
協働推進・男女平等推進担当 

１ 行政協力員会議 

  行政事務の普及及び徹底のため行政協力員会議を開催し、市の各種事務・事業への協力を依頼した。 

（１） 行政協力員  33人

（２） 行政協力員会議  ８回開催 

（３） 主な業務内容

交通安全運動の協力 防犯運動の協力 市行事への参加及び協力 ごみ減量推進運動の協力

各種広報等回覧の協力 各種募金の協力 ほか

２ 町会等関係 

（１） 町会活動補助金状況

33 の町会又は自治会の地域住民の福祉の増進を図り、市行政の円滑な運営に資する活動に対

し、交付した。 

・交付金額  3,786,760円 

・交付対象  33町会・自治会及び町会長協議会 

・主な活動

行政連絡事項の周知に関する活動 関係機関等との協調に関する活動

町会の運営に関する活動

（２） 会館建設費補助金状況

・交付金額  35,000,000円

・交付件数  １件

（３） 会館修繕費補助金状況

・交付金額  1,840,000円

・交付件数  ５件

（４） 会館等備品費補助金状況

・交付金額  1,199,000円

・交付件数  ３件 

（５） 会館運営費補助金状況

・交付金額  2,978,246円

・交付件数  30件 

（６） 地域活性化交付金状況

地域社会における住民の福祉の増進及び連帯意識の高揚を図るため、町会・自治会が行う各

種事業に対し、交付した。

・交付金額  9,007,408円 

・交付対象  33町会・自治会
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・主な事業

環境衛生事業 健康の増進事業 交通安全及び防犯事業 教養及び親睦事業 

広報及び広聴事業 福祉増進事業

（７） 町会・自治会合併特例交付金状況

複数の町会・自治会が地域自治の活性化を図るため、自主的に合併した場合において、合併

後における町会・自治会の運営を円滑に行えるよう交付した。

・交付金額  329,500円 

・交付対象  １件

３ 市民活動推進 

 市政出前講座 

より身近で、開かれた市政の実現を進めるため、市民で構成する団体が開催する学習活動の場に、

市職員を講師として派遣し、市政の現状を学ぶ機会や行政情報の提供の機会拡充を図った。 

32 回実施 延べ 757 人受講 

４ 男女共同参画推進事業 

 （１） 男女共同参画情報誌｢あなたとわたし」の発行 

男女共同参画社会の実現に向けて、市民編集員との協働により、男女共同参画情報誌「あなたと

わたし」を発行し、市民への啓発及び情報提供を行った。 

 ・市民編集員４人  第 48・49・50号 各号 28,500 部発行 各戸配布 

発行月 テーマ 

48号 27年８月 男、女 それぞれができることを 

49号 27年12月 福生の女子力 

50号 28年３月 福生市の子育て力 

（２） 男女共同参画推進市民啓発 

開 催 日 講 演 内 容 

平成 28 年３月６日（日）

男女共同参画セミナー 

「女も男もともに生き残ろう」 

～男女共同参画と減災～ 

講師 坂田 静香氏 

（ＮＰＯ法人全国女性会館協議会常任理事） 

  塩沢 祥子氏 

（ＮＰＯ法人神奈川災害ボランティアネットワーク運営委員） 
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５ 輝き市民サポートセンター運営 

（１） 輝き市民サポートセンター利用状況 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

 開館日数（日） 26 27 25 27 20 26 27 25 

センター全体利用者数（人） 354 304 310 242 138 110 109 92 

会議室 
利用件数（件） 24 22 32 14 12 １ ０ ０ 

利用者数（人） 176 144 188 110 68 21 ０ ０ 

交流スペース利用者数（人） 111 93 73 57 31 34 67 44 

コピー機・印刷機 利用件数（件） 38 31 27 35 19 16 21 17 

コピー機・印刷機 利用料（円） 11,793 8,840 6,995 9,363 4,190 6,905 7,270 4,128 

区 分 12月 28年１月 ２月 ３月 合計 前年度合計 

開館日数（日） 24 24 24 27 302 308 

センター全体利用者数（人） 232 264 339 390 2,884 3,929 

会議室 
利用件数（件） 18 17 22 25 187 308 

  利用者数（人） 132 137 178 225 1,379 1,876 

 交流スペース利用者数（人） 41 47 77 72 747 958 

コピー機・印刷機 利用件数（件） 19 24 19 30 296 384 

コピー機・印刷機 利用料（円） 3,815 11,455 5,405 12,150 92,309 114,781 

※空調設備工事のため、９月～11月は扶桑会館に一時移転。８月 25日～30 日は移転作業のため休館。 

（２） 登録団体数 101団体 （平成 28年３月 31日現在） 

（３） 活動分野別分類（複数登録） 

活動分野 登録件数 

１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 24 

２ 社会教育の推進を図る活動 25 

３ まちづくりの推進を図る活動 24 

４ 観光の振興を図る活動 ４ 

５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 １ 

６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 37 

７ 環境の保全を図る活動 15 

８ 災害救援活動 ５ 

９ 地域安全活動 11 

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ８ 

11 国際協力の活動 ７ 

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ６ 

13 子どもの健全育成を図る活動 33 

14 情報化社会の発展を図る活動 ４ 

15 科学技術の振興を図る活動 ４ 

16 経済活動の活性化を図る活動 ６ 

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ３ 
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活動分野 登録件数 

18 消費者の保護を図る活動 ４ 

19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 ４ 

20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 ２ 

合 計 227 

６ 福東会館利用状況 

月 

開

館

日

数 

会議室 休養室 学習室 集会室 合計 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

件数 

(件) 

人数 

（人） 

使用料 

件数 

(件) 

金額 

（円） 

４ 24 37 367 15 106 24 196 34 880 110 1,549 54 36,500 

５ 27 36 299 22 157 27 235 26 489 111 1,180 63 58,000 

６ 25 37 295 23 146 29 274 29 571 118 1,286 68 54,500 

７ 27 41 351 14 80 29 216 38 782 122 1,429 55 49,300 

８ 26 44 412 13 84 20 250 33 740 110 1,486 59 70,500 

９ 26 39 337 17 122 25 258 38 730 119 1,447 63 51,200 

10 27 32 266 15 85 26 272 32 526 105 1,149 59 51,300 

11 25 35 220 11 101 20 205 38 836 104 1,362 51 52,600 

12 24 26 163 12 73 15 173 36 754 89 1,163 44 35,200 

28年１ 24 38 294 12 77 27 286 28 633 105 1,290 49 39,400 

２ 24 36 216 15 95 24 228 27 451 102 990 51 55,200 

３ 27 44 297 18 104 34 299 39 805 135 1,505 72 87,100 

合計 306 445 3,517 187 1,230 300 2,892 398 8,197 1,330 15,836 688 640,800 

前年度 

 合計 
306 396 3,113 171 1,172 272 2,446 389 8,647 1,228 15,378 619 594,700 

区分 
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