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１ 社会教育 

 （１） 社会教育委員 

   ア 委員 

職   名 氏   名 任   期 

議   長     渡 辺 邦 雄 27.４.１～27.12.31 

副 議 長     中 村 瑞 穗 27.４.１～29.３.31 

委   員     西 山 多惠子 〃 

〃     小 山 信 一 〃 

〃     奥 村 雄 二 〃 

〃     髙 橋 典 久 〃 

〃     前   里 惠 〃 

〃     萬 沢  明 〃 

〃     野 村  亮 〃 

〃     野 口 哲 也 〃 

  

   イ 会議・研修等 

会議等回数 会    議    内    容 

11 回 
都市社連協第１ブロック研修会の実施内容検討、第２期福生市生涯学習推進計画（修正

後期）の審議、社会教育関係団体補助金交付に関する答申等 

 

 （２） 社会教育関係団体補助金 

団       体       名 団体数  人数（人） 金額（円） 

補助金 

ボーイスカウト・ガールスカウト福生市連合育成会 ３ 146 421,000 

福生市文化協会 107 1,893 810,000 

福生市公立小中学校 PTA連合会 10 3,287 377,000 

合            計 120 5,326 1,608,000 

 

 （３） 生涯学習 

   生涯学習の視点から「福生市総合計画（第４期）」における分野別計画の一つとして、平成

23 年度を初年度とする「第２期福生市生涯学習推進計画」が策定されている。本計画は「希

望に満ちた明るいひとづくり」を推進目標とし、市民の学習活動の成果が学校、家庭、地域社

会の連携を強化し、地域の教育力を向上させ、まちづくりや行政運営に自ら参加する市民を育

むことを目指している。     

     また、平成 28年３月には「第２期福生市生涯学習推進計画（修正後期）」を策定した。本計

画は、平成 23 年３月に策定した「第２期福生市生涯学習推進計画」の修正後期計画で、全期

計画の 10 年計画に対し、修正後期計画は、計画期間を平成 28 年度から平成 32 年度までの５

年間とし、前期５年間の見直しを図ったものである。基本的な計画の骨子は踏襲しつつ、かつ、

平成 27年５月に策定された「福生市教育大綱」に基づき、また、平成 27年６月に策定された

「教育振興基本計画［修正後期］」との整合性を図り、今後５年間の更なる生涯学習の推進に

向けた方向性を示す計画となっている。 

 

 （４） 地域まなびあいボランティアの登録状況 

   学校が実施する教科学習、体験学習等又は市内の団体等が実施する学習会、諸行事等を支援

できるボランティアの登録を依頼した。 

   ア 登録件数 20件 

    （内訳）文化・芸術・趣味 15件、環境・地域・まちづくり ３件、スポーツ ２件 

   イ 利用件数 15件 
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（５） 子ども体験塾「ロボットワールド」 

ロボットに関する体験事業を実施することにより、子どもたちの未来への夢や希望を育み、

最先端技術や技術者に触れることでロボット開発や科学技術への興味、ものづくりへの関心を

持つ第一歩とすることを目的に実施 

（青梅市、福生市、羽村市広域連携事業）

ア ロボット工作教室「ロボクワガタを作ろう！」（７月 29日から８月 16 日まで） 

内容：クワガタの形をしたロボットを製作し、電気の仕組みを学ぶ 

講師：（株）ＭＡＮＯＩ企画 

会場：青梅市・福生市・羽村市の各会場 

参加人数：251人 

イ 講演会「ロボットと暮らす未来」（８月 23日） 

内容：ロボットのデモンストレーションを交えた、ロボットの未来に関する講演 

講師：ロボットクリエイター 高橋智隆氏 

会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

参加人数：340人 

ウ 展示「アクトロイド大辞典」（８月 18 日から 23日まで） 

内容：「アクトロイド」と呼ばれる人型ロボットに関する展示 

協力：（株）ココロ 

会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

参加人数：3,232人 

エ ロボット体験操縦（８月 18 日から 23 日まで） 

内容：２足歩行ロボットによるバトル及びサッカー、昆虫型ロボットのスマートフォン 

による操縦、ロボットによるラジオ体操やブレイクダンス 

協力：（株）ＭＡＮＯＩ企画 

会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

参加人数：2,679人 

オ 映像上映（８月 18日から 22日まで） 

内容：アニメ映画「ロボッツ」（2005年公開）の上映 

会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

参加人数：268人 

カ ワークショップ（８月 18 日から 23 日まで） 

内容：ペーパークラフト、二足歩行ロボットの製作 

協力：羽村市おもちゃ病院ねじまわし 

会場：羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

参加人数：189人 
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２　地域会館 

（１）　施設の概要

（２）　扶桑会館利用状況

※保育室は９月１日～11月30日まで福生市輝き市民サポートセンター一時移転のため閉室した。

(３)　かえで会館利用状況

10,496 247 195,000

11,074 254 205,800

393 4,380 296 3,462 290 9792,654

3,522 296 2,704 991合計 422 4,848 273

前年度合計
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３
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923 31 22,200

36 396 24 32 92268

245 26 213 82８ 36 465 20

９
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５
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使用料収入
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区分 集会室 和　室 会議室 合　　　　　計

1,696 17,4663,364 368 2,104前年度合計 557 7,955 335

1,7842,696 316 3,006 19,059 721 645,800
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合計 617 9,790 387 3,567 464

1,817 56365 41 237 39３ 54 801 32
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414 166
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1,449 76265 31 187 3028年１ 47 729 30

143 1,76028 400

268 138

40 32,300

44,300

12 49 920 29 231 37 209

1,319 45306 43 25911 52 754 34

144 1,395

129

54 47,800

57,000

10 62 837 34 293 48 265

1,605 67363 48 319９ 57 923 39

136 1,38129 276

144

54,000

57,400

８ 47 708 29 229 31 168

60347 35 226 36

52

1,66341 366

307 160 1,796

216
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163６ 46 772 34 309 42

69

53 39,500

80 63,200

72,800177５ 42 734 26 222 35 36

37 313 154 1,778

317 139 1,450

313 32

人数

183４ 50 969 35

人数
使用料収入

件数 人数 件数 人数
月 件数 金額（円）

件数 人数 件数件数

区分 集会室 和　室 小会議室 合　　　　　計保育室

さ く ら 会 館 1,953.9

田 園 会 館 937.5

白 梅 会 館 590.6

か え で 会 館 443.6

扶 桑 会 館 560.9

松 林 会 館 584.3

施　　設　　名 延べ床面積（㎡）

わ か ぎ り 会 館 561.3

わ か た け 会 館 620.5
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３　プチギャラリー

市民文化の向上を図るため、広く市民に利用されるように努めた。

（１）　利用状況

（２）　展示内容

（建築延べ床面積513.71㎡）

区分 第一展示室 第二展示室 合計

使用料（円）
利用件数 利用日数 利用日数 入場者数

月

４ 5 24 2 8 32

利用日数 利用件数

５ 6 27 4

7

利用件数

24 4 6 11

2,580

4 10

７ 7 28 5

175,000

31 2,156 120,000

６ 7

100,000

30

6 12 34 2,634

7 1,569 60,000

2,133 110,000

110,000

29

90,000

11

10 外壁改良及び空調設備改良工事のため休館

９

８ 4 21 3 8

100,000

12 5 22 3 8 8 30 2,203 80,000

3 8

28年１ 6 23 1 1 7

２

24 1,861 80,000

23 1,879 25,000

6 14 13

5 20 3

371

42 2,313

合計 52 217 31

３ 7 28 190,000

58 83 275 19,328 1,240,000

前年度合計 66 283 26 88 92

絵　　画 22 陶　　芸 1

23,476 1,195,000

内　　容 件　　数 内　　容 件　　数

手　　芸 2 切 り 絵 1

写　　真 12 さ つ き 2

美術工芸 2 そ の 他 35

書　　道 5 盆景・砿石 1
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