
 

 

第８４９回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 4年 11月 18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８４８回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第１３号 諸般の報告 R4.10.13～R4.11.17 

         行 事 予 定 R4.11.18～R4.12.31 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

報告第１４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】 

報告第１５号  令和４年度１１月補正予算の要求について   （P6～P7） 

【教育総務課】 

 

 

３．議 案 

議案第１９号  令和４年度１２月補正予算の要求について   （P8～P9） 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 議案第２０号  令和５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 

                   （P10～P12） 

【教育総務課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 

 



 

 

 



 （１０月１３日 ～１１月１７日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

10月13日（木） 庁内 【第848回定例教育委員会】
教育長・全委員、職
員

10月17日（月） 福井大学 嶺南地域学Ａ講演 教育長

10月19日（水）
　  20日（木）

坂井市 令和４年度第２６回福井県市町教育長研修会 教育長

10月24日（月） 庁内 教育委員会評価委員会 職員

10月28日（金） 嶺南教育事務所 嶺南地区教育長会議 教育長

10月28日（金）
小浜小学校
小浜中学校

「授業力アップ」研究発表会 教育長・全委員

11月3日（木） 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・全委
員、職員

11月7日（月） 嶺南教育事務所 嶺南教育プログラム準備委員会 教育長、職員

11月14日（月） 庁内 学校教育への寄附に対する感謝状贈呈式 市長・教育長、職員

11月14日（月） 嶺南教育事務所 嶺南ふるさと学習研修会 教育長

諸　般　の　報　告
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 （１１月１８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18日（金） 庁内 【第849回定例教育委員会】
教育長・全委員、職
員

11月21日（月） 県庁 第７回市町教育長会議 教育長

11月28日（月） 議場 【小浜市議会12月定例会開会】　※会期12月19日まで22日間 教育長、職員

11月28日（月） 庁内 いじめ等問題行動対策委員会
教育長、山﨑職務代
理者、職員

12月13日（火）
　  14日（水）

議場 【小浜市議会12月定例会　一般質問】 教育長、職員

12月16日（金） 庁内 【第850回定例教育委員会】
教育長・全委員、職
員

12月19日（月） 議場 【小浜市議会12月定例会閉会】 教育長、職員

12月23日（金） 兵庫県神戸市 令和４年度市町村教育長研究協議会 教育長

行　事　予　定
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 （１０月１３日 ～１１月１７日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

10月19日（水） 庁内 小浜市卓球協会文部科学大臣表彰報告 市長、教育長

10月25日（火） 庁内 日本スポーツマスターズ委員長表敬訪問 教育長、職員

10月29日（土） 今富公民館
令和４年度第３回成人大学講座
「はつらつとした毎日を送るためにできること」
　～自分の体を知ることから始まる健康づくり～

職員

11月 3日（木） 文化会館 芸能大会（小浜市総合文化祭） 職員

11月 6日（日） 旭座 第16回旭座上方落語会 職員

11月13日（日） 文化会館 小浜市短歌大会（小浜市総合文化祭） 教育長、職員

11月13日（日）
敦賀市総合

運動公園ほか
第67回嶺南駅伝競走大会（主催：嶺南市町・各スポーツ協会） 職員

諸　般　の　報　告
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 （１１月１８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23日（水）
小浜市

総合運動場
第69回小浜市駅伝競走大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

11月25日（金）
庁舎4F

大会議室東側
小浜市ＰＴＡ連合会との意見交換会 教育長、職員

11月26日（土） 中央公民館
第4回 小浜市成人大学講座・家庭教育講演会
　　　「大きな〇（まる）の子育て～自己肯定感を高める～」

職員

11月下旬 庁内 第2回小浜市部活動の地域移行に関する検討委員会 教育長、職員

11月下旬 庁内 OBAMA若狭マラソン大会第1回運営委員会
副市長、教育長、
職員

12月3日（土） 中央公民館 令和4年度　嶺南ブロック社会教育委員研修会 教育長、職員

12月3日（土）～
4日（日）

小浜市民体育館 地区対抗バスケットボール大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

12月11日（日） 文化会館 第29回若狭小浜第九演奏会 教育長、職員

行　事　予　定
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報告第１４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４年度（令和３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４年度小浜市教育委員会評価委員会 

 日  時  令和４年１０月２４日（月）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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報告第１５号 

 

 

   令和４年度１１月補正予算の要求について 

 

 

 令和４年度１１月補正予算の要求を別紙のとおり専決処分したことについて

承認を求める。 

 

 

  令和４年１１月１８日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪田 光宏 

 



【教育総務課】 （単位：千円）

新規の別 事業名 予算額 事業の内容

新 物価高騰対策学校給食費緊急支援事業 3,000

　物価高騰に伴う給食食材費の値上げが、各学校の給食会計に
影響することを抑えるため、今年度下半期の物価高騰相当費用
を支援する。
　物価高騰相当費用　１食当たり12円
　　高騰が顕著な食品
　　　食用油脂約4円、給食用牛乳約4円、魚のすり身約6円
　12円×100回（10月～3月の給食回数）×2,500食＝3,000,000円

令和４年度１１月補正予算の概要
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議案第１９号 

 

 

   令和４年度１２月補正予算の要求について 

 

 

 

 令和４年度１２月補正予算の要求について意見を求める。 

 

 

  令和４年１１月１８日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪田 光宏 

 



【教育総務課】 （単位：千円）

新規の別 事業名 予算額 事業の内容

小学校施設維持補修費 7,458

　小学校施設の安全確保等のために修繕する必要がある施設補
修経費の増額補正
・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
　　1,088千円
　　修繕内容の主なもの
　　　防火シャッター交換、防火扉開閉調整、感知器の取り替え等
　　　修繕対象校：小浜、雲浜、西津、今富、口名田、加斗小学校
・校内放送設備の修繕
　　3,777千円
　　今富小学校、中名田小学校校内放送設備の修繕
・その他学校施設の修繕
　　2,593千円
　　プールフェンス修繕、特別教室机天板修繕等
　　修繕対象校：雲浜、西津、今富、口名田、中名田、加斗小学校

中学校施設維持補修費 4,469

　中学校施設の安全確保等のために修繕する必要がある施設補
修経費の増額補正
・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
　　　127千円
　　修繕内容の主なもの
　　　防火扉開閉調整、感知器の取り替え等
　　　修繕対象校：小浜中学校
・校内放送設備の修繕
　　2,196千円
　　小浜中学校校内放送設備の修繕
・防犯設備の修繕
　　　451千円
　　小浜第二中学校体育館渡り廊下シャッター修繕
・その他学校施設の修繕
　　1,695千円
　　給食室冷凍冷蔵庫取替修繕、自転車置き場屋根一部修繕等
　　修繕対象校：小浜、小浜第二中学校

【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

公民館施設維持補修費 958
公民館の老朽化等により破損している箇所の緊急修繕
・小浜公民館高圧ケーブル交換他修繕

令和４年度１２月補正予算の概要
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議案第２０号 

 

 

   令和５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５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４年１１月１８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４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） 
牧 岡 輝 雄  

〃 
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 

（若狭高等学校長） 
中 森 一 郎  

〃 
中学校長代表 

（小浜第二中学校長） 
加 福 秀 樹  

〃 
小浜市民生委員協議会連合会

（理事） 
岩 田 順 子  

〃 
小浜市社会福祉協議会 

（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 １ ４ ５ ６ 号 

                    令和４年１０月２４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５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４年１２月２１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。  

 


