
 

 

第８４３回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 4年 5月 23日（月） 

                                                      午後 3時 30分～ 

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

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８４２回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第６号 諸般の報告 R4.4.15～R4.5.22 

        行 事 予 定 R4.5.23～R4.6.30 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 

 

３．議 案 

議案第１０号 令和４年度６月補正予算の要求について（P5～P6） 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

  議案第１１号 令和４年度小浜市男女共同参画推進協議会委員の推薦について 

（P7～P10）【教育総務課】 

  議案第１２号 小浜市立図書館協議会委員の委嘱について 

（P11～P12） 

【生涯学習スポーツ課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 



 （４月１５日 ～ ５月２２日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

4月15日（金） 庁内 【第842回定例教育委員会】
教育長、全委員、職
員

4月21日（木） オンライン 東海北陸都市教育長協議会総会 教育長

4月26日（火） 庁内 小浜の未来を担う総合教育事業プレゼンテーション 教育長、全委員、職員

5月9日（月） オンライン 第1回市町教育長会議 教育長

5月12日（木） 山口市 全国都市教育長協議会定期総会 教育長

5月13日（金） ホテルせくみ屋 第71回福井県中学校長研究大会若狭大会 教育長

5月17日（火） 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

5月19日（木） 大野市 福井県市町教育委員会連絡協議会総会、研修会（中止）

5月20日（金） 福井市 福井県都市教育長協議会総会 教育長

5月20日（金） 南越前町 福井県市町女性教育委員の会総会、研修会（中止）

諸　般　の　報　告
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 （５月２３日 ～ ６月３０日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

5月23日（月） 庁内 【第843回定例教育委員会】
教育長、全委員、職
員

5月24日（火） 嶺南教育事務所 嶺南地区教育長会 教育長

6月3日（木） 議場 【小浜市議会6月定例会　開会】　6月24日まで会期22日間 教育長、職員

6月17日（金） 庁内 【第844回定例教育委員会】
教育長、全委員、職
員

6月24日（金） 議場 【小浜市議会6月定例会　委員長報告・採決】 教育長、職員

行　事　予　定
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 （４月１５日 ～５月２２日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

4月28日（木） 市庁舎 公民館職員全体会議 教育長、職員

4月29日（金・祝） 西津小グラウンド 小浜市春季学童野球大会（主催：小浜市野球連盟学童部） 教育長、職員

5月16日（月） 市庁舎 小浜市社会教育委員委嘱式 教育長、職員

5月17日（火） 文化会館 第23回文芸おばま総会 職員

5月18日（水） 文化会館 令和４年度 小浜市文化協会総会 職員

5月20日（金） 高浜町 第５７回福井県スポーツ少年大会第１回実行委員会 教育長、職員

5月21日（土） 中央公民館 令和４年度 小浜海洋少年団　入団式・進級式 教育長、職員

5月21日（土）
若狭ふれあい

センター
令和4年度第1回小浜市成人大学講座 職員

諸　般　の　報　告
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 （５月２３日 ～ ６月３０日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

5月29日（日）
総合運動場

多目的グラウンド
地区対抗ソフトボール大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

 6月10日（金）
  ～12日（日）

若狭図書学習センター 第41回小浜市美術展 教育長、職員

6月19日（日） 市民体育館 地区対抗バレーボール大会（主催：小浜市スポーツ協会） 職員

行　事　予　定
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議案第１０号 

 

 

   令和４年度６月補正予算の要求について 

 

 

 

 令和４年度６月補正予算の要求について意見を求める。 

 

 

  令和４年５月２３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

教育支援体制整備事業 12,313

　新型コロナウイルス感染症対策のための消毒液等消耗品や保健
衛生等備品の購入費および児童生徒の下校後における学校施設の
消毒作業を行う学校運営支援員の配置に必要な人件費の増額補正

　・学校施設消毒用等消耗品費　　　　　　　4,575千円
　・学校保健衛生用等備品購入費　　　　　 6,931千円
　・学校運営支援員報酬　未配置校４校分　 522千円
　・学校運営支援員通勤費用相当旅費　　　 285千円

小学校施設改修事業 5,500
　小浜小学校の特別支援学級の増加に伴う、既存教室（特別活動教
室）の改修工事費の増額補正
　教室床の改修、エアコン設置、給排水設備設置等

中学校管理諸経費 605
　小浜中学校のグラウンドに隣接する民地の安全を確保するための
バッティングケージ購入費の増額補正

中学校施設改修事業 5,634
　小浜中学校のグラウンドに隣接する民地の安全を確保するための
防球ネット設置工事費の増額補正
　防球ネットの規模：高さ　地上１０ｍ　×　延長　５６ｍ

【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 4,206
小浜公民館空調設備不具合に伴う工事、新型コロナウイルス感染症対策と
して、公民館調理室内非接触型の手洗い取付工事を行うための増額補正

令和４年度６月補正予算の概要
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議案第１１号 

 

 

   令和４年度小浜市男女共同参画推進協議会委員の推薦について 

 

 

 令和４年度小浜市男女共同参画推進協議会委員の推薦を求める。 

 

 

  令和４年５月２３日 提出 

 

 

小浜市教育委員会 

                 教育長 窪 田  光 宏 
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浜 広 第 ５ ５ 号 

令和４年５月６日 

 

小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 様 

 

小浜市長  松崎 晃治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和４年度小浜市男女共同参画推進協議会委員の推薦について（依頼） 

 

日ごろは、本市の男女共同参画の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では各団体様から男女共同参画推進協議会委員をご推薦いただき、

男女共同参画の推進に関する協議や、関係団体間の連絡調整を行っております。 

つきましては、貴団体から１名の推薦をお願いいたしたいと存じます。貴方様

におかれましては公私ともにご多用のことと存じますが、ご本人の承諾のもと、

５月２０日（金）までに別紙推薦状にてご報告いただきますようお願い申し上げ

ます。 

会議開催にあたり女性委員の参加を促進したいと考えておりますので、ご推

薦に際しましては、ご配慮いただけますと幸いです。 

 

 

記 

 

１．推薦状  別紙のとおり 

 

２．令和３年度委員名  桂田 理津子 様 

 

３．その他 推進協議会会議を７月上旬に予定しております。 

ご推薦をいただいた委員様にはご出席をいただきたいと考えており

ますので、お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い

いたします。詳細は後日ご連絡させていただきます。 

 

担当 小浜市大手町６－３ 

  小浜市 企画部 広報・デジタル推進課 

  男女共同参画推進グループ 大山 

   電話：64-6009 FAX：53-0742 

   E-mail：danjo@city.obama.lg.jp 
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   小浜市男女共同参画推進協議会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 小浜市における男女共同参画の促進に関する施策を推進することを目的

として、小浜市男女共同参画推進協議会（以下「会議」という。）を設置する。 

 （委員） 

第２条 委員は２５人以内をもって組織し、次に掲げる者で構成するものとする。 

（１）関係団体の代表者またはその推薦を受けた者 

 （２）関係行政機関の職員 

 （３）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員のうち、男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の１０分の４未満

とならないようにするものとする。 

（会長および副会長） 

第３条 会議に会長および副会長を置く。 

 ２ 会長は委員が互選する。 

 ３ 副会長は、会長が指名する。 

 ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、依頼の日からその日の属する年度の末日とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（召集等） 

第５条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

 （所掌事項） 

第６条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 男女共同参画の推進に関する事項について協議すること。 

（２） 関係団体および関係行政機関との連絡調整を行うこと。 
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（事務局） 

第７条 会議の事務局を、企画部広報・デジタル推進課に置く。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 

 

 

 

小浜市立図書館協議会委員の委嘱について 

 

 

図書館法第１５条および小浜市立図書館設置条例第３条の規定に基づき、別

紙の者を小浜市立図書館協議会委員に委嘱したいので承認を求める。 

なお、図書館協議会委員は小浜市視聴覚ライブラリー運営委員会委員を兼ね

る。 

任期は令和６年３月３１日までとする。 

 

 

 

令和 ４年 ５月２３日 提出 

 

 

 

 

 

小浜市教育委員会 

教育長  窪 田 光 宏 

 

 

 



(順不同)

氏　　名 選　出　区　分 所　　属　　団　　体

牧 岡 輝 雄

松 井 直 美

山 本 桂 子

木 戸 裕 美

伊 須 田 尚

杉 谷 佳 代 子

武 田 究 学校教育関係者
市内高等学校の代表
（若狭高等学校）

利用者代表

任期： 令和６年３月３１日まで

学校教育関係者
市内小・中学校の代表
（加斗小学校）

学識経験者 小浜市議会の代表

社会教育関係者 社会教育委員の代表

小浜市立図書館協議会委員名簿

家庭教育の向上に資する活
動を行う者

連合婦人会の代表

家庭教育の向上に資する活
動を行う者

図書館ボランティアの代表

社会教育関係者
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