
教 育 総 務 係 

 

１ 教育委員会 

 (１) 教育委員会委員 

職    名 氏    名 任       期 

教 育 長 川 越 孝 洋 27.４.１～30.３.31（２期目） 

教育長職務代理者 渡 辺 浩 行 27.10.３～31.10.２（３期目） 

委 員 平 野 裕 子 27.６.15～28.６.30（４期目） 

委 員 德 永 喜 昭 24.10.１～28.９.30（１期目） 

委 員 加 藤 孝 子 25.10.21～29.10.20（１期目） 

委 員 坂 本 和 良 27.４.１～31.３.31（１期目） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、委員長と教育長を一本化した新た

な教育長を置くこととされ、任期は３年となった。 

 

(２) 議案等の処理状況 

月 日 議案番号 件          名 結果 

４.２ 議案第 43号 福生市教育委員会教育長職務代理者の指名について 可決 

４.24 

議案第 44号 福生市登録文化財の解除について 可決 

 報告事項 ７件  

 協議事項 １件  

５.20 

議案第 45号 福生市教育振興基本計画[修正後期]の策定について 可決 

議案第 46号 
平成 27年度福生市一般会計補正予算（第１号）の原案中教育に関

する部分に対する意見聴取について 
同意 

議案第 47号 
平成 26年度福生市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書作成に伴う外部評価者について 
可決 

議案第 48号 福生市学校評議員の委嘱について 可決 

議案第 49号 スポーツ推進審議会委員の委嘱について 可決 

議案第 50号 
平成 27年度社会教育関係団体に対する補助金の交付に関する諮問

について 
可決 

 報告事項 ３件  

６.24 

議案第 51号 福生市教育振興基本計画実施計画（推進プラン）の策定について 可決 

議案第 52号 福生市学校給食センター運営審議会委員の委嘱及び任命について 可決 

議案第 53号 福生市文化財保護審議会委員の委嘱について 可決 

議案第 54号 福生市スポーツ推進委員の辞任及び委嘱について 可決 

議案第 55号 
平成 27年度社会教育関係団体に対する補助金の交付に関する答申

について 
可決 

 報告事項 ２件  

７.24  報告事項 ２件  
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月 日 議案番号 件          名 結果 

７.30 

議案第 56号 福生市立中学校平成 28年度使用教科用図書の採択について 可決 

議案第 57号 
福生市立小学校特別支援学級平成 28年度使用教科用図書の採択に

ついて 
可決 

議案第 58号 
福生市立中学校特別支援学級平成 28年度使用教科用図書の採択に

ついて 
可決 

８.21 

議案第 59号 
平成 27年度福生市一般会計補正予算（第２号）の原案中教育に関

する部分に対する意見聴取について 
同意 

議案第 60号 
平成 26年度福生市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書について 
可決 

議案第 61号 福生市学校評議員の委嘱（交代）について 可決 

議案第 62号 通学路における防犯カメラの設置について（諮問） 可決 

議案第 63号 
旧ヤマジュウ田村家住宅における防犯カメラの設置について（諮

問） 
可決 

議案第 64号 茶室福庵における防犯カメラの設置について（諮問） 可決 

９.25 

議案第 65号 
福生市学校給食等配膳パートタイマー雇用規程の一部改正に係る

臨時代理の決定について 
可決 

議案第 66号 「清水家旧蔵穀箱」の市登録文化財登録に伴う諮問について 可決 

議案第 67号 
通学路における防犯カメラの設置について（答申）に基づく対応

について 
可決 

議案第 68号 
旧ヤマジュウ田村家住宅における防犯カメラの設置について（答

申）に基づく対応について 
可決 

議案第 69号 
茶室福庵における防犯カメラの設置について（答申）に基づく対

応について 
可決 

 報告事項 ２件  

10.23 
議案第 70号 

「清水家旧蔵穀箱」の市登録文化財登録に伴う答申及び登録につ

いて 
可決 

 報告事項 ２件  

11.20 
議案第 71号 

平成 27年度福生市一般会計補正予算（第３号）の原案中教育に関

する部分に対する意見聴取について 
同意 

 報告事項 ２件  

12.16 
議案第 72号 

福生市情報公開条例第 18条第１項の規定に基づく不服申立てに係

る審査について（諮問） 
可決 

 報告事項 ４件  

28.１.20 

議案第１号 平成 27年度福生市教育委員会表彰者の決定について 可決 

議案第２号 東京都公立学校教育管理職（校長）の人事異動の内申について 可決 

議案第３号 東京都公立学校教育管理職（副校長）の人事異動の内申について 可決 

 報告事項 ２件  

２.19 

議案第４号 
福生市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例に対する意見聴取について 
同意 

議案第５号 
福生市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例に対する意見聴取について 
同意 

教育総務課 
－ 362 －



月 日 議案番号 件          名 結果 

２.19 

 

議案第６号 
福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例に対する意見聴取について 
同意 

議案第７号 
福生市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する意

見聴取について 
同意 

議案第８号 
福生市長等及び福生市の一般職の職員の給与の臨時特例に関する

条例に対する意見聴取について 
同意 

議案第９号 
平成 27年度福生市一般会計補正予算（第４号）の原案中教育に関

する部分に対する意見聴取について 
同意 

議案第 10号 
平成 27年度福生市一般会計補正予算（第５号）の原案中教育に関

する部分に対する意見聴取について 
同意 

議案第 11号 
平成 28年度福生市一般会計予算の原案中教育に関する部分に対す

る意見聴取について 
同意 

議案第 12号 福生市立学校学校運営協議会規則の制定について 可決 

議案第 13号 福生市学校給食センター栄養士嘱託員設置規則の制定について 可決 

議案第 14号 
福生市教育振興基本計画実施計画（平成 28年度～30年度）の策定

について 
可決 

議案第 15号 福生市立学校ＩＣＴ推進計画の策定について 可決 

議案第 16号 
第２期福生市生涯学習推進計画（修正後期）（平成 28 年度～32 年

度）の策定について 
可決 

議案第 17号 
第三次福生市子ども読書活動推進計画（平成 28年度～32年度）の

策定について 
可決 

議案第 18号 平成 27年度福生市教育委員会表彰者の決定について 可決 

議案第 19号 
教育委員会事務局及び教育機関の職員の任命等に係る臨時代理の

決定について 
可決 

議案第 20号 
福生市情報公開条例第 18条第１項の規定に基づく不服申立てに係

る審査（答申）に基づく決定について 
可決 

 報告事項 ２件  

 協議事項 ２件  

３.18 
議案第 21号 福生市教育委員会管理職員の人事異動について 可決 

 報告事項 ３件  

３.25 
 

議案第 22号 福生市教育委員会事務局処務規則の一部改正について 可決 

議案第 23号 
福生市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正につい

て 
可決 

議案第 24号 福生市教育委員会事務局事務専決規程の一部改正について 可決 

議案第 25号 
福生市教育委員会事務局後援名義使用承認事務取扱要綱の一部改

正について 
可決 

議案第 26号 
福生市教育委員会職員の人事考課に関する規程の一部改正につい

て 
可決 

議案第 27号 福生市教育委員会表彰規程の一部改正について 可決 

議案第 28号 福生市立学校通学区域等に関する規則の一部改正について 可決 

議案第 29号 福生市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 可決 
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月 日 議案番号 件          名 結果 

３.25 

議案第 30号 福生市学校給食センター処務規則等の一部改正について 可決 

議案第 31号 福生市入学資金融資条例施行規則の一部改正について 可決 

議案第 32号 福生市就学援助費支給事業実施要綱の一部改正について 可決 

議案第 33号 
福生市特別支援教育就学奨励費支給事業実施要綱の一部改正につ
いて 

可決 

議案第 34号 福生市日本語学級通級事務取扱要綱の一部改正について 可決 

議案第 35号 福生市地域会館処務規程の一部改正について 可決 

議案第 36号 
口座振替データ伝送化導入に係る電子計算組織の通信回線による
結合における学校給食費の追加について（諮問） 

可決 

議案第 37号 学校歯科医の委嘱について 可決 

議案第 38号 福生市社会教育委員の委嘱について 可決 

議案第 39号 ふっさっ子の広場事業機構会議委員の委嘱について 可決 

議案第 40号 福生市スポーツ推進委員の委嘱について 可決 

議案第 41号 福生市立福生第四小学校の学校運営協議会委員の委嘱について 可決 

議案第 42号 
福生市教育委員会交際費の支出及び公表基準の一部改正に係る臨
時代理の決定について 

可決 

 報告事項 ４件  

 

２ 規則等の処理状況 

(１) 教育委員会規則 

規則番号 件          名 公布年月日 施行年月日 

28 年１ 福生市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 28.３.31 28.４.１ 

２ 
福生市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を
改正する規則 

28.３.31 28.４.１ 

３ 
福生市立学校通学区域等に関する規則の一部を改正する
規則 

28.３.31 28.４.１ 

４ 
福生市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正す
る規則 

28.３.31 28.４.１ 

５ 
福生市学校給食センター処務規則等の一部を改正する規
則 

28.３.31 28.４.１ 

６ 福生市立学校学校運営協議会規則 28.３.31 28.４.１ 

７ 福生市学校給食センター栄養士嘱託員設置規則 28.３.31 28.４.１ 

 

(２) 教育委員会訓令 

訓令番号 件          名 公布年月日 施行年月日 

１ 福生市教育委員会事務局事務専決規程の一部改正 27.４.１ 27.４.１ 

２ 
福生市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市
立学校の校長及び副校長に委任する規程の一部改正 

27.４.１ 27.４.１ 

３ 福生市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正 27.４.１ 27.４.１ 

４ 福生市立学校等職員服務規程の一部改正 27.４.１ 27.４.１ 
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訓令番号 件          名 公布年月日 施行年月日 

５ 
福生市公立学校の管理運営に関する規則施行規程の一部
改正 

27.４.１ 27.４.１ 

６ 
福生市教育委員会職員の職名に関する規則に基づく委員
会の指定に関する規程等の一部改正 

27.４.１ 27.４.１ 

７ 福生市学校給食センター教職員被服貸与規程の制定 27.４.１ 27.４.１ 

 

(３) 教育委員会告示 21件 

 

３ 教育委員会評価に関する外部評価者の活用 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務の点検・

評価（平成 26年度事業分）に対し、外部評価者による評価を実施し、その評価を生かすことによ

り、教育委員会活動の透明性の向上及び説明責任の明確化を図った。 

・外部評価者（学識経験者） 岩崎 久美子氏、有村 久春氏 

 

４ 福生市教育委員会表彰 

福生市教育委員会表彰規程に基づき表彰式を行った。 

日時 平成 28年３月 12日（土）午前 10時 

 場所 福生市役所第二棟４階 第１・第２委員会室 

表 彰 部 門 個  人 団  体 

児 童 及 び 生 徒 29 人 ２団体 

学 校 教 職 員 ２人 － 

個 人 及 び 団 体 １人 ５団体 

計 32 人 ７団体 

 

５ 福生市入学資金融資制度 

 (１) 目的 

     大学等に入学する者の保護者に対し、その入学時に要する資金について、市長が金融機関に

融資をあっ旋することにより、当該保護者の経済的負担を軽減し、もって教育の機会均等を図

ることを目的とする。 

 (２) あっ旋要件 

   ア 市内に引き続き１年以上住所を有すること。 

   イ 総所得金額が市規則で定める額以下であること。 

   ウ 市税（市・都民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税）を滞納していないこと。 

   エ 特定金融機関(市の指定する金融機関)が指定する保証会社の保証を受けられること。 

   オ この入学資金以外に同種の資金の融資を受けていないこと。 

(３) 融資あっ旋及び利子補給等状況 

年度 あっ旋件数 
あっ旋金額 

  （千円） 

利子補給率 

（％） 

利子補給内訳 保証料負担内訳 

件 数        
（件） 

金 額 
  （円） 

件 数 
 （件） 

金 額 
  （円） 

26 15 11,290 3.2 65 649,497 15 109,024 

27 12 10,770 3.2 70 655,692 12 101,349 
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６ 各種学校 

認可私立各種学校 

学 校 名 所 在 地 設置者名 校長名 認可年月日 

福生珠算学校 福生市志茂 190 番地 山崎 茂男 山崎 茂男 昭和 29年４月 19日 

 

７ 教育広報「福生の教育」の発行 

教育委員会所管の事業の紹介及び情報を提供するため、教育広報「福生の教育」を４回発行し、

全戸配布を行った。 

・発 行 日 平成 27 年４月 15 日、７月 15日、10月 15日、平成 28 年１月４日 

・発行部数 29,300部（１回の印刷部数） 

・規 格 タブロイド判、４色刷り、４ページ 

 

８ 総合教育会議 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、総合教育会議を開催した。 

 第１回 

 ・開催日 平成 27年５月８日（金） 

 ・場 所 福生市役所 第１委員会室 

 ・議 事 （１）福生市総合教育会議会議規則について 

      （２）福生市教育大綱の策定について 

      （３）平成 27 年度教育委員会の主な重要施策について 

      （４）次回の総合教育会議の日程について 

      （５）その他 

 第２回 

 ・開催日 平成 27年 10月７日（水） 

 ・場 所 福生市役所 第１委員会室 

 ・議 事 （１）教育委員会の取組について 

        ア 平成 26 年度点検評価報告書における外部評価について 

        イ 平成 27 年度の上半期の主な事業の進捗状況について 

        ウ 平成 28 年度の主な実施計画提案事業について 

      （２）意見交換 

      （３）その他 
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	２　条例等の処理状況
	（２） 規　則


	108 総務課　検査係（１Ｐ）
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	④⑤⑥⑦⑧縦
	⑨⑩縦
	⑪⑫縦
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	221-223　環境課　リサイクルセンター係（３Ｐ）
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	29_生活福祉係（１Ｐ）○☆
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	（１）利用件数、利用人数、利用日数
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	応じて家庭へのヘルパー派遣を行った。
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	45-2　公園グループ（１Ｐ）
	2

	45-3　公園グループ（３Ｐ）
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	27年度


	332-342　施設課　下水道グループ（11Ｐ）
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	一般会計
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	49-7会計係（４Ｐ）
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	後期高齢会計
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	(２) 教育委員会訓令
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	地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務の点検・評価（平成26年度事業分）に対し、外部評価者による評価を実施し、その評価を生かすことにより、教育委員会活動の透明性の向上及び説明責任の明確化を図った。
	・外部評価者（学識経験者）　岩崎　久美子氏、有村　久春氏
	４　福生市教育委員会表彰
	５　福生市入学資金融資制度
	(１) 目的
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