
文 化 財 係 

１ 文化財保護審議会 

 （１） 委 員   

氏       名 選   出   分   野  任     期  

新 井  勝 紘 有形・無形文化財、史跡           E 27.７ .１～ 29.６ .30 

石 山  秀 和 A有形・無形文化財、史跡           E 〃 

河 上  一 雄 A有 形 ・ 無 形 民 俗 文 化 財           E 〃 

北 原     進 A有形・無形文化財、史跡           E 25.７ .１～ 27.６ .30 

高 崎  勇 作 A有形・無形文化財、史跡           E 27.７ .１～ 29.６ .30 

多 田  仁 一 A有形・無形文化財、史跡           E 〃 

田 村  光 男 A有形・無形文化財、史跡           E 〃 

野 村  亮 天然記念物  〃 

吉 江  勝 広 有形文化財、史跡  〃 

 

 （２） 開催状況                                                        

開 催 日 記                         事  

５．30 

議題 

・登録文化財候補「穀箱」について 
報告事項 

・登録天然記念物「内出家のコブシ」の登録解除について 

・旧ヤマジュウ田村家住宅の活用等に関する進捗状況について 

７・11 

・委嘱状交付 

報告事項 

・福生消防署の建て替えについて 

10．３ 

議題 

・登録文化財候補「清水家旧蔵穀箱」について 
報告事項 

・旧ヤマジュウ田村家住宅について 

12．５ 

委員研修視察 
・品川区立品川歴史館（東京都品川区） 

・東京大空襲・戦災資料センター（東京都江東区） 

28．３．26 

議題 

・平成 28年度文化財係事業計画について 

・平成 28年度新規登録予定文化財について 

報告事項 

・平成 27年度新規登録文化財の告示について 

・第 28回多摩郷土誌フェアの開催について 

・旧ヤマジュウ田村家住宅の一般公開について 

 

２ 文化財調査 

（１） 文化財総合調査                                                  

調 査 項 目 調     査     内     容  

歴 史 調 査 郷土資料室収蔵古写真や古文書・近代の歴史資料の整理・分類調査 

民俗・民具調査  郷土資料室収蔵の民具及び民俗資料の調査  

 古民家関係調査 旧ヤマジュウ田村家住宅に関する建造物・民具・文書資料の調査 
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（２） 国指定、東京都指定、福生市指定・登録文化財一覧    平成 28 年３月 31日現在 

・国指定文化財 

NO 名 称 種  別 登録日 備考

１ 玉川上水 史跡 Ｈ15.８.27 

・都指定文化財

NO 名 称 種  別 登録日 備考

１ 熊川神社本殿 有形文化財 Ｓ55.２.21 

・福生市指定・登録文化財

NO 名 称 種  別 登録日 指 定
１ 北条氏照制札 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

２ 大田蜀山人書「熊川村看北条氏令」 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

３ 牛浜出水の図 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

６  長沢遺跡出土加曾利E-1式浅鉢形土器 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

７  長沢遺跡出土加曾利E-1式土器 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

８ 長沢遺跡出土勝坂式土器 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

９ 長沢遺跡出土勝坂式土器 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

11 石棒 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

13 石川家所蔵文書 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

14 内出家所蔵文書 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

15 野島家所蔵文書 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

16 熊川神社所蔵文書 有形文化財 Ｈ３.４.１ １

34 清水家所蔵文書 有形文化財 Ｈ５.７.20 

35 宮本家所蔵文書 有形文化財 Ｈ５.７.20 

36 伊東家所蔵文書 有形文化財 Ｈ５.７.20 

37 横田家所蔵文書 有形文化財 Ｈ５.７.20 

38 高崎治平翁頌徳碑 有形文化財 Ｈ５.７.20 

47 長沢遺跡出土遺物 有形文化財 Ｈ７.11.１ 

48 木造森田友昇坐像 有形文化財 Ｈ７.11.１ 

49 森田友昇・萩原萩露俳諧資料 有形文化財 Ｈ７.11.１ 

50 森田家旧蔵製糸関係等資料 有形文化財 Ｈ７.11.１ 

51 森田家旧蔵俳諧等文芸資料 有形文化財 Ｈ７.11.１ 

53 千手院所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ ２

54 真福寺所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ １

55 福生院所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ ２

56 清岩院所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ １

57 長徳寺所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ １

58 旧宝蔵院所蔵の彫刻 有形文化財 Ｈ９.２.１ 

59 熊川神社所蔵の彫刻及び絵画 有形文化財 Ｈ９.２.１ ２

63 福生尋常高等小学校『郷土教授資料』 有形文化財 Ｈ21.７.２ 

64 福生第一国民学校防空日誌 有形文化財 Ｈ21.10.27 

66 福生市埋蔵文化財包蔵地第一九号遺跡出

土銭
有形文化財 Ｈ24.３.27 

67 石川彌八郎家所蔵文書 有形文化財 Ｈ24.11．２ 

69 日光橋 有形文化財 Ｈ27.３.31 

小計 34 21 

22 熊川神社本殿（建造物） 有形文化財 Ｈ３.４.１ 都指定

小計 １

 ４ 嘉元二年銘板碑 有形民俗文化財 Ｈ３.４.１ １

５ 嘉元四年銘板碑 有形民俗文化財 Ｈ３.４.１ １

23 長徳寺の板碑 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

24 千手院の石造物 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ １

25 福生院の石造物 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

26 清岩院の石造物 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ １
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NO 名 称 種  別 登録日 指 定
27 長徳寺の石造物 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

28 旧宝蔵院の石造物 有形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

39 田村家穀箱 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 １

40 古谷家穀箱 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 

41 加美平西公園の石造物 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 

42 福生不動尊の馬頭観世音塔 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 

43 熊川神社の石造物 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 

44 福生神明社の石造物 有形民俗文化財 Ｈ５.７.20 

52 森田美知子他着用の和服等資料 有形民俗文化財 Ｈ７.11.１ 

61 桶樽等製作用具 有形民俗文化財 Ｈ19.12.19 

65 清水家旧蔵和服資料 有形民俗文化財 Ｈ22.10.29 

70 清水家旧蔵穀箱 有形民俗文化財 Ｈ27.12.25 

小計 18 ５

29 福生天王ばやし 無形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

30 ミキノクチ製作技術 無形民俗文化財 Ｈ４.６.１ 

60 福生の祭囃子 無形民俗文化財 Ｈ９.６.２ 

小計 ３

10 長塩氏の墓 史跡 Ｈ３.４.１ １

12 田沢氏の墓（附､家臣の墓） 史跡 Ｈ３.４.１ １

20 玉川上水開削工事跡 史跡 Ｈ３.４.１ １

21 玉川上水旧堀跡 史跡 Ｈ３.４.１ １

62 伝  地頭井戸 史跡 Ｈ20.７.４ 

68 玉川上水開削工事跡（第二次登録分） 史跡 Ｈ27.３.31 

小計 ６ ４

17 石川家のケヤキ 天然記念物 Ｈ３.４.１ １

18 南稲荷神社境内のケヤキ 天然記念物 Ｈ３.４.１ １

19 清水家のケヤキ 天然記念物 Ｈ３.４.１ １

31 石川家のケヤキ 天然記念物 Ｈ４.６.１

33 長徳寺のイチョウ 天然記念物 Ｈ４.６.１

45 清岩院のムクロジ 天然記念物 Ｈ５.７.20

46 天野家のカキ 天然記念物 Ｈ５.７.20 

小計 ７ ３

合計 69 33

※ 指定の欄の数字は、指定文化財の点数を表す。 

※ 32 は解除により欠番「内出家のコブシ」 

・国登録有形文化財（建造物） 

１ 石川酒造長屋門 有形文化財 Ｈ16.２.17

２ 石川酒造本蔵 有形文化財 Ｈ16.２.17

３ 石川酒造新蔵 有形文化財 Ｈ16.２.17

４ 石川酒造雑蔵 有形文化財 Ｈ16.２.17

５ 石川酒造向蔵 有形文化財 Ｈ16.２.17 

６ 石川酒造文庫蔵 有形文化財 Ｈ16.２.17 

７ 田村酒造酒造蔵 有形文化財 Ｈ25.12.24 

８ 田村酒造前蔵 有形文化財 Ｈ25.12.24 

９ 田村酒造雑蔵 有形文化財 Ｈ25.12.24 

10 田村酒造旧水車小屋及び脇蔵 有形文化財 Ｈ25.12.24 

11 田村酒造石垣 有形文化財 Ｈ25.12.24 

12 旧ヤマジュウ田村家住宅主屋 有形文化財 Ｈ26.12.19 

13 旧ヤマジュウ田村家住宅西土蔵 有形文化財 Ｈ26.12.19 

14 旧ヤマジュウ田村家住宅東土蔵 有形文化財 Ｈ26.12.19 

合計 14
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（３）委託事業 

玉川上水に自然発生するホタルの保護及び研究の委託 

委託先   福生ホタル研究会 

３ 文化財保護思想の普及 

（１）市史の普及・学習会・見学会の開催 

区 分 開 催 日 内  容 

自然観察会 
９.21 

28.２.20 

秋の自然観察会 

冬の自然観察会 

文化財ガイ

ドツアー 

10.17 

10.31 

11.14 

「熊川地区に残る廃線跡を歩く」 

「玉川上水開削工事跡と日光橋めぐり」 

「福生地区文化財めぐり」 

博物館で学ぶ

博物館講座 

６.20 

８.22 

28.１.16 

28.３.27 

博物館の仕事を紹介しながら博物館施設を見学する講座 

見学先：瑞穂・奥多摩・東村山・入間の郷土博物館 

（２）古文書学習会 

区 分 開  催  日 内   容 

第１回 11.28 古文書学習会 

第２回 12.12 古文書学習会 

第３回 12.19 古文書学習会 

第４回 28.２.27 古文書学習会 

第５回 28.３.12 古文書学習会 

４ 郷土資料室 

（１） 展示開催 

A展 示 名    E 内 容   開  催  期  間  

企  画  展  ・テーマ「福生昔絵～記憶画でたどる原風景」 ４.25～７.21 

企  画  展  ・テーマ「平和のための戦争資料展」 ７.18～９.27 

企  画  展  

・テーマ「武州下原刀の世界」 

・関連事業「刀剣研磨実演会」 

 実演 研磨師 春藤秀樹氏  

・関連事業「下原刀製作工房見学会」 

実演 刀工 佐藤重利氏 

10.３～11.23 

企  画  展  ・テーマ「小正月飾とミキノクチ展」 11.28～28.１.24 

特  別  展  

・テーマ「福生市の成り立ちと人々のあゆみ」 

・記念講演会「多摩の煙突の元で生まれた生糸･飛

行機・自転車」 

 講師 福生市文化財保護審議会委員 新井勝紘氏 

・関連講座「みずくらいどの謎に迫る」 

講師 福生市文化財保護審議会会長 高崎勇作氏 

28.１.30～28.４.17 

28.３.５ 

28.３.19 

全ての展示において、小学生を対象に記入しながら展示を理解してもらうためのワークシートを作成した。 
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（２） 子ども向け学習会 

ア  小学生わくわく土曜日ワークショップ（体験学習） 

区 分 開  催  日 内   容 

第１回 ４.11 ぶんぶんごまをつくろう 

第２回 ５.16 紋きりあそびをしよう 

第３回 ６.27 七夕飾りを作ろう 

第４回 ７.18 化石のレプリカをつくろう 

第５回 ８.21 夏休み子ども見学会「葛西臨海水族園に行こう」 

第６回 ９.12 秋の自然観察会 

第７回 10.24 風車をつくろう 

第８回 11.21 草遊び 

第９回 12.19 お正月飾りをつくろう 

第 10 回 28.１.23 からくり絵をつくろう 

第 11 回 28.２.20 冬の自然観察会 

第 12 回 28.３.19 はし袋を作ろう 

  イ 小学生クイズ 

 平成 27 年４月１日から平成 28年３月 31日までの毎週土曜日・日曜日・祝日に実施 

（３） 資料の収集（寄贈）

 寄   贈   資 料 寄 贈 数 

車大工道具資料 99 点 

民具関係資料 46 点 

鉄道関係資料 31 点 

民俗関係資料 26 点 

絵画 15 点 

中里介山関係資料 15 点 

書籍 11 点 

歴史関係資料 ９点 

オリンピック・国体関係資料 ８点 

産業関係資料 ５点 

音声関係資料 ５点 

教育関係資料 ３点 

片倉自転車関係資料 ３点 

通信関係資料 ３点 

生産・生業関係資料 １点 

（４） 刊行物 

特別展示解説書 

「モダンふっさ」 
500 部 

福生市文化財総合調査報告№36 

「福生市の鳥類」 
500 部 

（５） 多摩郷土誌フェア参加 

   多摩地域の各市町村が発行している郷土誌関係の刊行物を一堂に展示し、紹介と普及を図ることを 

 目的に開催した。（主催は東京都市社会教育課長会・文化財部会） 

   名 称  第 28回 多摩郷土誌フェア 

期 間 平成 28 年１月 23日から同月 24日まで 

   会 場 立川市女性総合センターアイム１階  

（６）収蔵庫内の資料消毒 

 殺虫消毒及び虫害予防のため実施した。 

 実施日 平成 28年１月 18日から同月 25 日まで（作業は１月 18 日） 
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	03-02　新公会計担当（１Ｐ）○☆　新

	78-86　財政課（９Ｐ）
	04-01,02財政係（H280610修正）
	①一般会計計算書
	②国保
	③介護④後期高齢会計
	⑤下水会計⑥水道会計 （非表示）
	２　一般会計歳出性質別予算額 

	04-03財政係
	事務報告地方交付税

	04-04,05財政係（280614修正）
	４・５ （提出用）

	04-06財政係（280701完成）
	【確定（採用）】H27事務報告用（H28.7.1） 按分

	04-07財政係（280616修正②）
	H27事務報告


	87 秘書広報課　秘書係(１Ｐ)
	05秘書係（１Ｐ）○☆

	88-91 秘書広報課　広報広聴係(４Ｐ)
	06_広報広聴係（４Ｐ）○☆

	92-94　情報システム課（３Ｐ）
	07-01情報システム課（２Ｐ）○☆_20160621校正 (2)
	1
	2

	07-02情報システム係（１Ｐ）○☆

	95-96 総務部（表紙)青
	97-99 総務課 総務係（３Ｐ）
	100-107 総務課　法制係（８Ｐ）
	08-02_法制係（７Ｐ）
	２　条例等の処理状況
	（２） 規　則


	108 総務課　検査係（１Ｐ）
	09_検査係（１Ｐ）○☆
	検査実施件数


	109-116　安全安心まちづくり課　防災係（８Ｐ）
	11_防災係☆

	117-121　安全安心まちづくり課　地域安全係（５Ｐ）
	12_地域安全係（５Ｐ）○☆

	122-128　職員課（７Ｐ）
	13_職員係（７Ｐ）○☆

	129-136　契約管財課　管財係（８Ｐ）
	14_管財係○☆
	①-1
	①-2
	①‐3
	①‐4
	③


	137-138　契約管財課　契約係　（２Ｐ）
	15_契約係　

	139-140 市民部（表紙)青
	141-153　総合窓口課（13Ｐ）
	16-01_総合窓口係（６Ｐ）住民基本台帳事務  町会順序変更
	16-02_総合窓口係（３Ｐ）窓口受付事務・保養所
	16-03_総合窓口係（４Ｐ）戸籍・ちょこっと・外録

	154-159　課税課　市民税係（６Ｐ）
	160-162　課税課　資産税係（３Ｐ）
	18_資産税係（３Ｐ）○☆

	163-169　収納課（７Ｐ）
	19_収納係(2)27年度(28.6.16提出) 
	①縦
	②横
	③縦
	④⑤⑥⑦⑧縦
	⑨⑩縦
	⑪⑫縦


	170-181　保険年金課　保険年金係（12Ｐ）
	20-1-1保険年金係
	20-1-2保険年金係
	2加入状況(1）月別
	（２）被保険者異動状況
	３給付状況

	20-2保険年金係(横型）
	27月別　療養給付　療養 
	27高額　移送　出産　葬祭　結精

	20-3保険年金係
	(4)年度別状況

	20-4(税）保険年金係
	医療分
	後期高齢者支援金分
	介護保険分 

	20-5保険年金係（年金分）（２Ｐ）（全データそろってから）

	181-184　保険年金課　後期高齢医療係（２Ｐ＋白）
	21_5後期高齢医療係（2Ｐ）○☆

	185-186 生活環境部（表紙)青
	187-193　シティセールス推進課　まちの魅力創造グループ（７Ｐ）
	23_産業活性化グループ（７Ｐ）6.24修正

	194-196　シティセールス推進課　産業活性化グループ（３Ｐ）
	22_まちの魅力創造グループ（３Ｐ）○☆

	197-214　環境課　環境係（18Ｐ）
	24-1_環境係（11Ｐ）○☆ 280713修正
	①浮遊粉じん
	②重油・ＮＯ２・光化学
	①水質
	②多摩川合同採水
	③地下水・工場排水
	③雨水管（横田基地流入分）
	自動車交通量・騒音・振動
	面的
	②航空機
	③環境騒音
	苦情等

	24-2_環境係（６Ｐ）○☆280713修正

	215-220　環境課　ごみ対策係（６Ｐ）
	25ごみ対策係（６Ｐ）○☆
	１　A
	（２） AA処理状況
	（３） 再生利用状況
	（４） ごみの資源化状況
	２　し尿
	汲取りし尿及び浄化槽汚泥収集状況
	３　西多摩衛生組合における処分状況
	塵芥
	４　青梅市し尿処理場における処分状況
	５　東京たま広域資源循環組合への搬入量
	６　ごみ減量推進施策等
	実施状況
	７　塵芥処理費及びし尿処理費決算


	221-223　環境課　リサイクルセンター係（３Ｐ）
	26_リサイクルセンター係（３Ｐ)○☆6.24修正

	224-228　協働推進男女平等推進担当（４Ｐ＋白）
	27_協働推進男女平等推進担当（４Ｐ）○☆

	229-230 福祉保健部（表紙)青
	231-237　社会福祉課　庶務・福祉計画担当（７Ｐ）
	28_庶務・福祉計画担当（７Ｐ）○☆

	238　社会福祉課　生活福祉係（１Ｐ）
	29_生活福祉係（１Ｐ）○☆

	239-249　障害福祉係（11Ｐ）
	30_障害福祉係（11Ｐ）○☆

	250-257　介護福祉課　高齢福祉係（８Ｐ）
	31_高齢福祉係（８Ｐ）○☆
	65歳以上の高齢者
	（１） 日常生活用具給付等扶助費　　　　 　　（単位：件）


	258-262　介護福祉課　介護保険係（５Ｐ）
	32_介護保険係（５Ｐ）○☆

	263-265　介護福祉課　地域包括支援センター（３Ｐ）
	32_01地域包括支援センター係（３Ｐ）○☆

	266-276　健康課　健康管理係（11Ｐ）
	33_健康管理係（11Ｐ）○☆

	277-280　健康課　保健指導係（４Ｐ）
	34_保健指導係（４Ｐ）○☆
	保　健　指　導　係
	１　母子保健
	（１） 各種健康診査
	エ　低出生体重児の届出受理、未熟児養育医療給付事業申請件数及び未熟児訪問指導
	ケ　３歳児経過観察（子どもグループ　ぱんだ）　　　　　　　　　　※（　）内は延べ数
	２　成人保健
	（１） 健康教育
	（４） 訪問指導
	３　相談業務


	281-282　子ども家庭部（表紙)青
	283-289　子ども育成課　子ども育成係（７Ｐ）
	35_子ども育成係（７Ｐ）○☆
	（１）入所状況
	（２）育成料（学童クラブ入所児童保護者負担金）収納状況
	（３） 口座振替状況
	（４） 学童クラブ事業費の負担区分


	290-300　子ども育成課　保育係（11Ｐ）
	36-01 保育係（１Ｐ）
	27事務報告　入所児童数

	36-02 保育係（10Ｐ）
	ケ　民間保育所等振興費補助内容
	コ　保育料（保育所入所児童保護者負担金）収納状況
	ス　保育事業費の負担区分
	（２） 助成状況


	301-303　子育て支援課　子育て支援係（３Ｐ）
	38_子育て支援係○☆

	304-308　子ども家庭支援課　子ども家庭支援センター係（５Ｐ）
	39_子ども家庭支援課（５P）○☆
	３　子育て地域活動室利用状況
	利用登録団体　13団体　　利用回数　74回
	４　乳幼児ショートステイ事業
	保護者又は児童を養育する者の疾病等の理由で家庭において一時的に養育をすることが困難になった場合に保護者に代わって乳児院及び児童養護施設で一定期間養育を行った（生後57日目から小学校就学の始期に達するまでの児童）。
	（１）利用件数、利用人数、利用日数
	（２） 理由別利用人数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)
	５　育児支援家庭訪問事業
	保護者の疾病等により、養育支援が特に必要な家庭に対し、職員の家庭訪問による相談及び必要に
	応じて家庭へのヘルパー派遣を行った。


	309-310 都市建設部（表紙)青
	311-313　まちづくり計画課　計画グループ（３Ｐ）
	40　計画Ｇ 事務報告書原稿○☆

	314　まちづくり計画課　住宅グループ（１Ｐ）
	41_住宅グループ○☆

	315　まちづくり計画課　用地グループ（１Ｐ）
	【H27】事務報告_用地G(H28.7.6修正)

	316-318　道路公園課　管理グループ（３Ｐ）
	43-1　管理グループ（１Ｐ）
	43-2　管理グループ（１Ｐ)
	物件別統計

	43-3　管理グループ（１Ｐ）

	319-322　施設課　道路グループ（４Ｐ）
	44-1　道路グループ（４Ｐ）○☆

	323-327　道路公園課　公園グループ（５Ｐ）
	45-1　公園グループ（１Ｐ）
	45-2　公園グループ（１Ｐ）
	2

	45-3　公園グループ（３Ｐ）

	328-331　施設課　建築グループ（４Ｐ）
	46-1建築グループ（４Ｐ）○☆
	27年度


	332-342　施設課　下水道グループ（11Ｐ）
	47-1下水道グループ（２Ｐ）○☆　H28.6.14修正　
	47-2下水道グループ（１Ｐ）○☆　H28.6.14修正　
	6～７

	47-3下水道グループ（１Ｐ）
	10　未水洗化建物状況

	47-4下水道グループ（２Ｐ）
	47-5下水道グループ（５Ｐ）
	13　公共下水道（汚水）面積整備率
	14　平成27年度公共下水道管布設状況
	15　公共下水道工事（汚水管）年次別整備状況
	16　維持工事
	18　公共下水道汚水ます設置工事実施状況
	19　下水道維持委託業務等
	20　下水道事業基金積立金
	21施設見学会
	22　下水道長寿命化計画業務等
	23　総合地震対策計画業務等
	24　下水道施設移管


	343-344 会計課（表紙)青
	345-358　会計課　会計係（13Ｐ＋白）
	49-1会計係（２Ｐ）
	49-2会計係（１Ｐ）
	Sheet4

	49-3会計係（１Ｐ）
	一般会計

	49-4会計係（１Ｐ）
	一般会計２

	49-5会計係（１Ｐ）
	一般会計３

	49-6会計係（１Ｐ）
	一般会計４

	49-7会計係（４Ｐ）
	国保会計
	介護保険会計
	後期高齢会計
	下水道

	49-8会計係（２Ｐ）

	359-360 教育委員会（表紙)青
	361-366　教育総務課　教育総務係（６Ｐ）
	49_教育総務係　原稿（５Ｐ）○☆
	１　教育委員会
	(１) 教育委員会委員
	(１) 教育委員会規則
	(２) 教育委員会訓令
	(３) 教育委員会告示　21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26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）　岩崎　久美子氏、有村　久春氏
	４　福生市教育委員会表彰
	５　福生市入学資金融資制度
	(１) 目的
	(２) あっ旋要件
	(３) 融資あっ旋及び利子補給等状況


	367-369　教育総務課　学校施設係（３Ｐ）
	50 学校施設係（３Ｐ）○☆
	27 事務報告 (2)


	370-372　教育指導課　教職員係（３Ｐ）　
	51_教職員係（２Ｐ）　新

	373-376　教育指導課　指導係（４Ｐ）
	51-1　指導係（４Ｐ）○

	377-380　教育支援課　学務係（４Ｐ）
	52　学務係○
	① 
	② 
	③
	④


	381-387　教育支援課　個別支援教育係（７Ｐ）
	52-1　個別支援教育係○
	教育支援相談
	教育相談室
	カウンセラー（第一から第四小学校）
	カウンセラー（第五から第七小学校）
	カウンセラー（中学校）
	不登校
	教育支援事業


	388-389　学校給食課　学校給食係（２Ｐ）
	53　学校給食係（２Ｐ）
	１から5まで
	6から9


	390-393　生涯学習推進課　生涯学習推進係（４Ｐ）
	54-01_生涯学習推進係（２Ｐ）○
	54-02_生涯学習推進係（２Ｐ）○
	扶桑・かえで
	プチギャラ


	394-396　生涯学習推進課　地域教育支援係（３Ｐ）
	55_地域教育支援係（３Ｐ）○

	397-401　生涯学習推進課　文化財係（５Ｐ）
	56_文化財係（５Ｐ）○

	402-420　スポーツ推進課　スポーツ推進係（19Ｐ）
	57_スポーツ推進係○

	421-437　公民館（17Ｐ）
	58-1-1_市民会館公民館①～⑧（７Ｐ）☆(1)
	１　市民会館・公民館利用回数 
	 ２　市民会館・公民館使用料
	３   市民会館・公民館利用者数
	４　市民会館利用内容別内訳
	５　市民会館・公民館利用団体別内訳
	６-7　茶室「福庵」利用回数-利用者数
	８　茶室「福庵」使用料

	58-2_市民会館公民館⑪～⑬（５Ｐ）☆160615
	58-3_市民会館公民館⑭‐⑯（３Ｐ）○☆
	①松林
	②白梅
	③さくら


	438-450　図書館（13Ｐ）
	(図書館参考・監査データ修正)59_図書館(12P) 20160712(黒)
	1協議会
	2利用者数3登録者数
	４個人貸出冊数（図書・AV）
	５月別個人貸出冊数
	6団体貸出冊数7図書等配本事業
	8その他の利用件数
	9資料数 
	10図書除籍明細
	11-1主催共催事業 
	11-2主催共催事業 
	12学校との連携13ボランティア
	14広域利用15相互利用
	16ぶっくンドリーム17地域会館
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	459-460 監査委員事務局（表紙)青_
	461-464　監査係（３Ｐ＋白）
	１　監査委員
	３　監査・検査・審査
	（１） 定期監査
	（２） 財政援助団体等監査
	（３）行政監査
	（４）工事監査
	※　工事の技術的事項の調査に関しては、公益社団法人日本技術士会に工事技術調査の業務を委託して実施した。
	（５） 例月出納検査
	（６） 財政健全化等審査

	465-466 農業委員会（表紙)青
	467-468　農業委員会（２Ｐ）　
	62_農業委員会　（２Ｐ）

	469　奥付
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	187-189　シティセールス推進課　まちの魅力創造グループ（３Ｐ）
	22_まちの魅力創造グループ（３Ｐ）○☆

	190-196　シティセールス推進課　産業活性化グループ（７Ｐ）
	23_産業活性化グループ（７Ｐ）6.24修正
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	187-189　シティセールス推進課　まちの魅力創造グループ（３Ｐ）
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	23_産業活性化グループ（７Ｐ）6.24修正





