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議案第 １ 号 

 

野田市青少年補導員の委嘱について 

 

 野田市青少年センター設置及び管理に関する条例（昭和５８年野田市条例第

１号）第８条の規定により、次の者を野田市青少年補導員に委嘱する。 

 

平成２８年６月２２日提出 

 

             野田市教育委員会教育長  東條 三枝子 

 

氏   名 備    考 

深井
ふ か い

 知之
ともゆき

 ＰＴＡ関係者（東部小学校） 

平成２８年 ７月 １日付委嘱 

平成２９年 ５月３１日満 了 
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提案理由 

 東部小学校から選出されておりました青少年補導員について一身上の都合に

より変更願が提出されましたので、その補導員の残任期間について新たに委嘱

しようとするものである。 
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１．青少年補導員変更 新旧対照表（残任期間：平成 28年 7月 1日～29年 5月 31日） 

新・旧 氏   名 推薦選出学校 備考 

新 深井
ふ か い

 知之
ともゆき

 東部小学校 
東部小ＰＴＡ 

健全育成部長 

旧 関根
せ き ね

 弘明
ひろあき

 東部小学校 
東部小ＰＴＡ 

健全育成部長（前） 

※総数 118人（男性 81人 68.6％、女性 37人 31.4％） 

 内訳 

  教員     41人 

  青少年相談員 10人 

 ＰＴＡ関係者 45人 

  民間有識者  22人  

     計  0118人 

 

○野田市青少年センター管理規則（抜粋） 

（青少年補導員） 

第４条 条例第８条の規定による青少年補導員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。 

（１） 小中学校及び高等学校の教職員 

（２） 青少年相談員 

（３） PTA関係者 

（４） 関係行政機関の職員 

（５） 民間有識者 

２ 青少年補導員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 



任 期 自H27.6.1

至H29.5.31

NO 氏　　名 選 出 団 体 地区名 NO 氏　　名 選 出 団 体 地区名 NO 氏　　名 選 出 団 体 地区名

1 塚本　寛人 清水台小 41 窪田　洋子 みずき小 81 園田　謙二 福田一小

2 末次　雄一郎 清水台小 42 田口　英機 みずき小 82 早坂　駿 福田二小

3 木村　欽一 清水台小 43 岩瀬　仁 南部中 83 遠藤　亜矢子 福田二小

4 廣瀬　一裕 柳沢小 44 橋本　みゆき 南部中 84 遠藤　順子 福田二小

5 岡田　洋子 柳沢小 45 加藤　昌男 南部中 85 新井　佳苗 二ツ塚小

6 田中　千鶴 柳沢小 46 大塚　恵 青少年相談員 86 大竹  めぐみ 二ツ塚小

7 坂本　俊也 一中 47 田代　幸之輔 北部小 87 鈴木　まゆみ 二ツ塚小

8 荒井　昌幸 一中 48 八代　充 北部小 88 飯塚　智之 福田中

9 中山　武史 一中 49 角田　行男 北部小 89 山﨑　めぐみ 福田中

10 上原　　強 清水高 50 小柴　智幸 岩木小 90 須藤　和美 福田中

11 佐藤　研人 清水高 51 末益　　洋 岩木小 91 豊田　英雄 青少年相談員

12 油谷　仁美 清水高 52 松本　勝 岩木小 92 鹿野　栄作 木間ケ瀬小

13 宮田　優 青少年相談員 53 朽名　正樹 七光台小 93 嶋田　和美 木間ケ瀬小

14 横田　昌哉 中央小 54 張替　敏弘 七光台小 94 鈴木　正勝 木間ケ瀬小

15 倉持　和巳 中央小 55 海老原　靖雄 七光台小 95 藤原　大輔 木間ケ瀬中

16 吉川　康博 中央小 56 萱原　千冶 北部中 96 荒井　とも子 木間ケ瀬中

17 張替　武道 宮崎小 57 西野　牧子 北部中 97 吉田　由美子 木間ケ瀬中

18 源平　真弓 宮崎小 58 石田　知子 北部中 98 伊藤　鉄哉 関宿中央小

19 桒原　はつみ 宮崎小 59 梅平　成一 岩名中 99 髙梨　栄次郎 関宿中央小

20 草間　一樹 二中 60 村松　弥生 岩名中 100 森山　　悟 関宿中央小

21 東田　和子 二中 61 加藤　重雄 岩名中 101 岡村　浩志 関宿高

22 池田　健太郎 二中 62 小林　拓馬 野田中央高 102 知久　倫子 関宿高

23 波多野　学 鎌田学園 63 原岡　寿美恵 野田中央高 103 小川　清彦 関宿高

24 西田　隼人 鎌田学園 64 伊藤　恵 野田中央高 104 増田　武士 青少年相談員

25 中塚　涼 鎌田学園 65 諏訪　徹也 青少年相談員 105 佐藤　貴則 二川小

26 八木　竜太郎 青少年相談員 66 吉村　祐一 川間小 106 瀧川　雅子 二川小

27 渡邉　秀幸 東部小 67 岡田　紅心 川間小 107 坂本　充仁 二川小

28 勝田　憲一 東部小 68 永村　賢一 川間小 108 石田　智広 二川中

29 深井　知之 東部小 69 日下　典裕 尾崎小 109 神原　誠一 二川中

30 伊藤　貴晃 東部中 70 原田　恵美 尾崎小 110 知久　恵 二川中

31 菅野　美和子 東部中 71 麻生　和恵 尾崎小 111 遠藤　哲夫 関宿小

32 小亀　秀則 東部中 72 程田　匡男 川間中 112 舩橋　剛司 関宿小

33 清水　太一 青少年相談員 73 矢澤　忠幸 川間中 113 會田　裕也 関宿小

34 工藤　基義 南部小 74 寺田　明浩 川間中 114 石橋　廉 関宿中

35 髙木　和恵 南部小 75 山口　純 西武台高 115 佐藤　清美 関宿中

36 岡安　杉江 南部小 76 横張　政典 西武台高 116 嶋田　容子 関宿中

37 森岡　哲夫 山崎小 77 峰岸　義和 西武台中 117 平岡　徳丈 青少年相談員

38 大野　みゆき 山崎小 78 村山　貴幸 青少年相談員 118 竹内　建一 青少年相談員

39 砂川　理恵 山崎小 79 飯塚　亮一 福田一小
40 中澤　正貴 みずき小 80 鈴木　陽介 福田一小

平成28年度　　野田市青少年補導員名簿　　

中央Ⅰ

中央Ⅱ

東部

南部

南部

北部

川間

福田

福田

木間ケ瀬

二川・関宿

４


	1議案第１号青少年補導員委嘱.pdf
	2青少年補導員資料.pdf
	3青少年補導員名簿.pdf

