
庶 務 係

１　教育委員会

 (１) 教育委員会

　職　　　　名 　氏　　　　名 　　　　任　　　　　　　期

委 員 長
山　田　　　豊

（前　原　照　美）

15.6.16 から　　 13.10.21～17.10.20

(15.6.15 まで)

委員長職務代理者
清　水　希　益

（山　田　　　豊）

15.6.16 から     15.10. 3～19.10. 2

(15.6.15 まで)

委 員 長谷川　貞　夫 12.10. 1～16. 9.30

委 員  平　野　裕　子 15. 6.16～19. 6.15

教 育 長  宮　城　眞　一 13. 1. 4～17. 1. 3

(２) 議案等の処理状況

月日 議案番号 　　　　　件　　　　　　　　　　名 結果

議案第２５号 福生市学校評議員の委嘱について 可決

議案第２６号 福生市学校給食センター運営審議会委員の任命について 可決4.25

報告事項　３件

議案第２７号 福生市学校評議員の委嘱について 可決
5.23

議案第２８号 福生市民会館条例施行規則の一部を改正する規則について 可決

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
6.16

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２９号 福生市学校評議員の委嘱について 可決

議案第３０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３１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３２号 福生市立図書館協議会委員の任命について 可決

議案第３３号 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について 可決

6.27

議案第３４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

7.25 議案第３５号 平成 16 年度使用福生市公立学校教科用図書の採択について 可決

議案第３６号
平成 15 年度福生市一般会計補正予算（第２号）の原案中教育に関
する部分についての意見聴取について 同意

8.22
報告事項　２件

9.25 議案第３７号 平成16年度使用福生市公立学校教科用図書の追加採択について 可決

10.3 選挙第３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３８号 教員の服務事故の内申について 可決
10.24

議案第３９号 教員の服務事故の内申について 可決

議案第４０号 福生市学校災害補償規則の一部を改正する規則について 可決

協議事項　１件11.21

報告事項　１件



月日 議案番号 　　　　　件　　　　　　　　　　名 結果

12.25 協議事項　２件

議案第１号 福生市教育推進プラン（学校教育編）について 継続16.

1.23 報告事項　２件

議案第２号 公立学校職員（校長）の人事異動の内申について 可決

議案第３号 公立学校職員（教頭）の人事異動の内申について 可決2.17

報告事項　１件

議案第１号 福生市教育推進プラン（学校教育編）について 可決

議案第４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５号
福生市学校給食センター運営審議会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６号
福生市民会館条例等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
福生市育英資金支給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
福生市立公立学校等職員の服務に専念する義務の免除に関する規

則の一部を改正する規則について
可決

議案第９号 福生市体育館嘱託員設置規則の制定について 可決

議案第１０号 福生市図書館運営規則の一部を改正する規則について 可決

議案第１１号 福生市公立学校教科用図書採択要綱の制定について 可決

議案第１２号 福生市立中学校適応指導補助員配置要綱の制定について 可決

議案第１３号 福生市立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１４号 福生市教職員被服貸与規程の一部改正について 可決

議案第１５号
平成 15 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
る部分についての意見聴取について

同意

議案第１６号
平成 16 年度福生市一般会計予算の原案中教育に関する部分につい
ての意見聴取について

可決

2.27

報告事項　１件

3.18 議案第１７号 福生市教育委員会管理職員の人事異動について 同意

議案第１８号 福生市体育指導員の委嘱について 可決

議案第１９号 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について 可決

議案第２０号 福生市教育委員会再雇用職員設置規則の一部を改正する規則について 可決

議案第２１号 福生市体育館処務規則の一部を改正する規則について 可決

議案第２２号
福生市教育委員会規則の用語等の見直しに伴う関係規則の整備に
関する規則について 可決

議案第２３号 福生市生涯学習推進本部設置要綱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
福生市教育委員会規程の用語等の見直しに伴う関係規程の整備に
関する規程について 可決

3.23

協議事項　１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

７ 福生市公立学校通学区域等に関する一部を改正する規則 15. 6.27 15. 6.27

16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 16. 3.30 16. 4. 1

２ 福生市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 16. 3.30 16. 4. 1

３ 福生市体育館嘱託職員設置規則 16. 3.30 16. 4. 1

４ 福生市立図書館運営規則の一部を改正する規則 16. 3.30 16. 4. 1

５ 福生市教育委員会再雇用職員設置規則の一部を改正する規則 16. 3.30 16. 4. 1

６
福生市公立学校等職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一

部を改正する規則
16. 3.30 16. 4. 1

７
福生市教育委員会規則の用語等の見直しに伴う関係規則の整備に関す

る規則
16. 3.30 16. 3.30

  

(２) 教育委員会訓令

訓令番号 件　　　　　　　　　　　名 訓令年月日 施行年月日

１ 福生市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正 15. 4. 1 15. 4. 1

２ 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 15. 4. 1 15. 4. 1

３ 福生市立学校事案決定規程の一部改正 15. 4. 1 15. 4. 1

 (３) 教育委員会告示　　　19 件

３　福生市育英資金

 (１) 育英資金運営審議会委員(審議会開催時)

職　　　名 氏　　　　　　名

委 員 長 前　原　照　美

副 委 員 長 坂　本　　　昭

委 員 宮　城　眞　一

〃 吉　野　仁　一

〃 赤　尾　暢　夫

〃 小　林　総　一

〃 須　 　　　寛

〃 木住野　佑　治

〃 関　根　茂　一

 (２) 目的

　　　市内に居住する者で、学校教育法第１条に規定する高等学校又は高等専門学校の在学者のう
ち必要と認める者に対して、その修学に要する費用を支給し、もって有用な人材を育成するこ
とを目的とする。

 (３) 支給要件

　　　ア　１年以上引き続き市内に住所を有する者と同一世帯にある子女であること。
　　　イ　経済的な理由により、修学が困難であること。
　　　ウ　成績良好で心身が健全であること。
　　　エ　同種の育英資金を他から支給又は貸付けされていないこと。
　　　オ　在学学校長から将来社会に貢献し得る人物であると認められたこと。
　　　カ　その属する世帯主が市税を滞納していないこと。



(４) 支給状況

　　　ア　人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

人　　　　　　　　数
　　区　　　　　分

平成 15 年度 前　年　度

ひ と り 親 世 帯 17 14

一 般 世 帯 15 18

合 計 32 32

　　　イ　支給金額

　　　月　額　９，０００円

平成 15 年度 平成 14 年度

支 給 月 支給人数 支　給　額 支 給 月 支給人数 支　給　額

12 箇月 31 人 3,348,000 円 12 箇月 32 人 3,456,000 円

４箇月 １人 36,000 円

支　給　総　額 3,384,000 円 支　給　総　額 3,456,000 円

４　福生市入学資金融資あっ旋

 (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) 年度別融資あっ旋状況

利子補給内訳 保証料負担内訳
年度 あっ旋件数

あっ旋金額

(千円)

利子補給率

（％）
件　　数

（件）
金　　額

（円）
件　　数

（件）
金　　額

（円）

11 24 15,210 3.0 74 696,228 24 124,458

12 19 12,150 3.0 87 694,049 19 101,563

13 20 12,300 3.2 79 635,810 20 100,940

14 19 12,740 3.2 80 626,075 19 99,881

15 8 5,520 3.2 70 621,336 8 44,807

累計 90 57,920 延べ 390 3,273,498 90 471,649


