
庶 務 係 

 

１ 教育委員会 

 

 (１) 教育委員会委員 

職    名 氏    名 任       期 

委 員 長 平 野 裕 子 
23.６.16～27.６.15（３期目） 

（委員長任期 26.10.１～27.３.31） 

委員長職務代理者 渡 辺 浩 行 
23.10.３～27.10.２（２期目） 

（職務代理者任期 26.10.１～27.３.31） 

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） 

教 育 長 川 越 孝 洋 25.１.４～27.３.31 

 

(２) 議案等の処理状況 

月 日 議案番号 件          名 結果 

４.18 
議案第 22号 新学校給食センターにおける食物アレルギー対応について 可決 

 協議事項 １件  

４.25  報告事項 ８件  

５.23 

議案第 23号 
平成 26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 24号 
平成 25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 25号 福生市立小学校教科用図書選定協議会委員の決定について 可決 

議案第 26号 福生市学校評議員の委嘱について 可決 

議案第 27号 災害時対応施設整備基本計画の決定について 可決 

 報告事項 ６件  

６.27 

議案第 28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 29号 
平成 26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 ２件  

７.25  報告事項 １件  

８.６ 

議案第 30号 福生市立小学校平成 27年度使用教科用図書の採択について 可決 

議案第 31号 
福生市立小学校特別支援学級平成 27年度使用教科用図書の採択に

ついて 
可決 

議案第 32号 
福生市立中学校特別支援学級平成 27年度使用教科用図書の採択に

ついて 
可決 

８.22 

議案第 33号 
平成 26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 34号 
平成 25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 35号 福生市立学校における英語教育の今後の展開について 可決 
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月 日 議案番号 件          名 結果 

 

８.22 
議案第 36号 

平成 26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 ３件  

９.26 

選挙第１号 福生市教育委員会委員長の選挙について 決定 

選挙第２号 福生市教育委員会委員長職務代理者の指定について 決定 

議案第 37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つい

て 
可決 

議案第 38号 
福生市学校給食センター栄養士パートタイマー雇用規程の一部改

正について 
可決 

議案第 39号 
「玉川上水開削工事跡（第二次登録分）」の市登録史跡登録に伴う

諮問について 
可決 

議案第 40号 「日光橋」の市登録有形文化財登録に伴う諮問について 可決 

 報告事項 ２件  

10.24 議案第 41号 福生市図書館協議会委員の任命について 可決 

11.21 

議案第 42号 
福生市教育委員会教育長の給与及び旅費等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 43号 
平成 26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 

議案第 44号 
平成 26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 

 協議事項 １件  

 報告事項 ２件  

12.18 
 協議事項 １件  

 報告事項 ４件  

26.１.23 

議案第１号 平成 26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者（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者（副校長）の人事異動の内申について 可決 

 報告事項 ３件  

２.３ 議案第４号 東京都公立学校教育管理者（校長）の人事異動の内申について 可決 

２.17 

議案第５号 
平成 27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 
組織改正に伴う各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 
福生市教育委員会の委員の定数を定める条例に対する意見聴取に

ついて 
同意 

議案第９号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対する意見聴取につ

いて 

同意 

議案第 10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ついて 可決 

議案第 11号 福生市公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 12号 福生市学校給食センター教職員被服貸与規程の制定について 可決 

議案第 13号 福生市教職員被服貸与規程の廃止について 可決 

議案第 14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 
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月 日 議案番号 件          名 結果 

２.17 

議案第 15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 16号 福生市立小学校水泳指導補助員設置要綱の一部改正について 可決 

議案第 17号 福生市立中学校部活動外部指導員設置要綱の一部改正について 可決 

議案第 18号 
福生市立小・中学校特別支援学級指導補助員配置要綱の一部改正

について 
可決 

議案第 19号 
福生市立小・中学校日本語適応指導講師配置要綱の一部改正につ

いて 
可決 

議案第 20号 福生市理科支援員配置要綱の一部改正について 可決 

議案第 21号 福生市家庭と子どもの支援員等配置要綱の一部改正について 可決 

議案第 22号 福生市立小学校授業指導補助員配置要綱の一部改正について 可決 

議案第 23号 福生市立中学校適応指導補助員配置要綱の一部改正について 可決 

議案第 24号 福生市スクールソーシャルワーカー配置要綱の制定について 可決 

議案第 25号 平成 26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 26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 

 協議事項 ３件  

 報告事項 ４件  

２.24  報告事項 １件  

３.20 

議案第 27号 
平成 26年度福生市一般会計補正予算（第６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 28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 ２件  

３.24 

議案第 29号 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う例規改正

等について 
可決 

議案第 30号 平成 27年度組織改正に伴う例規改正等について 可決 

議案第 31号 
福生市教育委員会嘱託職員の設置及び任用等に関する規則の一部

改正について 
可決 

議案第 32号 福生市教育委員会再雇用職員設置規則の廃止について 可決 

議案第 33号 
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について 

可決 

議案第 34号 福生市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について 可決 

議案第 35号 福生市立学校等職員服務規程の一部改正について 可決 

議案第 36号 
福生市公立学校通学区域等に関する規則の一部改正に係る臨時代
理の決定について 

可決 

議案第 37号 福生市教育委員会委員の辞職の同意について 同意 

議案第 38号 学校薬剤師の委嘱について 可決 

議案第 39号 福生市社会教育委員の委嘱について 可決 

議案第 40号 福生市公民館運営審議会委員の委嘱について 可決 

議案第 41号 
「玉川上水開削工事跡（第二次登録分）」の市登録史跡登録に伴う
答申及び登録について 

可決 

議案第 42号 「日光橋」の市登録有形文化財登録に伴う答申及び登録について 可決 

 報告事項 ７件  
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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 

27 年１ 福生市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 27.３.31 27.４.１ 

２ 福生市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 27.３.31 27.４.１ 

３ 福生市教育委員会傍聴規則等の一部を改正する等の規則 27.３.31 27.４.１ 

４ 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 27.３.31 27.４.１ 

５ 福生市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 27.３.31 27.４.１ 

６ 
福生市教育委員会嘱託職員の設置及び任用等に関する規
則の一部を改正する規則 

27.３.31 27.４.１ 

７ 
福生市公立学校通学区域等に関する規則の一部を改正す
る規則 

27.３.31 27.４.１ 

８ 
福生市教育委員会職員の職名に関する規則等の一部を改
正する規則 

27.３.31 27.４.１ 

９ 福生市教育委員会再雇用職員設置規則を廃止する規則 27.３.31 27.４.１ 

 

(２) 教育委員会告示 25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 25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） 辻野 具成氏、岩崎 久美子氏 

 

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 27年３月 14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 17 人 ５団体 

学 校 教 職 員 １人 － 

個 人 及 び 団 体 ２人 ５団体 

計 20 人 10 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。 
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   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） 

25 16 11,390 3.2 57 618,913 16 109,312 

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

 

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 26年４月 15日、７月 15日、10月 15 日、平成 27年１月４日 

・発行部数  29,100部（１回の印刷部数） 

・規 格  タブロイド判、４色刷り、４ページ 
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