
地 域 教 育 支 援 係 
 

１ 成人式 

 （１） 挙行日 平成 28 年１月 11日（月・祝） 

 

 （２） 会 場 福生市民会館大ホール（もくせいホール） 

 

 （３） 対象者及び参加者数                     （単位：人） 

区分 
男性 女性 合計 

当年度 前年度 当年度 前年度 当年度 前年度 

対象者（市内） 328 329 337 342 665 671 

参加者（市内） 200 201 199 206 399 407 

参加者（市外） 13 24 15 26 28 50 

参加者（合計） 213 225 214 232 427 457 

 

２ 国際交流青少年海外派遣事業 

  派遣国の歴史を学び、文化及び風土に直接接し、人々と交流することによって相互理解を深め、
将来、国際的な視野に立って活躍できる人材の育成を図ることを目的として、市内在住の中学生 12
名（男子３名・女子９名）をアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市へ 14日間（12泊 14 日）、派遣
した。  事業費 9,152,837円 （参加負担金 1,368,000 円） 

日程 日付 スケジュール 

１ ７月 23 日（木） 

福生市役所発→（バス）→成田空港→（空路・国際日付変更線通過） 

→シアトル・タコマ国際空港着 

入国手続後、シアトル市内レストランにて昼食 

市内見学 パイクプレイスマーケット、ガスパーク等 

ＮＳＣＣ（ノースシアトルコミュニティカレッジ）着 

オリエンテーション、ホストファミリーと対面後、各滞在家庭へ 

２ ７月 24 日（金） 
語学研修 ＮＳＣＣ 
校外学習 コロンビアセンター展望台見学 
     日系老人ホーム訪問 

３ ７月 25 日（土） ホストファミリーと過ごす 

４ ７月 26 日（日） 校外学習 メジャーリーグ観戦 

５ ７月 27日（月） 
語学研修 ＮＳＣＣ 
校外学習 ワシントン大学バーク博物館見学 

アメリカ人大学生と交流      

６ ７月 28 日（火） 
校内学習 ＮＳＣＣにて現地学生との交流 
校外学習 ボーイング社エバレット組立工場見学 

７ ７月 29 日（水） 
語学研修 ワシントン州フェリー乗船 

船内にて乗客にコンタクトエクササイズ 
校外学習 ベインブリッジ島歴史博物館見学      

８ ７月 30 日（木） 
語学研修 ＮＳＣＣ 
校外学習 Wingluke Asian History Museum見学 

９ ７月 31 日（金） 校外学習 マウントレーニア国立公園見学 

10 ８月 １日（土） ホストファミリーと過ごす 

11 ８月 ２日（日） 
ホストファミリーと過ごす 
大学にてさよならパーティー 

12 ８月 ３日（月） 
語学研修 ＮＳＣＣ 
校外学習 パイクプレイスマーケット見学 
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日程 日付 スケジュール 

13 

14 

８月 ４日（火） 

８月 ５日（水） 

ＮＳＣＣ発→（バス）→シアトル・タコマ国際空港→（空路、国際日

付変更線通過）→成田空港→（バス）→市役所到着 

帰国挨拶後、解散 

   ※表中の日付は派遣生が滞在する現地時間 
   ※派遣生の現地滞在中の宿泊先は、各派遣生のホストファミリー宅 

 

３ 青少年健全育成事業 

 （１） 青少年育成地区委員長会 

   ア 会議 

委員長数 会議数 議  題 

32 人 
全体会 12回 

理事会 10回 
ふっさ輝きフェスティバル、軽スポーツ＆とん汁会ほか 

   イ 主な活動 

実施日 内  容 

５月 17 日（日） 第 24回ふっさ輝きフェスティバル 

８月上旬 
青少年健全育成ＰＲ用品配布 

 定規 2,200本「大切です！ 家族のコミュニケーション」 

８月 22 日（土） 夜間一斉パトロール 

11 月 15 日（日） 第 23回軽スポーツ＆とん汁会 ※雨天の為中止 

 

 （２） 青少年育成地区委員会 

地区数 地区委員数 活  動 補助金額 

32 地区 548人 夜間パトロール、資源回収、ラジオ体操等 1,993,670円 

 

 （３） 子ども議会 

   ア 実 施 日 平成 27 年 10月 17日（土）  
   イ 会   場 市議会議場 
   ウ 子ども議員 市内の全７小学校の５、６年生から各校２名ずつを選出し、６年生 14 名にて

実施。議長、議会運営委員長、議会事務局長については、子ども議員が兼務。 
   エ 質 問 内 容 公園について、市の広報・ホームページについて、市のチャイムについて、

福生市の外国人の方々とたくさんふれあうことについて、児童館の遊び道具に
ついて、図書館について、市内の公共交通について、福生市の歴史・文化財に
ついて、タバコについて、英語教育について、健康づくりについて、学校間の
交流について、緑について、市民プールについて 

   オ 傍 聴 人 数 70 人 
 

４ ふっさっ子の広場事業 
 市内全７小学校で、放課後等に学校の施設を利用して、児童が安全に過ごせる場を提供し、学年を
超えた児童相互の交流や地域のサポーター（ボランティア）との交流・体験を通じて、児童の自主性、
社会性、協調性等の育成を図った。 

 一小 二小 三小 四小 五小 六小 七小 合計 

実施日数 240 240 240 236 239 239 241 1,675 

参加児童数 8,672 5,268 9,102 6,317 4,823 7,893 4,469 46,544 

サポーター登録者数 66 42 111 79 67 112 75 552 

 ※参加児童数は延べ人数。複数の広場に登録しているサポーターは、それぞれに計上 
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５ 学校支援地域組織事業 
 学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを大きな目的と
した事業。 
 各学校の学校支援コーディネーターが、学校のニーズと支援者である地域のサポーター（ボランテ
ィア）を結びつけ、学習支援活動、図書の整理や読み聞かせ、芝生の手入れ、花壇や樹木の整備等の
校内の環境整備、登下校時における 子どもの安全確保等の支援活動を行う。 
 平成 23 年度に小中５校（一小、二小、三小、四小、一中）において開設。平成 24 年度に残りの５
校（五小、六小、七小、二中、三中）の組織を開設し、様々な支援活動を行い、現在に至る。 
 

学校名 各学校における主な活動 

第一小学校 学習支援活動（体験授業等）、環境整備活動（芝生管理等） 

第二小学校 
学習支援活動（体験授業等）、環境整備活動（芝生管理等）、消防団

防災・防火指導、地域安全マップ作り 

第三小学校 
学習支援活動（家庭科授業支援等）、持久走大会安全見守り、登下

校時安全見守り 

第四小学校 

学習支援活動（体験授業、クラブ活動における指導員手配等）、環

境整備活動（芝生管理等）、横田西小学校（横田基地内）との国際

交流事業、クローバーまつり 

第五小学校 学習支援活動（授業支援、夏休みプール指導補助等）、野鳥観察会 

第六小学校 
学習支援活動（体験授業等）、地域安全マップ作り、環境整備活動

（芝生管理、清掃等）  

第七小学校 学習支援活動（体験授業、検定等）、環境整備活動（芝生管理等） 

第一中学校 
学習支援活動（校外学習引率等）、環境整備活動（校内美化等）、緊

急時における登下校見守り 

第二中学校 学習支援活動（ゲストティーチャー手配） 

第三中学校 環境整備活動（校内芝生手入れ等）、活動ボランティア募集 
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