 

        （報告書は別冊）                (P5） 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 

３．議 案 

議案第２７号  令和３年度１２月補正予算の要求について   （P6～P7） 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 議案第２８号  小浜市学校教育応援基金設置条例の制定について（P8～P11） 

                   【教育総務課】 

 議案第２９号  令和４年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会委員の推薦について                     

（P12～P15） 

【教育総務課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 



 （１０月１５日 ～ １１月１８日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

10月15日（金） 庁内 【第836回定例教育委員会】 教育長・全委員

10月20日（水） 嶺南教育事務所 第３回、第４回嶺南地区教育長会 教育長

11月3日（水） 文化会館 小浜市表彰式・小浜市文化奨励賞表彰式
市長・教育長
山崎職務代理者

11月12日（金） 庁内 嶺南地区教育長会　先進地リモート視察研修 教育長

11月15日（月） 県国際交流会館 第５回市町教育長会議 教育長

11月18日（木） 庁内 令和３年度市町村教育委員会オンライン協議会
上田委員・村上委員
桂田委員

諸　般　の　報　告
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 （１１月１９日 ～ １２月３１日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

11月19日（金） 庁内 【第837回定例教育委員会】 教育長・全委員

11月24日（水） 庁内 学校教育に対する寄附受入および感謝状贈呈式 教育長

11月24日（水） 庁内 嶺南地区教育長会　オンライン視察研修 教育長

11月30日（火） 議場 【小浜市議会12月定例会開会】　※会期12月20日まで21日間 教育長他職員

12月16日（木） 嶺南教育事務所 第５回嶺南地区教育長会 教育長

12月17日（金） 庁内 【第838回定例教育委員会】 教育長・全委員

12月20日（月） 嶺南教育事務所 第６回嶺南地区教育長会 教育長

12月20日（月） 議場 【小浜市議会12月定例会閉会】 教育長他職員

行　事　予　定
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 （１０月１５日 ～ １１月１８日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

10月24日（日） 今富公民館
第2回 小浜市成人大学講座
　　　「体力テストで自分の体について知ろう！」
　　　　 　～健康維持は体力づくりから～

課員

11月11日(木)
～12日(金）

フェニックスプラ
ザほか

第43回全国公民館研究集会
第56回東海北陸公民館大会福井大会
第70回福井県公民館大会

課長・課員

11月13日（土） 働く婦人の家 小浜市短歌大会 教育長

11月14日（日）
敦賀市

周回コース
第66回　嶺南駅伝競走大会 課長・課員

諸　般　の　報　告
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 （１１月１９日 ～ １２月３1日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

11月25日（木） 今富公民館 令和3年度　市町社会教育委員　リーダー研修会 教育長・課員

11月26日（金）
庁舎３F

３０２会議室
令和3年度　小浜市公民館運営審議会 委員長会議

教育長・部長
課長・課員

11月28日（日） 中央公民館
家庭教育講演会（第３回成人大学講座）
「知りたい！幼児期に求められる食育ってどういうもの？」

課員

11月28日（日）
文化会館

市民体育館
令和3年度　福井県スポーツ推進委員研修会 教育長・課員

11月28日（日） 旭座 第14回ちりとてちん杯全国女性落語大会 教育長・部長・課長

12月12日（日） 文化会館 第28回若狭小浜第九演奏会 教育長・部長・課長

12月22日（水）
庁舎３F

３０２会議室
令和3年度全国高等学校総合体育大会
ウエイトリフティング競技委員会総会

教育長・部長
課長・課員

行　事　予　定
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報告第１５号 

 

 

   小浜市教育委員会の事務の管理および執行状況の点検・評価について 

 

 

 別添資料のとおり、令和３年度（令和２年度分）小浜市教育委員会の事務の

管理および執行状況の点検・評価について報告します。 

 

 

・令和３年度小浜市教育委員会評価委員会 

 日  時  令和３年１０月２９日（金）１３時３０分～１６時００分 

 場  所  小浜市役所 ４階 ４０１会議室 

 評価委員  委員長 井上 武史（東洋大学経済学部総合政策学科 教授） 

       副委員長 森田 崇（元西津小学校校長） 

       委 員 池田 誠子（小浜市連合婦人会会長） 

 

 

 【報告書】・・・別冊資料のとおり 
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議案第２７号 

 

 

   令和３年度１２月補正予算の要求について 

 

 

 

 令和３年度１２月補正予算の要求について意見を求める。 

 

 

  令和３年１１月１９日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪田 光宏 

 



※人件費の補正は除く

【教育総務課】 （単位：千円）

新規の別 事業名 予算額 事業の内容

教育支援体制整備事業 2,721

　コロナ禍における感染症対策としてオンライン学習等を実施
するために必要な機器購入費の増額補正

　・学校間等Ｗｅｂ会議用カメラ　28千円
　　　小中学校（11校）に各１台設置
　・児童生徒オンライン学習用Ｗｅｂカメラセット　1,109千円
　　　小中学校全学級（112学級）に各１セット設置
　　　※セット内容　Ｗｅｂカメラ、カメラ用三脚、延長ケーブル
　・児童生徒用タブレット家庭学習用充電器　1,584千円
　　　貸与用充電器400台

〇 小浜市学校教育応援基金積立金 1,000
　学校教育の振興に対する寄附金を基金に積み立てるための
積立金の増額補正

小中学校教育活動支援補助金 △ 3,395
　１０月末現在において計画どおり修学旅行が実施できたこと
に伴う、修学旅行費キャンセル料相当額の補助金の減額補
正。

小学校施設維持補修費 536

　消防設備の法定点検において指摘された改善事項等の修
繕に必要な修繕費の増額補正

　・口名田小消火栓取替、今富小誘導灯取替ほか修繕

中学校施設維持補修費 111

　消防設備の法定点検において指摘された改善事項等の修
繕に必要な修繕費の増額補正

　・小浜中感知器取替、小浜第二中消火器取替修繕

中学校施設改修事業 1,704
　小浜第二中学校給食室消毒保管庫更新費の増額補正

　・小浜第二中学校消毒保管庫更新・移設工事費　1,704千円

【生涯学習スポーツ課】 （単位：千円）

新規の別 事業名 予算額 事業の内容

市営体育施設管理事業 3,623
・市営体育施設トイレ手洗い自動水栓化修繕　　1,831千円
・小浜市武道館トイレ改修工事洋式化改修工　　1,792千円

※市営体育施設管理事業

　市営体育施設指定管理料伴う
　債務負担行為要求

197,715
期         間  管令和4年4月1日～令和9年3月31日 5年間
指定管理料　　年額39,543千円×5か年＝197,715千円
管理候補者　　㈱オーイング・㈱アイビックス共同企業体

〇 文化会館設備強化事業 6,840
・トイレ手洗い自動水栓化（１９か所）　　　　　　 　1,200千円
・空調設備工事（１階楽屋2か所、４階大・中会議室）　  5,126千円
・サーモカメラ（１台）　他　　　　　　　　　　　　　　  　514千円

令和３年度１２月補正予算の概要
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 議案第２８号 

 

小浜市学校教育応援基金条例の制定について 

 

小浜市学校教育応援基金条例の制定について意見を求める。 

 

  令和３年１１月１９日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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 小浜市学校教育応援基金条例 

 

（設置） 

第１条 小浜市の未来を担う子どもたちの学びを支援する一般寄附等で、学校

教育の振興に資する事業を推進するため、小浜市学校教育応援基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、学校教育の振興のために寄せられた寄附

金およびその他の収入をもって充て、毎年度予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、その全部または

一部を処分することができる。 

（１）児童生徒の人材育成事業 

 （２）小学校および中学校の教材整備事業 

 （３）学校教育環境向上のための施設および設備整備事業 

 （４）前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成する事業 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 内 容 要 点 
 

小浜市学校教育応援基金条例の制定について 
 
１）提案理由 

小中学校児童生徒の人材育成、教材整備ならびに教育環境向上のための施設および設備の整備に対する寄
附等の支援を受け入れるため新たに基金を設置するもの。 
 

２）内容 

(設置) 

第 1 条 小浜市の未来を担う子どもたちの学びを支援する一般寄附等で、学校教育の振興に資す

る事業を推進するため、小浜市学校教育応援基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、学校教育の振興のために寄せられた寄附金およびその他の

収入をもって充て、毎年度予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するも

のとする。 

（処分） 

第５条 基金は、次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分すること

ができる。 

 （１）児童生徒の人材育成事業 
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 （２）小学校および中学校の教材整備事業 

 （３）学校教育環境向上のための施設および設備整備事業 

 （４）前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成する事業 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 
３）附則 
  施行日／公布の日 
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議案第２９号 

 

 

   令和４年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会委員の推薦 

について 

 

 

 令和４年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会委員の推薦を求める。 

 

 

  令和３年１１月１９日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪田 光宏 
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小浜市奨学資金貸付基金条例施行規則（抜粋） 

 

昭和６２年３月３０日規則第４号 

 

第１条～第２０条 （略） 

 （選考委員会の設置） 

第２１条 奨学生の選考および返還免除の審査のため、小浜市奨学資金貸付選 

 考委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２２条 選考委員会の定数は８人とし、次に掲げる者のうちから市長が任命 

 した委員をもって組織する。 

 (1) 市議会議員 １人 

 (2) 市教育委員会教育長職務代理者 １人 

 (3) 市教育委員会委員 １人 

 (4) 中学校長代表 １人 

 (5) 高等学校長代表 １人 

 (6) 民生委員 １人 

 (7) 社会福祉協議会委員 １人 

 (8) 市教育委員会事務局職員 １人 

２ 委員は、第２１条の奨学生の選考および返還免除の審査が終了したときは、 

 解任されるものとする。 

 （委員長） 

第２３条 選考委員会に委員長を置き、委員長は、市教育委員会教育長職務代 

 理者があたり、選考委員会の会議を主宰する。 

 （会議） 

第２４条 選考委員会の議事は、委員の過半数をもってこれを決し、可否同数 

 の場合は、委員長の決するところによる。 

 （実施細目） 

第２５条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が教育委員会に諮ってこ 

 れを定める。 
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令和３年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会委員（参考） 

 

 役職名 氏名 備考 

委員 
小浜市議会議員代表 

（産業教育常任委員長） 
熊 谷 久 恵  

〃 
小浜市教育委員会委員代表 

（教育長職務代理者） 
山 﨑 正 博  

〃 
小浜市教育委員会委員代表 

（教育委員） 
村 上 郁 子  

〃 
高等学校長代表 

（若狭東高等学校長） 
滝  民 恵  

〃 
中学校長代表 

（小浜第中学校長） 
山 名  聡  

〃 
小浜市民生委員協議会連合会

代表（理事） 
岩 田 順 子  

〃 
小浜市社会福祉協議会 

委員代表（理事） 
芝   美代子  

〃 
小浜市教育委員会事務局職員

（教育部長） 
檀 野 清 隆  
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浜教総  第１４５６号                    

令和３年１０月２２日 

 

 小浜市教育委員会  

   教育長  窪田  光宏   様  

 

 小浜市教育委員会  

  

 

    令和４年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会  

    委員の推薦について（依頼）  

 

 日頃は、小浜市教育行政各般にわたり、格別のご指導とご鞭

撻を賜り厚くお礼申し上げます。  

 さて、小浜市では学業成績・人物・健康いずれもきわめて優

れているにもかかわらず、経済的理由により修学が困難なた

め、本人の進学に支障を生ずるものと認められる人に対して、

奨学資金を貸し付けています。  

 つきましては、奨学生の選考審査のため、小浜市奨学資金貸

付基金条例施行規則第２１条および第２２条に基づき、小浜市

教育委員会から１人の委員をご推薦賜りたくお願い申し上げま

す。  

 なお、本市では、女性の参画率４０％を目標にしております

ので、積極的な女性の選任をお願いします。  

 

               記  

 

１  推 薦 書 添付書にて  

 

２  提出締切日 令和３年１２月２２日（水）  

 

３  提 出 先 教育総務課  

 

※ご推薦のあった委員に後日開催通知をお送りしますが、現在

のところ選考委員会の開催日を３月中旬から下旬に予定して

おります。  

㊢ 


