
 

 

第８５１回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 5年 1月 20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８５０回の承認 

 

 

２．報 告 

 報告第１号 小浜市教育委員会委員の任命について（P1） 

【教育総務課】 

 報告第２号 小浜市教育委員会教育長職務代理者の指名について（P2） 

【教育総務課】 

報告第３号 諸般の報告 R4.12.19～R5. 1.19 

        行 事 予 定 R5. 1.20～R5. 2.28 (P3～P6) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 

 

３．議 案 

議案第１号 小浜市教育委員会顕彰規則に基づく被表彰者の決定について（P7） 

【教育総務課】 

議案第２号 公立小浜病院組合教育委員会委員の推薦について（P16） 

【教育総務課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 
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報告第１号 

 

 

   小浜市教育委員会委員の任命について 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、令和

４年第５回（１２月）小浜市議会定例会において、下記の者を小浜市教育委員

会委員に任命することについて同意を得て、任命したので報告します。 

 

 

記 

 

 

小浜市教育委員会委員 

 氏  名  坂下 貴洋（さかした たかひろ） 

 住  所  福井県小浜市上田第２５号１１番地 

 生年月日  昭和６３年７月９日生 

 任  期  令和４年１２月２８日～令和８年１２月２７日（４年間） 

 

 

小浜市議会議決日 令和４年１２月１９日 
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報告第２号 

 

 

   小浜市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により、下

記の者を小浜市教育委員会教育長職務代理者に指名したので報告します。 

 

 

記 

 

 

小浜市教育委員会教育長職務代理者 

 氏  名  上田 俊彦（うえだ としひこ） 

 任  期  令和４年１２月２８日～令和８年１月３１日 

 

 

 

 



 （１２月１９日 ～１月１９日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

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19日（月） 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） 庁内 第２回総合教育会議事前協議
教育長・全委員、職
員

12月21日（水） 嶺南教育事務所 第６回嶺南地区教育長会 教育長

12月22日（木） 庁内 教育委員辞令交付式 教育長

12月22日（木） 庁内 第２回総合教育会議
教育長・全委員、職
員

12月23日（金） 兵庫県神戸市 令和５年度市町村教育長研究協議会 教育長

1月19日（木） 嶺南教育事務所 第７回嶺南地区教育長会 教育長

諸　般　の　報　告
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 （１月２０日 ～ ２月２８日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

1月20日（金） 庁内 【第851回定例教育委員会】
教育長・全委員、職
員

2月6日（月）
杉田玄白記念公
立小浜病院

公立小浜病院組合教育委員会 教育長

2月17日（金） 庁内 令和４年度小浜市教育委員会表彰式 教育長・全委員

2月17日（金） 庁内 【第852回定例教育委員会】 教育長・全委員

2月20日（月） 議場
【小浜市議会３月定例会　開会】（3.22まで　会期31日
間）

教育長他職員

行　事　予　定
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 （１２月１９日 ～１月１９日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

12月20日（火） 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21日（水） 庁内 第3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

 1月 8日（日） 文化会館 小浜市はたちのつどい２０２３ 市長、教育長、職員

 1月12日（木） 中央公民館 第20回「心あたたまる手紙」一次審査会

人権擁護委員
社会教育委員
青少年健全育成協議会役員

職員

 1月15日（日） 市民体育館 地区対抗バドミントン大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

諸　般　の　報　告
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 （１月２０日 ～ ２月２８日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

 1月21日（土） 市民体育館 小浜市スポーツ少年団合同体力テスト 職員

 1月22日（日） サン・サンホーム 第44回小浜市子ども会かるた大会 教育長・職員

 1月29日（日） 武道館 第55回小浜市柔道大会 教育長・職員

2月 4日（土） 働く婦人の家
令和4年度第6回成人大学講座
知っておきたい「食品表示」　食品表示の基礎知識
～表示を知って賢く選ぼう！～

課員

 2月5日（日） 市民体育館 地区対抗卓球大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

2月12日（日） 旭座
小浜市連合婦人会主催「婦人のつどい」
心あたたまる手紙表彰式・優秀作品発表
人権講演会　講師　若宮正子 氏（成人大学講座連携）

教育長・職員

 2月18日（土） 市民体育館 第9回市民スティックリング大会 職員

2月25日（土）
2月26日（日）

チャンネルО
番組放映

小浜市連合婦人会主催「婦人のつどいテレビ講演会」
人権講演会 講師　若宮正子　氏
　「私は創造的でありたい　～人生に「もう遅いはない」～」

行　事　予　定
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議案第１号 

 

 

   小浜市教育委員会顕彰規則に基づく被表彰者の決定について 

 

 

 小浜市教育委員会顕彰規則に基づく被表彰者を次のとおり決定したいので承

認を求める。 

 

 

  令和５年１月２０日 提出 

 

 

                小浜市教育委員会 

                教育長 窪 田  光 宏 

 

 

記 

 

 

【候補者】 

 

 (1) 名 称  口名田小学校５年生 

 (2) 名 称  山下 徹 （現：若狭高校 教員） 
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小浜市教育委員会顕彰規則に基づく被表彰者  

候補者調書（第２条第２項関係）  

 

 ふ り が な くちなたしょうがっこう５ねんせい                      性別   

   男 ７名  

 児童・生徒名 口名田小学校５年生                女 ４名  

 

性質及び素行 

本校では、自分の住む地域に誇りと愛着を持つ子どもを育てるため、「ふる

さと学習の推進」に取り組んでいる。特に、総合的な学習の時間においては、

積極的に地域に足を運び、地域の「人・もの・こと」に触れる機会を得て、地

域理解につながる学習を展開してきた。 

５年生児童は、昨年度は、口名田の自然の現状を調べていく中で、校区を流

れる南川に着目して「ふるさと学習」を進めた。水質検査や生き物調査、ゴミ

調査などの客観的な観点から南川の美しさを学び、投網や鮎焼きの実食などの

体験活動から南川からの恩恵と地域の人々と南川の結びつきを実感した。そし

て、それらの体験を生かしてＣＭを制作し、南川の魅力を発信した。また、校

内学習発表会では、保護者や地域の人々に向けて、スライドや劇、クイズを交

えながら、口名田や南川の魅力、ふるさと（口名田）を愛する思いを伝えた。 

今年度は、「ふくいサーモン」を探究学習の核に据えた。出前授業で基礎知

識を学び、その美味しさを味わうために、一般的に市販されているトラウトサ

ーモンとの食べ比べを行った。そこで、ふくいサーモンの魅力を感じた児童は、

より深く学び魅力を県内外に伝えたいということになった。ふくいサーモンの

養殖に取り組んでいる漁業者や水産業者の方々から、具体的な取組と今後の展

開について学んだ後、「道の駅若狭おばま」や「若狭フィッシャーマンズ･ワ

ーフ」でのPR活動を行った。小浜からスタートしたふくいサーモンの学習は学

ぶにつれて、県全体で取り組んでいることを知り、小浜市役所里山里海課や福

井県農林水産部水産課の協力を得て、学びの場を県全体へと広げている。  

２年間の学習を通して、児童は、主体性を持って課題を発見・解決し、積極

的に発信する力やそのスキル（ＩＣＴ活用力）を身につけた。また、この学習

は、地域の人々の思いや協力、豊かな自然や伝統的な文化の上に成り立ってい

ることを実感し、地域の一員としての自覚をさらに高めている。 
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 学校名及び学年 小浜市立口名田小学校５学年  

    

 

功績の内容 

４月 ふるさとの魅力を広めることで価値を感じ、大切に守ってくれる人

を増やしたい」という願いを確認し、口名田地区から範囲を広げ、

小浜市の魅力あるものを調べ始める。 

５月 サントリーの「水育」の授業を受け、山と川、海のつながりについ

て知り、海と川をつなぐ「ふくいサーモン」を調べ学習のテーマに

することを決める。 

６月 小浜市内の飲食店で「ふくいサーモン」と一般的なサーモンの食べ

比べを行い、「ふくいサーモン」の美味しさを知る。小浜市役所里山

里海課の方に出前講座を実施していただき、ふくいサーモンの一生

について知る。また、「ふくいサーモン」は小浜市だけではなく、福

井県全体で取り組んでいるプロジェクトであることを知る。 

９月 小浜市宇久で実際に「ふくいサーモン」の養殖をされている方から

から、今までの養殖の取組について詳しく学び、海上にある養殖生

け簀の見学をする。 

１０月 福井中央魚市の方に出前講座を実施していただき、孵化から馴致ま

での流れを詳しく知る。 

１１月 「道の駅若狭おばま」「若狭フィッシャーマンズ・ワーフ」にて、県

内外の観光客に「ふくいサーモン」などの PR活動を実施する。 

１２月 「ふるさと福井の魅力 プレゼンテーション大会」でふるさと学習の

学びを発信する。宇久で「ふくいサーモン」の馴致を見学する。 

１月 「口名田小学校学習発表会」で地域に向けて発信予定。（1/27） 

２月 「福井ふるさと教育フェスタ」で発信予定。（2/4） 

４月 「ふくいサーモン」の水揚げを見学予定。 

 

【表彰歴】 

・令和３年度「ふるさと福井 CMコンテスト」奨励賞 

・令和４年度「ふるさと福井の魅力 プレゼンテーション大会」 

        最優秀賞「プレゼン大賞」 

優秀賞 「福井新聞社賞」 

審査員特別賞 

 

 

特に参考となるべき

事項 

・総合的な学習の時間を中心に据えたカリキュラム・マネジメントを組み、

前学年からのつながりを生かした単元配列を考え、展開している。 

・口名田地区や小浜市、福井県内の方々の協力を得ることで、専門的な学

習を展開し、より根拠のある学びと発信を目指している。 

・体験活動を中心に組み立て、ふるさとを愛する気持ちを高めている。 

・子どもたちの願いや探究心を受けた学習のスタートとゴールを設定し、

目的意識のある学習活動を展開している。 

・一人一台端末を有効的に活用することで、その技能を高めている。 

 

    

 推 薦 者 口名田小学校長 細野聖子  
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       小浜市教育委員会顕彰規則に基づく被表彰者  

        候補者調書（第２条第１項関係）       

 

   ふ り が な        やました とおる                    性別   

       

   氏 名          山下 徹 男  

    

 経 歴 平成 3年 4月 ～ 平成 5年 3月 小浜市社会教育委員 

平成21年 4月 ～ 現在       小浜市社会教育委員  

平成26年 4月 ～ 平成28年 3月 小浜市青少年健全育成協議会理事 

平成28年 4月 ～ 令和 4年 3月 小浜市社会教育委員の会議長 

 

    

  平成28年 福井県社会教育委員連絡協議会表彰  

  令和 4年 東海北陸社会教育委員協議会連合会表彰  

    

    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 職名又は所属名 小浜市社会教育委員  
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活 動 内 容 

及 び 

業 績 

 

山下氏は、平成3年4月から平成5年3月の2年間と、平成21年4月から

現在までの約13年間の合計約15年間に亘り、小浜市社会教育委員とし

て活動されております。その間、様々な社会教育の課題について研究

活動に取り組まれております。 

平成21年度は「今後の公民館のあり方」をテーマに取り組まれ、市

長へ提言書を提出されました。 

平成23年度から平成24年度は「青年、女性、高齢者等の活動」を、 

平成25年度からは「青年層と協働したまちづくりの在り方」をテーマ

に取り組まれ、平成27年度に市長へ提言書を提出されました。 

平成28年度からは、社会教育委員の会議長として、青年団活動の経

験を生かし「青年活動について」をテーマに、リーダーシップを持っ

て熱心に研究に取り組まれ、令和2年度には「青年層の地域参加」を、

令和2年度から令和3年度には「青年・中高生とまちづくりへのかかわ

り」をテーマに、教育委員会へ研究報告書を提出されました。 

令和4年度からは議長を退任されましたが、引き続き社会教育委員と

して積極的に活動に取り組まれております。 

 また、平成26年度から2年間は、社会教育委員の会代表として小浜市

青少年健全育成協議会の理事も務められる等、青少年の健全育成活動

についても取り組んでおられます。 

 以上のことから、社会教育への貢献は多大なものがあります。 

 

 

 

    

    

 そ の 他 特 記   

 す べ き 事 項   

    

    

 推 薦 者 生涯学習スポーツ課  

            

 



敬称略

年度   氏名・団体名 所属・出身等

　岡　正浩 　口名田小学校教諭

　梅崎　啓子 　　　　　〃

　槙本　美栄子 　第二中学校養護教諭

　八尾　正博 　小浜中学校事務職

　澤田　收 　少年少女合唱団団長

　野田　正彦 　市教育指導員

　大島　久男 　劇の会久須夜会長

　薮本　久美子 　小浜中学校生徒

　溝口　奈津子 　　　　　〃

　松宮　敦子 　第二中学校教諭

　濱坂　秀野 　　　　　〃

　村井　和子 　西津小学校事務職

　池端　ミサ子 　矢代小学校校務員

　植野　節治 　市剣道連盟会長

　木本　澄 　ｽﾎﾟ-ﾂ少年団連絡協議会会長

　小浜中学校第三学年 　小浜中学校生徒

　山田　隆子 　ふれあいスク－ル指導員

　芝　玲子 　県特殊教育ｾﾝﾀ-指導員

　吉岡　基太男 　市体育協会参与

　清水　孝 　体育指導委員会長

　大藤　茂治 　小浜中学校生徒

　上前　久子 　小浜小学校教諭

　桂田　美範 　加斗小学校教諭

　林　実果 　小浜中学校生徒

　森　喜太郎 　第二中学校教諭

　大野木　美和子 　国富小学校教諭

　市村　芳夫 　海洋少年団団長

　川代　友三 　市体育指導委員会会長

　石田　靖 　柔道整復師

ﾌﾚｯｼｭ上田推進委員会 　あすの福井県を創る協会

　中元　鉄男 　第二中学校教諭

　中川　宗幸 　小浜中学校教諭

　小堂　志郎 　国富小学校教諭

　田烏小学校第６学年 　田烏小学校児童

　小浜中学校生徒会 　小浜中学校生徒

　第二中学駅伝部男子 　小浜第二中学校生徒

　岩崎　好信 　中名田小学校教諭

　石倉　正規 　田烏小学校教諭

　岡　陽子 　小浜中学校教諭

平成９年度 　口名田環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊 　口名田小学校児童

　小浜第二中学第一学年部会 　第二中学校教諭

　寺下　岩夫 　人権教育講師団

　山本　邦雄 　人権教育講師団

　松永小学校第六学年 　松永小学校児童

平成４年度

平成７年度

平成６年度

教育委員会賞被表彰者一覧（平成元年度～令和３年度）       

平成３年度

平成元年度

平成２年度

平成５年度

平成10年度

平成８年度
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敬称略

年度   氏名・団体名 所属・出身等

教育委員会賞被表彰者一覧（平成元年度～令和３年度）       

平成11年度 　水口　敏昭 　体育指導委員会長

　菅原　泰一 　西津小学校教諭

　前田　彰子 　田烏小学校教諭

平成13年度 　森田　崇 　第二中学校教諭

　小坂　俊夫 　西津小学校教諭

　小浜市子ども会育成連合会

　小浜第二中学校女子駅伝チーム

　西津小学校ボランティア委員会

平成15年度 　浅見　忠明 　ふれあいスクール

　小林　俊一 　国分文化財愛護少年団会長

　窪田　光宏 　内外海小学校教諭

　下根来小学校

　西田　悠二 　子ども会

　田中　智恵子 　遠敷小学校教諭

平成18年度 　雲浜小学校

　入江　深砂 　図書館ボランティア

平成19年度 　今富小学校通学安全ボランティア

　小浜ジュニアリーダーズクラブ

　林　茂晴 　中名田公民館主事

平成20年度 　上林　スミイ 　国富小学校教諭

　松永小学校校庭整備対策委員会

　速水　幸惠 　社会教育委員

　槇野　啓子 　社会教育委員

　河原　久枝 　連合婦人会

　小堂　典子 　学校栄養教諭

　小浜中学校生徒会 　　

　泉本　節子 　連合婦人会

　小浜小学校　読み聞かせボランティアグループ

　城谷　路子 　小浜第二中学校教諭

　宮本　陽子 　学校ボランティア（生け花）

　松岡　俊雄 　青少年育成

　赤坂　修代 　連合婦人会

　村山　典子 　小浜小学校教頭

　遠敷小学校　図書館ボランティアグループ 　　

　今富小学校　図書館ボランティアグループ 　　

　小牧　伸輔 　仁愛女子高校教諭

　桝郷　三好 　青少年育成

　坂田　多賀子 　遠敷小学校教頭

　大森　和良 　前内外海小学校校長

　松宮　雅美 　宮川小学校教諭

　髙鳥　万喜子 　遠敷小学校教諭

　竹森　益栄 　生け花インストラクター

　坪田　奈津子 　西津小学校講師

　長尾　美千代 　今富小学校講師

　池田　誠子 　連合婦人会会計

　松永小学校

平成12年度

平成26年度

平成１７年度

平成16年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成21年度

平成14年度
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敬称略

年度   氏名・団体名 所属・出身等

教育委員会賞被表彰者一覧（平成元年度～令和３年度）       

　藪本　ます美 　小浜小学校教諭

　小坂　恵 　小浜小学校教諭

　木﨑　民恵 　内外海小学校養護教諭

　矢野　惠子 　生け花インストラクター

　松井　利仲 　内外海小学校教諭

　三島　邦夫 　小浜第二中学校教諭

　宮川小学校　読み聞かせボランティアグループ

　島田　星奈 　今富小学校児童

　伊藤　ひかる 　小浜中学校生徒

宇多　順一 　加斗小学校教頭

小浜市の歴史と文化を守る市民の会

国富小学校

加斗地区安全パトロール隊

雲浜小学校図書ボランティアグループ

森の郷なかなた産物組合 （組合長　大道　泰純）

小浜美郷小学校開校準備員会 （委員長　松岡　利和）

今富小学校６年生

森長　秀樹 今富小学校教諭

西川　洋人 小浜第二中学校教諭

櫛田　雛多 若狭高等学校生徒

村宮　汐莉 若狭高等学校生徒

友本　早耶 若狭高等学校生徒

上山　富美江 雲浜小学校事務職員

山森　友嗣 小浜市海洋少年団団長

令和２年度

平成28年度

平成27年度

平成29年度

令和元年度

平成30年度

令和３年度
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   小浜市教育委員会顕彰規則 

昭和５７年３月１０日 

教育委員会規則第１号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、小浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う顕彰について必要 

 な事項を定める。 

 （顕彰の対象） 

第２条 顕彰は、小浜市に居住するものまたは小浜市と密接な関係を有するもので、教育委員会 

 の所掌に属する事務の分野において優れた活動を行い顕著な業績を収めて、教育の進展に寄与 

 したものを対象としてこれを行う。 

２ 児童生徒等で有益な調査研究を行つた者もしくは他の模範となるべき社会的善行または努 

 力があつた者もまた同様とする。 

 （顕彰の対象の除外） 

第３条 この顕彰は、小浜市表彰条例（昭和５２年小浜市条例第１６号）および小浜市文化奨励 

 賞規則（昭和４５年小浜市教委規則第５号）ならびに国および県が行う表彰で、前条の規定と 

 同種の表彰を受けたものは除くものとする。 

 （顕彰の決定） 

第４条 顕彰は、所属長、団体の代表者その他の関係機関から内申のあつたものにつき、教育委 

 員会が決定する。 

 （顕彰の方法） 

第５条 顕彰は、教育委員会の名による表彰状、賞状または感謝状によりこれを行う。ただし、 

 記念品を添えることができる。 

 （顕彰の時期） 

第６条 顕彰は、毎年期日を定めて行う。ただし、事情によつて顕彰すべき事由が生じたとき随 

 時これを行うことができる。 

 （委任） 

第７条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第２号 

 

 

   公立小浜病院組合教育委員会委員の推薦について 

 

 

 公立小浜病院組合教育委員会委員の推薦を求める。 

 

 

  令和５年１月２０日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪 田  光 宏 
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