










未来提言１

未来提言２

















役　職 氏　　名 所　　属　　等 備　考

1 会　長 川　越　孝　洋 福生市教育委員会教育長

2 委　員 渡　辺　浩　行 福生市教育委員会委員

3 委　員 加　藤　孝　子 福生市教育委員会委員

4 委　員 坂　本　和　良 福生市教育委員会委員

5 委　員 野　口　哲　也 福生市教育委員会委員

6 委　員 新 藤　美知子 福生市教育委員会委員

7 委　員 伊　 東　　　哲 東京学芸大学教職大学院教授

8 委　員 光　永　功　嗣 東京都教育庁総務部企画担当課長

9 委　員 住　友　郁　治 福生市立福生第一小学校ＰＴＡ会長

10 委　員 野　 村　　　亮 福生市社会教育委員

委　員 佐　藤　正　明 福生市立福生第七小学校校長 ～R2.3.31

委　員 榎　並　隆　博 福生市立福生第六小学校校長 R2.4.1～

12 委　員 小　 出　　　宏 福生市立福生第二中学校校長

13 委　員 板　垣　和　生 福生市南田園三丁目町会会長

14 委　員 池 田　英津子 福生市主任児童委員

15 委　員 涌　井　弘　子 牛浜幼稚園園長

16 委　員 瀬　沼　圭　子 わらべつくし保育園園長

中　岡　保　彦

神　田　恭　司

中　島　雅　人　　（～R2.3.31）

吉 野　真寿美　　（R2.4.1～）　

酒　見　裕　子

細　谷　幸　子　　（～R2.3.31）

菱 山　栄三郎

内　藤　毅　誠　　（～R1.9.30）

矢ヶ崎　冬  木　　（R1.10.1～）

佐　藤　克　年

森　田　雅　枝　　（～R2.3.31）

大　楠　功　晃　　（R2.4.1～）

古　川　裕　平

田　邨　佳　宏　　（R2.4.1～）

大　村　貴　子
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　　　 教育部長

　　　 教育部参事兼教育指導課長

　　　 教育総務課長

　　　 教育総務課教育総務係長

　　　 指導主事

　　　 指導主事

荻　島　正　義　　（R2.4.1～） ※～R2.3.31 学校給食課長

重　末　祐　介

第二次ふっさっ子未来会議委員

※敬称略、所属等はR2.3.31現在

　　　 教育総務課長

　　　 図書館長

　　【教育委員会事務局職員】

　　　 教育指導課

　　　 スポーツ推進課長

　　　 公民館長

　　　 図書館長

　　　 教育部主幹

　　　 教育支援課長

　　　 教育支援課長

　　　 生涯学習推進課長

　　　 スポーツ推進課長



未来提言３





















未来提言４





未来提言５











役　職 氏　　名 所　　属　　等 備　考

1 会　長 川　越　孝　洋 福生市教育委員会教育長

2 委　員 渡　辺　浩　行 福生市教育委員会委員

3 委　員 加　藤　孝　子 福生市教育委員会委員

4 委　員 坂　本　和　良 福生市教育委員会委員

5 委　員 野　口　哲　也 福生市教育委員会委員

6 委　員 新 藤　美知子 福生市教育委員会委員

7 委　員 伊　 東　　　哲 東京学芸大学教職大学院教授

8 委　員 光　永　功　嗣 東京都教育庁総務部企画担当課長

9 委　員 住　友　郁　治 福生市立福生第一小学校ＰＴＡ会長

10 委　員 野　 村　　　亮 福生市社会教育委員

委　員 佐　藤　正　明 福生市立福生第七小学校校長 ～R2.3.31

委　員 榎　並　隆　博 福生市立福生第六小学校校長 R2.4.1～

12 委　員 小　 出　　　宏 福生市立福生第二中学校校長

13 委　員 板　垣　和　生 福生市南田園三丁目町会会長

14 委　員 池 田　英津子 福生市主任児童委員

15 委　員 涌　井　弘　子 牛浜幼稚園園長

16 委　員 瀬　沼　圭　子 わらべつくし保育園園長

中　岡　保　彦

神　田　恭　司

中　島　雅　人　　（～R2.3.31）

吉 野　真寿美　　（R2.4.1～）　

酒　見　裕　子

細　谷　幸　子　　（～R2.3.31）

菱 山　栄三郎

内　藤　毅　誠　　（～R1.9.30）

矢ヶ崎　冬  木　　（R1.10.1～）

佐　藤　克　年

森　田　雅　枝　　（～R2.3.31）

大　楠　功　晃　　（R2.4.1～）

古　川　裕　平

田　邨　佳　宏　　（R2.4.1～）

大　村　貴　子
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　　　 教育部長

　　　 教育部参事兼教育指導課長

　　　 教育総務課長

　　　 教育総務課教育総務係長

　　　 指導主事

　　　 指導主事

荻　島　正　義　　（R2.4.1～） ※～R2.3.31 学校給食課長

重　末　祐　介

第二次ふっさっ子未来会議委員

※敬称略、所属等はR2.3.31現在

　　　 教育総務課長

　　　 図書館長

　　【教育委員会事務局職員】

　　　 教育指導課

　　　 スポーツ推進課長

　　　 公民館長

　　　 図書館長

　　　 教育部主幹

　　　 教育支援課長

　　　 教育支援課長

　　　 生涯学習推進課長

　　　 スポーツ推進課長


