
 

 

第８３９回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 4年 1月 20日（木） 

                                                      午後 3時 30分～ 

                      ところ：小浜市役所 4階 4階大会議室 

 

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８３８回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第１号 諸般の報告 R3.12.17～R4.1.19 

         行 事 予 定 R4.1.20～R4.2.28 (P1～P4) 

【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（P5） 

【教育総務課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 



 （１２月１７日 ～ １月１９日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

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

1月4日（月）
杉田玄白記念公
立小浜病院

病院開設記念式典 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（木） 嶺南教育事務所 第７回嶺南地区教育長会 教育長

1月20日（木） 庁内 【第839回定例教育委員会】 教育長・全委員

2月2日（水）
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、山﨑職務代
理者

2月3日（木） 庁内 第３回いじめ等問題行動対策委員会
教育長、山﨑職務代
理者

2月18日（金） 庁内 令和３年度小浜市教育委員会表彰式 教育長・全委員

2月18日（金） 庁内 【第840回定例教育委員会】 教育長・全委員

2月18日（金） 庁内 令和３年度第２回小浜市総合教育会議事前協議 教育長・全委員

2月21日（月） 議場 【小浜市議会３月定例会　開会】（3.22まで　会期30日間） 教育長他職員

行　事　予　定
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 （１２月１７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21日（火）
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・部長
課長・課員

12月22日（水）
庁舎3F

防災対策室
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

教育長・部長
課長・課員

12月24日（金）
庁舎3F

防災対策室
OBAMA若狭マラソン大会　第1回運営委員会

副市長
課長・課員

1月 9日（日） 文化会館 令和4年小浜市成人式
市長　教育長　部長
課長　課員

1月13日（木） 中央公民館 令和3年度心あたたまる手紙一次審査会【中止】

人権擁護委員
社会教育委員
青少年健全育成協議会役員
課長　課員

1月15日（土） 働く婦人の家
消費生活講座 知っておきたい「食品表示」
（第５回成人大学講座）【中止】

課員

1月16日（日） 市民体育館 小浜市スポーツ協会 地区対抗バドミントン大会【中止】 課員

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20日(木)
庁舎3F

防災対策室
OBAMA若狭マラソン大会　第2回運営委員会

副市長・教育長・
課長・課員

1月23日(日) サン・サンホーム 第44回小浜市子ども会かるた大会【中止】 教育長・課員

1月23日(日) 旭座 第２回旭座奮闘落語会 課員

1月29日(土) 市民体育館 小浜市スポーツ少年団合同体力テスト【中止】 課員

1月30日(日) 武道館 第54回小浜市柔剣道大会　柔道大会【中止】
教育長・教育委員
課長・課員

2月6日(日) 市民体育館 小浜市スポーツ協会 地区対抗卓球大会【中止】 課員

2月13日(日) 旭座 心あたたまる手紙表彰式（婦人のつどい） 教育長・課員

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４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  上山 富美江（現：雲浜小学校 事務職員） 

 (2) 名 称  山森 友嗣 （現：小浜市海洋少年団 団長） 
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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     うえやま ふみえ  

 氏 名  上山 富美江  

   職 業       学校事務職員  

   遠敷郡名田庄村名田庄中学校事務職員（S55～S57）  

   小浜市立今富小学校事務職員（S58～S63）  

   小浜市立雲浜小学校事務職員(H元～H2)  

     小浜市立内外海小学校事務職員(H3～H10)  

   小浜市立国富小学校事務職員(H11～H17)  

   小浜市立小浜中学校事務職員(H18～H22)  

   小浜市立小浜第二中学校事務職員(H23～H29)  

   小浜市立雲浜小学校事務職員（H30～R3）  

     

     

   経 歴    

     

    

    

    

    

    

     

    

   

 

 

 

 

 

 

職名又は所属名 事務職員(小浜市立雲浜小学校) 
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  ・初任者研修(福井県自治研修所)（S55）  

  ・普通科研修(福井県自治研修所)（S61）  

  ・平成3年度公立小中学校事務職員研修会(文部省)（H3）  

 活 動 内 容 ・20年表彰(H12)  

 及 び ・30年表彰(H22)  

 業 績 ・パワーアップ研修(福井県自治研修所)（H27）   

    

  ・事務業務だけでなく学校管理にも常に留意し、素早く行動する 

ことができる。職員からの相談にも真摯に誠意を持って対応す 

ることができる。 

・事務提要等の内容も十分に理解して、適切に判断し管理職や職 

員にアドバイスを送ることができる。 

・来客にも誠意を持って対応することができる。 

・会計の適正化・効率化・透明性を確保するために各学年の支払 

い事務をシステム化し事務職員で一括管理するようにしてい 

る。これにより学年会計のトラブルを防いでいる。 

・校舎内の配電図が不明瞭であったため、校内の電気設備のハン 

ドブックを作成している。 

・学校事務共同実施Ａグループのグループリーダーを 3年間勤め、 

教育活動フォルダーの提案や活用推進を呼びかけてきた。 

・新採用事務職員、市外からの転入者が小浜市の会計事務を理解 

し、適正に処理できるように「小浜市会計事務ハンドブック」 

を作成している。 

 

 

    

    

 そ の 他 特 記 

す べ き 事 項 

長年、学校事務職員として取り組まれた経験を活かし、市内の

学校における事務の効率化を図ってこられたことで、学校職員の

業務改善に寄与され、子どもたちへの充実した学習を提供するこ

とにつなげられている。 

 

    

    

    

 推 薦 者     雲浜小学校長  竹中 一道  
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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    やまもり ともつぐ 

山 森  友 嗣 

 

   氏 名       

   職 業       教員（講師）  

    昭和５０年４月 福井県立若狭高等学校教諭、その後、 

 美方高等学校教諭、小浜水産高等学校教諭、若狭高等学校教諭、 

 若狭高等学校定時制教頭、小浜水産高等学校校長、 

 

   

   

    若狭東高等学校校長（平成２５年３月定年退職）  

    

    平成２６年４月～現在 福井県ボート協会 副会長  

  平成２８年５月～現在 小浜海洋少年団 団長  

   経 歴 日本海洋少年団福井県連盟副会長  

  令和元年４月～現在 小浜市ボート協会 会長  

    

      

     

      

      

    

 

 

職名又は所属名 

 

 

小浜海洋少年団 団長 
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山森氏は、昭和３６年に創設された小浜海洋少年団で、団員 

 

  

 

 

活 動 内 容 

 

として昭和３８年から７年間（小学５年～高校２年）にわたり

活動されました。 

その後、平成２５年から休団状態にあった団の活動再開に向 

け中心となってご尽力され、平成２８年５月に自ら団長に就任

し、新たな団員を迎え活動を再開いたしました。 

 

   団長就任後は、指導者としても訓練に積極的に参加され、日  

  本海洋少年団全国大会（２回）および日本海洋少年団中部地区連    

  盟大会（２回）に出場するなど、素晴らしい功績を残されまし  

  た。  

 及 び  また、通常の訓練に加え、乗船体験やシュノーケリング体験  

  などの様々な活動に挑戦するとともに、海浜清掃や青い羽根募 

金などの社会貢献活動を通じて、青少年健全育成の推進に取り 

 

  組まれています。      

  その他、市外での他海洋少年団との交流会への参加や市民向  

  け交流会の企画を積極的に行い、活動の向上に努めてこられま  

  した。  

 業 績 さらに、これまでの活動を次世代へ語り継ぐため、令和３年  

  １２月には、小浜海洋少年団の６０周年を記念して『小浜海洋  

  少年団６０年の歩み』を発行されました。  

  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11年度 　水口　敏昭 　体育指導委員会長

平成４年度

平成７年度

教育委員会賞被表彰者一覧（平成元年度～令和２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

平成６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２年度）       

　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

　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

平成12年度

平成26年度

平成27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２年度）       

　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

令和２年度

平成28年度

平成29年度

令和元年度

平成30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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