
地 域 教 育 支 援 係 

１ 成人式 

（１） 挙行日 令和２年１月 13 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） 322 371 295 285 617 656 

参加者（市内） 166 189 139 156 305 345 

参加者（市外） 23 15 17 15 40 30 

参加者（合計） 189 204 156 171 345 375 

２ 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 

31 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 19 日（日） 第28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 

クリヤ－ホルダー 2,130枚「福生市はみんなの安全守るまち」 

８月 17 日（土） 夜間一斉パトロール 

11 月 17 日（日） 第 27回軽スポーツ＆とん汁会 

（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 

31 地区 458 人 夜間パトロール、資源回収、ラジオ体操等 1,810,450 円 

（３） 子ども議会 

実 施 日 令和元年 10 月 12 日（土） ※台風の影響により中止 

会 場 市議会議場 

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。 

質 問 内 容 

子どもたちと地域の関わりについて、市のまちなみや景観について、市議会につ

いて、子どもが自由に遊べる公園について、選挙の仕組みについて、性別につい

て、外国人と日本の平等について、駐輪場について、英語教育について、図書館

について、ふっさっ子の広場について、動物、自然が豊かなまちづくりについて、

道路の安全について、福生の歴史・文化財について  
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３ 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 234 237 232 235 238 236 236 

参加児童数 7,735 3,663 10,231 6,562 6,069 7,748 3,804 45,812 

サポーター登録者数 112 67 152 110 116 144 117 818 

※ 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。 

４ 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、花壇や芝生の整備等の環境整備、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 

第二小学校 学習支援活動（体験授業等）、学校行事支援 

第三小学校 
学習支援活動（家庭科授業支援等）、登下校時安全見守り、学校行事支

援 

第四小学校 学習支援活動（体験授業等）、土曜クローバークラブ 

第五小学校 学習支援活動（体験授業等）、愛鳥活動 

第六小学校 地域安全マップ作り、環境整備活動（六ちゃん池清掃） 

第七小学校 学習支援活動（体験授業等）、環境整備活動（ビオトープ整備等） 

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

第二中学校 学習支援活動（ゲストティーチャー手配等）、環境整備活動(校内美化) 

第三中学校 環境整備活動（校内芝生手入れ等）、学区内全 12町会との交流 

５ ふっさっ子グローバルヴィレッジ事業 

 英語によるコミュニケーションを通じて、他国の人々と交流することによって異文化を学び、 

自国の文化を伝えることで相互理解を深め、グローバル人材としての資質を育むことを目的と 

する。 
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事前研修 令和元年７月７日（日） 

体験学習（期間） 

（場所） 

令和元年７月 29 日（月）～31日（水） 

東京グローバルゲートウェイ 

参加者 小学校第５・６学年 22 人、中学生 17 人 

事後研修 令和元年８月５日（月）、８月７日（水） 

学習成果展示 令和元年８月 20 日（火）～31日（土） 

生涯学習推進課 ―344―


	01　編さん例（年度表記注意事項要確認）
	02-03　目次
	04　まっしろ（ページ付番なし）　
	05-06 市の概要（表紙）赤
	07　市の概要1-4
	08-10  市の概要（機構図）
	11-12　施政方針（表紙)赤
	13-22  施政方針本文
	23-24　事務報告（表紙）赤
	25-26　議会事務局（扉）
	27-37　議会事務局
	38　まっしろ（ページ付番なし）
	39-40　企画財政部（扉）
	41企画調整課
	41-45　企画調整担当（５Ｐ）
	46-48　基地・渉外担当（３Ｐ)

	49-52　行政管理係（４P）
	53-59　財政係（７P）
	05-01　財政係
	05-02　財政係
	05-03　財政係提出用
	05-04　財政係

	60秘書広報課
	60　秘書係（１Ｐ）
	61-64　広報広聴係（４Ｐ) 

	65-68 　情報システム課（４P）
	08-01  情報システム課（２Ｐ）
	08-02  情報システム課（２Ｐ）

	69-70  総務部(扉）
	71総務課
	71-74　総務係（４P）
	75-77　法制係（３P)
	78　検査係（１Ｐ）

	79安全安心まちづくり課
	79-83　防災係(５P)
	84-87　地域安全係（4Ｐ）

	88-95　職員係（8Ｐ）
	96契約管財課
	96-100　管財係(５P) 
	15　管財係(6P) 
	96-100　管財係(５P) 
	4


	101　契約係

	102　まっしろ（ページ付番なし）
	103-104　市民部（扉）
	105-118　総合窓口係（14P）
	1-1
	1-5
	1-6
	1-7
	1-8
	1-10
	1-12
	2-1
	2-3
	2-7
	3-1
	5

	119課税課
	119-123　市民税係（５Ｐ）
	124-126　資産税係（３Ｐ）

	127-133　収納係(7P)
	134保険年金課
	134-146　保険年金係（13P)
	21-01-1　保険年金係
	21-01-2　保険年金係
	21-02　保険年金係(横型）
	21-03　保険年金係
	21-04　(税）保険年金係1
	21-05　保険年金係
	21-06　保険年金係（年金分）（２Ｐ）

	147-148　後期高齢医療係(2P)

	149-150　生活環境部（扉）
	151シティセールス推進課
	151-155　まちの魅力創造グループ（5Ｐ）
	156-163　産業活性化グループ（８Ｐ）
	24【最終】(融資修正)産業活性化グループ（７Ｐ）020612


	164環境課
	164-181　環境係（18Ｐ）
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	182-187　ごみ対策係（６Ｐ)
	188-190　リサイクルセンター係（３Ｐ)

	191-193　協働推進男女平等推進担当（３P)
	194　まっしろ（ページ付番なし）  
	195-196　福祉保健部
	197社会福祉課
	197-203　福祉総務係（７Ｐ）
	204　生活福祉係（１Ｐ）

	205-214　障害福祉係（10Ｐ）
	215介護福祉課
	215-221　高齢福祉係（7Ｐ)
	222-226　介護保険係（５Ｐ）
	227-228　地域包括支援センター係（２Ｐ）

	229健康課
	229-239　健康管理係（11Ｐ）
	240-244　保健指導係（5Ｐ）
	245-247　子育て世代包括支援センター係（３Ｐ）

	248　まっしろ（ページ付番なし）  
	249-250　子ども家庭部（扉）
	251子ども育成課
	251-257　子ども育成係（７P）
	バインダー1
	39-01　子ども育成係（1P）
	251-257　子ども育成係（７P）
	39-03　子ども育成係（4Ｐ）



	258-265　保育係（８Ｐ）
	258-265　保育係（８Ｐ）
	40-01　保育係（1Ｐ）R01【数値変更済】
	40-02-01　保育係（6Ｐ）R01【数値変更済】
	40-02-02　保育係（6Ｐ）R01【数値変更済】

	バインダー1
	3
	4
	5
	6


	266-268　子育て支援係（３Ｐ）

	269-274　子ども家庭支援センター係（6P)
	275-276　都市建設部（扉）
	277まちづくり計画課
	277-279　計画グループ（３Ｐ）
	280-281　住宅グループ（２Ｐ）
	282　用地グループ（１Ｐ）

	283道路下水道課
	283-285　管理グループ（３Ｐ）
	46-01　管理グループ（１Ｐ）
	46-02　管理グループ（１Ｐ)
	46-03　管理グループ（１Ｐ）

	286-288　道路グループ（３Ｐ）
	289-293　下水道グループ（５Ｐ)

	294施設公園課
	294-296　建築グループ（３Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	50-01　施設公園グループ（１Ｐ）
	50-02　施設公園グループ（１Ｐ）
	50-04　施設公園グループ（４Ｐ）


	50-03　施設公園グループ（３Ｐ）


	305-306　会計課（扉）
	307-311　会計係（５Ｐ）
	51-01　会計係（２Ｐ）_20200610
	51-02　会計係（１Ｐ）_20200610
	51-03　会計係（２Ｐ）_20200610

	312　まっしろ（ページ付番なし）
	313-314　教育委員会（扉）
	315教育総務課
	315-317　教育総務係（３Ｐ）
	318-319　学校施設係（２Ｐ）

	320教育指導課
	320-322　指導係（3Ｐ） 
	323-326　教職員係（４Ｐ）

	327教育支援課
	327-330　学務係（４Ｐ）
	58-01　学務係(4P)
	58-02　学務係(4P)
	58-03　学務係(4P)
	58-04　学務係(4P)

	331-337　個別支援教育係（７Ｐ）
	59-01　個別支援教育係(7P)
	59-02　個別支援教育係(7P)
	59-03　個別支援教育係(7P)
	59-04　個別支援教育係(7P)
	59-05　個別支援教育係(7P)
	59-07　個別支援教育係(7P)


	338-339　学校給食課（２Ｐ）
	60　学校給食課（２Ｐ）
	2

	340生涯学習推進課
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	61-01　生涯学習推進係（1Ｐ）


	61-02　生涯学習推進係（1Ｐ）

	342-344　地域教育支援係（３Ｐ）
	345-350　文化財係（６Ｐ）

	351-361　スポーツ推進係（11Ｐ）
	362-373　公民館（12Ｐ）
	65-01-01　公民館①～⑤
	65-01-02　公民館①～⑤
	65-01-03　公民館①～⑤
	65-01-04　公民館①～⑤
	65-02　公民館⑥⑦（２Ｐ）
	65-03　公民館⑧⑨（１Ｐ）
	65-04　公民館⑩（４Ｐ）
	65-05　公民館⑪‐⑮（１Ｐ）松林・白梅・さくら・茶室

	374-385　図書館（12Ｐ） 
	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10-1
	10-2
	11
	13
	15

	386　まっしろ（ページ付番なし）
	387-388　選管（扉）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	52-01　選挙係

	52-02　選挙係

	52-02　選挙係(2.7.10修正分)

	395-396　監査（扉）
	397-399　監査係（３Ｐ）
	400　まっしろ（ページ付番なし）
	401-402　農業委員会（扉）
	403-404　農業委員会　（２Ｐ）
	405　奥付
	
	08-01  情報システム課（２Ｐ）
	08-02  情報システム課（２Ｐ）

	
	1-1
	1-5
	1-6
	1-7
	1-8
	1-10
	1-12
	2-1
	2-3
	2-7
	3-1
	5




