
平 成 ２ ９ 年 度

川口市の青少年対策

川口市青少年保護育成本部



は じ め に

 次代を担う青少年が心身ともに健やかに成長していくことは、すべての市民

の願いであり、活力ある社会を築いていくうえで大変重要な課題であります。

 しかしながら、少子化に伴う核家族化の進展、情報技術の発達による有害情

報の氾濫などにより社会環境が急激に変化するなか、非行の凶悪化・低年齢化、

児童虐待の増加、青少年を巻き込んだ凶悪犯罪の発生など、青少年をめぐる問

題は極めて複雑、深刻な状況になっています。

 そこで、青少年が大きな志を抱き夢と希望を持つことができる社会を築くた

め、こうした状況を的確に把握し諸問題に正面から取り組むとともに、「青少

年の健全育成」という一つの目標に向かって共通の認識を持ち、青少年対策を

総合的かつ計画的に推進する必要があります。

 本書は川口市における青少年関係事業の概要を取りまとめたものであり、広

く関係者の皆様に御覧いただき、これら事業の推進について一層の御協力を賜

りますようお願い申し上げます。

平成２９年 ５月

川口市青少年保護育成本部長

川口市長   奥ノ木 信夫
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1 青少年対策の施策

《施 策》 

子どもの成長をサポートする基盤づくり 

・基本方針

学校・家庭・地域と行政が相互に補完・連携しながら、さまざまな社会経

験の場や見守りの機会を増やし、子どもの成長をサポートする基盤をより

強固なものにしていく。

○単位施策と主な取り組み 

地域の教育力・健全育成活動の充実

１ 子どもが生きる力を身につけ、将来、自立した社会生活が営めるよう、各

種体験事業などを実施する。また、地域活動やボランティア活動、世代間交

流などへの積極的な参加を促し、地域への愛着や連帯意識、他者を思いやる

心などを育てる。

２ 子どもに体験活動の機会を提供する青少年団体の活動を促進し、指導者の

養成や資質向上に努める。

３ 学校・家庭・地域などと連携し、子どもや若者を非行や犯罪から守り、健

全な育成に望ましい環境づくりを推進する。また、市民意識の高揚を図るた

め、啓発活動などを継続的に展開する。

４ 困難を抱える子どもや若者を社会全体で支援する体制づくりを推進する。
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2　　川口市青少年健全育成の組織

本部長 市長

【青少年対策室事業】 副本部長 副市長, 教育長

・青少年育成交付金 川口・武南警察署長

・青少年団体活動助成金

・青少年野外活動助成金 【青少年保護育成本部事業】

・青少年センター ・非行防止キャンペーン

・新郷自然の森 ・愛のひと声・あいさつ運動

・神根野外活動広場 ・子ども自然体験村

・子ども・若者支援　　等 ・通学合宿

・指導者養成講習会

・七つの祝い

・作文コンクール

・おかめ市街頭補導

・明るい街づくり運動推進大会

・親と子の音楽会　　等

市長

青少年問題協議会 青少年対策室

青少年健全育成・非行防止
関係団体

町会・自治会
青少年育成委員会

青少年保護育成本部

連携・協力

連携・協力

青少年団体
公民館地区

青少年育成協議会

連携・協力

関係行政機関
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3 青少年関係事業一覧

～地域の教育力・健全育成活動の充実～
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

　次年度に小学校へ入学する子どもの健やかな成長
を祝福し、お祝いに粗品を贈呈し、園遊会を行う。

青少年対策室

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月１０日(月・祝)
・場　所　グリーンセンター
・対　象　次年度新入学児童
・参加者　５３７人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１０月　９日(月・祝)
・場　所　グリーンセンター
・対　象　次年度新入学児童

　青少年の健全育成に功労のあった団体、個人及び
善行のあった青少年の表彰を行うとともに青少年健
全育成に向けて大会宣言並びに記念講演等を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年３月４日(土)
・場　所　リリア　音楽ホール
・参加者　４６６人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年３月３日(土)
・場　所　リリア　音楽ホール

　小・中学生が日常生活の中で青少年の健全育成に
ついて考えていることをテーマに募集し優秀作品の
表彰を行う。

（２８年度事業実績）
・テーマ　小学生の部
　　　　　「勇気のひと言」
　　　　　「私の自慢」
　　　　　中学生の部
　　　　　「挑戦」
　　　　　「私の自慢」
・応募数　小学生の部　１５校　１，１２８点
　　　　　中学生の部　　７校 　　 １１２点
                     　　 計　１，２５０点

（２９年度事業予定）
表彰式
・実施日　平成３０年３月３日(土)
・場　所　リリア　音楽ホール
・対　象　受賞者

事　業　名 事　業　概　要

作文コンクール 110

1,366

明るい街づくり運
動推進大会

1,084

七つの祝い 1,174

113

1,307
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　親と子が音楽を通しふれあうことにより、共通し
た話題の中から信頼関係が醸成され、青少年の健全
育成にとって望ましい家庭環境の促進を図る。

青少年対策室

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年２月２６日(日)
・場　所　リリア　音楽ホール
・参加者　５４７人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年２月２５日(日)
・場　所　リリア　音楽ホール

　野外活動を通して、自然の雄大さ、美しさ、厳し
さなどに触れ、自然や環境への理解を深めるととも
に、異なる年齢の人々との交流により、自主性、協
調性、忍耐力、社会性、思いやりの心を育む。

89 1,949

（２８年度事業実績）
・実施日　※台風接近の為、事業中止
・場　所　小平の里（群馬県みどり市）
・対　象　市内在住又は在学の小学５・６年生
　　　　　及び中学生
・参加者　４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月１日(火)～４日(木)
・場　所　小平の里（群馬県みどり市）
・対　象　市内在住又は在学の小学５・６年生
　　　　　及び中学生

　子どもたちが親元から離れて共同生活をしながら
通学することにより、家庭の大切さを理解するとと
もに、年齢の異なる子ども同士のふれあいや大人と
のコミュニケーションにより、「生きる力」を育
む。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年
　　　　　①１０月　５日(水)～　８日(土)
　　　　　②１０月１９日(水)～２２日(土)
・場　所　①戸塚西公民館
　　　　　②芝西公民館
・対　象　対象小学校在学及び対象公民館地区
　　　　　内在住の小学４～６年生
・参加者　①２０人　　②２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　①　９月２７日（水）～３０日（土）
　　　　　②１０月２５日（水）～２８日（土）
・場　所　①青木公民館
　　　　　②里公民館
・対　象　対象小学校在学及び対象公民館地区
　　　　　内在住の小学４～６年生

親と子の音楽会 310 316

通学合宿 541 560

子ども自然体験村
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年育成委員を中心に日常生活の中で地域の青
少年に声かけを行い、非行防止、事故防止を図る。
特に、７月２１日～８月３１日の夏休み中を強調期
間として取り組む。

青少年対策室

（２８年度事業実績）
※強調期間の実施状況
・実施団体  １２１団体
・参 加 者　１４,２９１人

（２９年度事業予定）
・実施日　通年
・場　所　市内全域

　駅頭での啓発物の配布等により、青少年の非行防
止についての市民の意識を高める。

（２８年度事業実績）
・実施日　①平成２８年　７月　５日(火)
　　　　　②平成２８年　７月１２日(火)
　　　　　③平成２８年１１月　９日(水)
・場　所　①蕨駅頭　②川口駅頭　③東川口駅頭
・対　象　青少年育成委員
　　　　　青少年育成推進員　ほか
・参加者　①２１人　②１２７人　③６４人

（２９年度事業予定）
・実施日　①平成２９年　７月　４日(火)
　　　　　②平成２９年　７月１２日(火)
　　　　　③平成２９年１１月　９日(木)
・場　所　①西川口駅頭　②川口駅頭
　　　　　③東川口駅頭
・対　象　青少年育成委員
　　　　　青少年育成推進員　ほか

　毎年１２月に行われる川口神社・鳩ヶ谷氷川神社
のおかめ市及び飯塚氷川神社の熊手市にて、青少年
の補導及び事故防止にあたる。

（２８年度事業実績）
・実施日　①平成２８年１２月１５日(木)
　　　　　②平成２８年１２月１９日(月)
　　　　　③平成２８年１２月２３日(金)
・場　所　①川口神社　②飯塚氷川神社
　　　　　③鳩ヶ谷氷川神社
・対　象　青少年育成委員　ほか

（２９年度事業予定）
・実施日　①平成２９年１２月１５日(金)
　　　　　②平成２９年１２月１９日(火)
　　　　　③平成２９年１２月２３日(土)
・場　所　①川口神社　②飯塚氷川神社
　　　　　③鳩ヶ谷氷川神社
・対　象　青少年育成委員　ほか

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0

非行防止キャン
ペーン

51 70

おかめ市街頭補導 2 2
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　いじめ、不登校解消及び非行防止対策について。
少年非行の現状について。青少年対策の施策と事業
計画について等。

青少年対策室

（２８年度事業実績）
・実施日　①平成２８年　７月２２日(金)
　　　　　②平成２８年１１月２９日(火)
　　　　　③平成２９年　３月１０日(金)
・場　所　①議会３階　第４委員会室
　　　　　②議会２階　第１委員会室
　　　　　③議会３階　第３委員会室

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　未定

　少年非行の現状について。青少年対策の施策につ
いて。事業計画について。交付金等について。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月２２日(金)
・場　所　上青木公民館　コミュニティホール
・参加者　５９人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年５月３０日(火)
・場　所　上青木公民館　コミュニティホール

　活動状況、活動計画について。有害図書等自動販
売機などの状況等について。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月２７日(金)
・場　所　上青木公民館　コミュニティホール
・参加者　３２人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年５月２３日(火)
・場　所　上青木公民館　コミュニティホール

　「川口市いじめを防止するためのまちづくり推進
条例」に基づき、地域社会をあげていじめの防止に
取り組むことを目的とした事業

（２９年度事業予定）
いじめの面接相談(いじめから子どもを守る委員会)
・実施日　毎月第１～３週木曜日
　　　　　※月により変動あり

0 0

青少年問題協議会
会議

223 267

公民館地区青少年
育成協議会会長・
事務局長合同会議

0 0

青少年育成推進員
協議会会議

0 2,256いじめ防止推進事
業
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年の健全な育成に必要とされる体験活動にお
いて運営・指導にあたる次代を担うリーダー (青年
ボランティア)を養成し、地域における青少年活動
の活性化や新たな人材の確保につなげる。

青少年対策室

（２８年度事業実績）
・実施日
　①平成２８年　６月　５日(日)
　　青少年まつり
　②平成２８年　７月３１日(日)
　　デイキャンプ
　③平成２８年１０月１０日(月・祝)
　　川口市七つの祝い
　④平成２８年１２月１１日(日)
　　クリスマス会
・場　所
　①グリーンセンター
　②新郷自然の森
　③グリーンセンター
　④南平公民館
・参加者
　①２４人
　②　９人
　③　９人
　④１６人

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　未定

  埼玉ピースミュージアムを見学し、戦争の悲惨さ
と平和の尊さについて認識してもらうことを目的に
実施している。また、その際に書いてもらった感想
文や絵画を川口市平和展（７月２２日～２６日実施
予定）において展示している。

総務課

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月２８日（土）
・場　所　埼玉ピースミュージアム
　　　　　（埼玉県平和資料館）
・参加者　子ども４０名　引率者１８名
　　　　　（鳩ヶ谷地区連合子ども会
　　　　　　　・安行地区連合子ども会）

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年５月２０日（土）
・場　所　埼玉ピースミュージアム
・対  象　川口市子ども会会員

青少年指導者養成
講習会
「地域の子どもた
ちのための青年ボ
ランティア養成講
習会」

83 107

埼玉ピースミュー
ジアム見学会

306 383
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　「災害に強いまちづくり」の一環として、川口市
防災リーダーを育成し、認定するための講習を行
う。

防災課

（２８年度事業実績）
実施校　　青木中学校、上青木中学校、
　　　　　鳩ヶ谷中学校
認定数　　２３３名
実施場所　各中学校

（２９年度事業予定）
実施予定校　新郷地区
　　　　　　 (東中学校、榛松中学校)
実施日　　　未定
実施場所　　各中学校

　幼い頃から災害体験をして、若い世代に災害につ
いての認識、防災への関心を持っていただくこと目
的として実施する。

（２８年度事業実績）
実施日　　平成２８年５月２２日（日）
　　　　　平成２９年２月１１日（土）
実施場所　埼玉県防災学習センター（鴻巣市）
移動方法　大型貸切バス利用
対象者　　市内在住の中学生までの子供がいる親子
参加人数　１１７名

（２９年度事業予定）
実施日　　平成２９年５月１４日（日）
実施場所　東京臨海広域防災公園（江東区）
移動方法　大型貸切バス利用
対象者　　市内在住の小学生以上で
　　　　　中学生までの子供がいる親子

　手話、点字、障害者製作作品の販売、車いす、多
文化交流の体験を実施する。

協働推進課

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第１、３土曜日（年間１７回）
　　　　　（夏休み・年末等除く）
・場　所　かわぐち市民パートナーステーション
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第１、３土曜日（年間１７回）
　　　　　（夏休み・年末等除く）
・場　所　かわぐち市民パートナーステーション
・対　象　小学生

1023 協働
推進課
700
川口市
社会
福祉
協議会
700

中学生防災リー
ダー認定講習

4 7

親子防災教室 304 486

こどもフリーさろ
ん
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　夏休み期間中に１回毎にテーマを決めて、それぞ
れのボランティア団体の活動を体験する。

協働推進課

（２８年度事業実績）
・実施日　夏休み期間中
　　　　　平成２８年７月２２日、２３日、２６日
　　　　　　　　　　　　２７日、２９日～３１日
・場　所　かわぐち市民パートナーステーション
　　　　　及び前川青少年センター、
　　　　　鳩ヶ谷公民館、戸塚児童センター
・対象　　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中
・場　所　かわぐち市民パートナーステーション他
・対象　　小学生

　夏休み期間中に市内福祉施設、福祉、ボランティ
ア団体、社会教育施設でのボランティア体験を実施
する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２２日～８月１４日
　　　　　（体験期間は左記の期間中に施設、
　　　　　　ボランティア団体が指定する日）
・対象　　中学生から２５歳までの青少年

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中
・対象　　中学生から２５歳までの青少年

　夏休みボランティアスクールの修了式を兼ね、青
少年の活動体験発表やボランティア体験の紹介を行
う。

（２８年度事業実績）
台風のため中止

（２９年度事業予定）
・実施日　８月２８日（月）
・場所　　フレンディア
・対象　　小学生～２５歳までの青少年

　本人の自発的なボランティア活動１時間を１ポイ
ントとし、２０ポイント毎に認定書を授与する。

（２８年度事業実績）
・実施日　　通年
・対象者　　小学生～高校生まで

（２９年度事業予定）
・実施日　　通年
・対象者　　小学生～高校生まで

1023 協働
推進課
700
川口市
社会
福祉
協議会
700

ボランティア大会
（修了式）

ボランティアポイ
ント制度

夏休みこどもボラ
ンティアさろん

青少年ボランティ
アスクール
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　継続してボランティア活動に関われるよう総合的
な支援を実施していく。

協働推進課

（２８年度事業実績）
・実施日　　通年
・対象者　　中学生から２５歳までの青少年

（２９年度事業予定）
・実施日　　通年
・対象者　　中学生から２５歳までの青少年

　市民ボランティア、教育関係者、福祉関係者、知
識経験者等で構成し、川口市青少年ボランティア育
成のための事業を検討し、実施していく。

（２８年度事業実績）
・実施日　　４月２０日、　７月　１日
　　　　　１０月２８日、　２月２２日
・場所　かわぐち市民パートナーステーション

（２９年度事業予定）
・実施日　　４月１９日、　６月３０日
　　　　　１０月　４日、　２月２３日
・場所　かわぐち市民パートナーステーション

　日本語を母語としない子どもと保護者を対象に、
日本の高校入試制度や学校生活・学費などの進学に
関する基本的な情報提供を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年９月２５日(日)
・場所　　かわぐち市民パートナーステーション
（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１０月１日(日)
・場所　　かわぐち市民パートナーステーション
　男女共同参画についての啓発を促すため、幼児向
け、中学生向けに冊子を作成し、市内の保育所・保
育園、幼稚園、中学校を通じて配布する。

（２８年度事業実績）
①幼児向け冊子　　５，５００冊
②中学生向け冊子　４，８００冊

（２９年度事業予定）
①幼児向け冊子　　５，７００冊
②中学生向け冊子　５，１００冊

日本語を母語とし
ない子どもと保護
者のための高校進
学相談会

29 23

男女共同参画啓発
誌の発行

821 1119

1023 協働
推進課
700
川口市
社会
福祉
協議会
700

通年ボランティア
事業

川口市青少年ボラ
ンティア育成委員
会
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　児童、生徒の交通安全に対する関心と意識の高揚
を図るため、交通安全運動に合わせ、手作りの壁新
聞を発行し、市内の小学校（交通安全だより）、中
学校・高等学校（交通安全ニュース）に配布してい
る。

交通安全対策課

（２８年度事業実績）
・春、夏、秋、冬の年４回発行

（２９年度事業予定）
・春、夏、秋、冬の年４回発行

　交通事故の防止と交通安全意識の高揚を図るた
め、幼児・児童・生徒を対象として、校(園)庭に模
擬道路を作り、「正しい歩行」や「自転車の正しい
乗り方」等の実技指導を行っている。

（２８年度事業実績）
・実施日　通年
・対　象　市内の保育所、幼稚園及び
　　　　　小・中・高等学校等

（２９年度事業予定）
・実施日　通年
・対　象　市内の保育所、幼稚園及び
　　　　　小・中・高等学校等

  行政・警察・交通安全協会・教育委員会・学校が
連携して、小学校の児童を主人公とした継続的な交
通安全活動を通して、交通安全知識の普及と交通安
全意識の高揚を図る。

（２８年度事業実績）
　川口・武南の各警察署管内から１校の小学校をモ
デル推進校として指定した。交通安全教育の実施、
交通安全子ども自転車大会の練習及び県大会出場、
県子ども自転車免許教室の実施等に取り組んだ。

（２９年度事業予定）
　川口・武南の各警察署管内から１校の小学校をモ
デル推進校として指定する。交通安全教育の実施、
交通安全子ども自転車大会の練習及び県大会出場、
県子ども自転車免許教室の実施等に取り組む。

交通安全だより
交通安全ニュース

0 0

交通安全教室 4,396 4,925

交通安全モデル推
進校

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　芝・南平児童交通公園において、バッテリーカー
や変り種自転車を貸し出し、児童等に遊びながら交
通安全知識や交通道徳を習得させ、交通事故の防止
を図る。

交通安全対策室

（２８年度事業実績）
・開園日　一般利用…日曜日、国民の祝日
　　　　　　９：３０～１６：００
　　　　　（夏季休業日の期間中は、日曜日、国
           民の祝日のほか、月曜日及び金曜日）
　　　　　団体利用…月曜日、金曜日
・場　所　芝児童交通公園　南平児童交通公園

（２９年度事業予定）
・開園日　一般利用…日曜日、国民の祝日
　　　　　　９：３０～１６：００
　　　　　（夏季休業日の期間中は、日曜日、国
           民の祝日のほか、月曜日及び金曜日）
　　　　　団体利用…月曜日、金曜日
・場　所　芝児童交通公園　南平児童交通公園

児童交通公園 3,883 4,634
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　金婚・ダイヤモンド婚賀詞進呈、表彰・感謝状贈
呈、地域福祉活動実践発表、記念講演、福引、デザ
イン画入賞者の表彰・展示、オープニングセレモ
ニー。

福祉総務課

（２８年度事業実績）
　金婚・ダイヤモンド婚賀詞進呈、表彰・感謝状贈
呈、地域福祉活動実践発表、記念講演、福引、デザ
イン画入賞者の表彰・展示、オープニングセレモ
ニー。

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１０月２１日(土)
・場　所　リリア　メインホール
・対　象　受賞者等関係者及び一般

　デザイン画を市内在住・在勤者に募集し、入賞者
は社会福祉大会内で表彰する。入選作品は社会福祉
大会ポスター・入場券・プログラム・チラシ等に利
用する。

（２８年度事業実績）
・募　集　　４月～６月１７日（金）まで
・１次選考　６月下旬
・最終選考　７月中旬
・表彰式　　１０月２２日（土）
・応募数　　１,７５９　点

（２９年度事業予定）
・募　集　　４月～６月２３日（金）まで
・１次選考　６月下旬
・最終選考　７月中旬
・表彰式　　１０月２１日（土）

　青少年の非行と罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、市民がそれぞれの立場において力を合
わせ犯罪のない明るい社会を築くための活動をす
る。

（２８年度事業実績）
・社会を明るくする運動
・地区別青少年保護育成公開ケース研究会
・施設収容少年訪問活動
・学区内見回り等

（２９年度事業予定）
・社会を明るくする運動
・地区別青少年保護育成公開ケース研究会
・施設収容少年訪問活動
・学区内見回り等

第３６回川口市社
会福祉大会(福祉の
日推進委員会事業)

6000 6000

デザイン画募集事
業(福祉の日推進委
員会事業)

川口地区保護司会
事業

4265 4285
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　遊びは子どもの成長に欠かせないものであるが、
今日遊べない子が増え、子どもたちの心身の発達に
影響を及ぼしていることから、子どもたちの中に豊
かな遊びを復活させ児童の健全な育成を図る。

子ども育成課

（２８年度事業実績）
○プレイリーダーハウス開催
・実施日　火、水、木、土曜日
　　　　　午前１０時から午後５時まで
・場　所　前川第６公園、南平児童交通公園
・内　容　遊び指導や遊具の貸し出し
　　　　　工作、お話会、科学あそび、
　　　　　親子あそび等
○その他の事業
　こどもまつり
　　・実施日　５月５日（祝日）
　　・場　所　グリーンセンター
　わんぱくまつり
　　・実施日　１０月９日（日）
　　・場　所　グリーンセンター
　新春伝承あそびまつり
　　・実施日　１月１５日（日）
　　・場　所　飯塚３丁目公園
　プレイリーダー養成講座
　　・実施日　　７月９日（土）
　　・場　所　南平児童交通公園内
　　　　　　　南平プレイリーダーハウス
（２９年度事業予定）
○プレイリーダーハウス開催
・実施日　火、水、木、土曜日
　　　　　午前１０時から午後５時まで
・場　所　前川第６公園、南平児童交通公園
・内　容　遊び指導や遊具の貸し出し
　　　　　工作、お話会、科学あそび、
　　　　　親子あそび等
○その他の事業
　こどもまつり
　　・実施日　５月５日（祝日）
　　・場　所　グリーンセンター
　わんぱくまつり
　　・実施日　１０月下旬
　　・場　所　未定
　新春伝承あそびまつり
　　・実施日　１月上旬
　　・場　所　未定
　プレイリーダー養成講座
　　・実施日　６月
　　・場　所　未定
　プレイリーダー研修会
　　・実施日　２月下旬
　　・場　所　未定

アドベンチャープ
レイ事業

7636 8226
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　地域児童に健全な遊びを教え、個別・集団的に指
導し、子どもの健康を増進させ情操を豊かにすると
ともに、子ども会、母親クラブ等児童組織活動の育
成助長を図る。

子ども育成課

（２８年度事業実績）
夏まつり、冬まつり、幼児教室・工作教室等各種教
室、スポーツ大会などを実施。

（２９年度事業予定）
夏まつり、冬まつり、幼児教室・工作教室等各種教
室、スポーツ大会などを実施。

　地域のコミュニティの拠点である施設において、
子育ての専門家である保育士を配置し、保護者との
話し合いや遊びを通じて子育ての不安の解消に努
め、子どもの健全な育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　週１～３日の３時間又は５時間
・場　所　３７ヶ所の施設（中央ふれあい館、
　　　　　栄町公民館他３２ヶ所の公民館、
　　　　　芝市民ホール、安行青少年セン
　　　　　ター、盛人大学キャンパス
　　　　　（並木保育所２階））
・内　容　子どもの遊び場の提供
　　　　　子育て相談
　　　　　情報交換ができる場所の提供
　　　　　子育て支援に関する講習会の実施

（２９年度事業予定）
・実施日　週１～３日の３時間又は５時間
・場　所　３７ヶ所の施設
　　　　　（中央ふれあい館、幸栄公民館他
　　　　　３２ヶ所の公民館、
　　　　　芝市民ホール、安行青少年セン
　　　　　ター、盛人大学キャンパス
　　　　　（並木保育所２階））
・内　容　子どもの遊び場の提供
　　　　　子育て相談
　　　　　情報交換ができる場所の提供
　　　　　子育て支援に関する講習会の実施

児童センター運営
事業

南平児童センター
芝児童センター
戸塚児童センター

62299 67257

おやこの遊びひろ
ば事業

38026 37479

- 16 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　つどいの広場事業、子育て支援総合コーディネー
ト事業及び利用者支援事業を実施する。乳幼児を持
つ保護者と子どもが気軽に集い、子育て支援に係る
相談、情報共有ができる場を提供し、子育て支援機
能の充実を図る。

子ども育成課

（２８年度事業実績）
・実施日　午前９時～午後５時１５分
　　　　　（祝日・年末年始・リリア休館日
　　　　　（子育てサポートプラザのみ）
　　　　　　は除く。）
・場　所　子育てサポートプラザ（川口総合
　　　　　文化センターリリア２階）
　　　　　子育てサポートプラザ「子育てひろ
　　　　　ばポッポ 」(ＳＲ鳩ヶ谷駅地下１階)
・内　容　子育て支援総合コーディネーターの
　　　　　配置
　　　　　子育て講座・講習会の開催
　　　　　つどいの広場
　　　　　子育て相談
　　　　　子育て情報コーナー
　　　　　子育てサポーター養成講座（子育て
　　　　　サポートプラザ）
　　　　　ファミリー・サポート・センター
　　　　　との連携

（２９年度事業予定）
・実施日　午前９時～午後５時１５分
　　　　　（祝日・年末年始・リリア休館日
　　　　　（子育てサポートプラザのみ）
　　　　　　は除く。）
・場　所　子育てサポートプラザ（川口総合
　　　　　文化センターリリア２階）
　　　　　子育てサポートプラザ「子育てひろ
　　　　　ばポッポ 」(ＳＲ鳩ヶ谷駅地下１階)
・内　容　子育て支援総合コーディネーターの
　　　　　配置
　　　　　子育て講座・講習会の開催
　　　　　つどいの広場
　　　　　子育て相談
　　　　　子育て情報コーナー
　　　　　子育てサポーター養成講座（子育て
　　　　　サポートプラザ）
　　　　　ファミリー・サポート・センター
　　　　　との連携

子育てサポートプ
ラザ事業

54778 57576
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　地域児童に健全な遊びを教え、個別・集団的に指
導し、子どもの健康を増進させ情操を豊かにすると
ともに、地域のコミュニティの拠点とし、子育て親
子の健全な育成を図る。

子ども育成課

（２８年度事業実績）
実施日　午前９時～午後６時
　　　　（日曜日は午前９時～午後５時）
　　　　（毎週火曜日、火曜日が祝日の場合は
　　　　　翌水曜日が休館。祝日、
　　　　　５月５日こどもの日は開館し、
　　　　　翌日休館。
　　　　年末年始休館(１２月２８日～１月４日)）
場　所　鳩ヶ谷武道場１階の一部分
内　容　子どもの遊び場の提供
　　　　子育て相談
　　　　情報交換ができる場所の提供
　　　　子育て支援に関する講習会の実施
こども館まつり、人形劇、もちつき、映画会、幼児
教室・工作教室・絵画教室等各種教室、図書の貸し
出し、つどいの場の提供などを実施。

（２９年度事業予定）
実施日　午前９時～午後６時（日曜日は午前９時～
午後５時）
（毎週火曜日、火曜日が祝日の場合は翌水曜日が休
館。祝日、５月５日こどもの日は開館し、翌日休
館。年末年始休館（１２月２８日～１月４日））
場所　鳩ヶ谷武道場１階の一部分
内容　子どもの遊び場の提供
　　　子育て相談
　　　情報交換ができる場所の提供
　　　子育て支援に関する講習会の実施
こども館まつり、人形劇、もちつき、映画会、幼児
教室・工作教室・絵画教室等各種教室、図書の貸し
出し、つどいの場の提供などを実施。

鳩ヶ谷こども館事
業

13770 15104
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　つどいの広場事業を実施し、乳幼児を持つ保護者
と子どもが気軽に集い、子育て支援に係る相談、情
報共有ができる場を提供することで、子育て支援機
能の充実を図る。

子ども育成課

（２８年度事業実績）
・実施日　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　　　（土曜・日曜・休日・年末年始は除く。）
・場　所　南鳩ヶ谷保育所２階の一部
・内　容　つどいの広場の開催
　　　　　子育て相談や子育て情報の提供

（２９年度事業予定）
・実施日　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　　　　　(土曜・日曜・休日・年末年始は除く。)
・場　所　南鳩ヶ谷保育所２階の一部
・内　容　つどいの広場の開催
　　　　　子育て相談や子育て情報の提供

　虐待を受けている児童をはじめとする要保護児童
を発見し、適切な支援を行うため、関係機関の連携
や支援体制の充実を図る。

子育て相談課

（２８年度事業実績）
・要保護児童対策地域協議会研修会
・要保護児童対策地域協議会代表者会議
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
・要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議
・要保護児童に関する広報・啓発

（２９年度事業予定）
・要保護児童対策地域協議会研修会
・要保護児童対策地域協議会代表者会議
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
・要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議
・要保護児童に関する広報・啓発

南鳩ヶ谷地域子育
て支援センター事
業

6647 6978

要保護児童対策地
域協議会事業

78 185
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども達が環境問題に興味を持ち、自主的に環境
保全活動ができるようにするため、児童とその保護
者を対象に見沼たんぼの四季を通じた自然環境
（鳥・動物・植物）の観察・調査を実施する。

地球温暖化対策室

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　５月１４日(土)
　　　　　　　　　　　７月　９日(土)
　　　　　　　　　　　９月１０日(土)
　　　　　　　　　　１１月１２日(土)
　　　　　平成２９年　１月１４日(土)
　　　　　　　　　　　３月１１日(土)
・場　所　見沼自然の家周辺
・対　象　小学生とその保護者
・参加者　１６６人

（２９年度事業予定）
・実施日　５、７、９、１１、１、３月の
　　　　　土曜日に各１回
・場　所　見沼自然の家周辺
・対　象　小学生とその保護者

　小・中学生を対象に、絵画作品を通じて地球温暖
化問題に対する関心を持たせ、意識の向上を図るた
めに実施する。入賞者については表彰式を実施し、
入賞作品を市役所ロビーなどに展示する。

（２８年度事業実績）
・実　施　９月
・対　象　小学３～６年生及び中学生
・表彰式　１２月１７日（土）
　　　　　於：フレンディア
・展　示　１２月本庁舎ロビー
　　　　　　１月鳩ヶ谷庁舎ロビー
・応募数　２５７点
（２９年度事業予定）
・募　集　９月
・対　象　小学３～６年生及び中学生
・表彰式　１２月を予定
・展　示　１２月 本庁舎ロビー
　　　　　　１月 鳩ヶ谷庁舎ロビー

親と子の自然環境
調査

153 182

「地球温暖化防
止」絵画コンクー
ル

138 224
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　国際規格「ＩＳＯ１４００１」のＰＤＣＡサイク
ルをモデルに「子ども一人ひとりがリーダーとな
り、日常生活において、家族とともに家庭を中心と
した環境マネジメントシステムの運用を実施するこ
とで、地域社会に環境配慮型ライフスタイルへの転
換を促す」ことを目的とした環境教育支援プログラ
ムを小学５年生を対象に実施する。

地球温暖化対策室

（２８年度事業実績）
・実施数　１，４４９人（入門編）
　　　　　　　２６２人（初級編）

（２９年度事業予定）
・対象　１，７１９人（１７校）

　環境省では、平成７年度から「こどもエコクラ
ブ」事業を通じて､子どもたちが地域の中で主体的
に環境学習や実践活動ができるよう支援しており､
本市（コーディネーター）においてもエコクラブの
登録､会員手帳･ニュｰス等の配布及び情報提供等の
支援活動をおこなっている｡

（２８年度事業実績）
・登録クラブ数　１０クラブ
・登録人数　　　　８１９人

（２９年度事業予定）
・実施日　通年
・対  象　幼児～高校生

　日常生活の中でごみとして捨ててしまっているも
のや、不用となったものをリサイクルする「リサイ
クル体験教室」を開催する。

廃棄物対策課

（２８年度事業実績）
・実施日　８月３日
・場　所　リサイクルプラザ４階
・対　象　川口市内在住・
　　　　　在学の小学生と保護者
・参加者　４２名

（２９年度事業予定）
リサイクルプラザへ実施統合

Ｋｉｄｓ’ＩＳＯ
１４０００プログ
ラム

3172 4073

こどもエコクラブ 0 0

リサイクル工作教
室

22 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　低年齢から環境問題への意識付けを目的として、
他団体の環境関連施設を見学・体験する「親子で学
ぼう環境の旅」を実施する。

廃棄物対策課

（２８年度事業実績）
・実施日　８月９日
・場　所　レンゴー㈱八潮工場
　　　　　埼玉県八潮市西袋３３０
・対　象　市内在住の小学生とその親
・参加者　４１名

（２９年度事業予定）
・実施日　８月
・場　所　未定
・対　象　市内在住の小学生とその親

　生活に身近な料理や食事を通して、温室効果ガス
削減や資源の有効利用について理解を深めていただ
くもの。

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月２３日
・場　所　リサイクルプラザ
・対　象　川口市内在住の中学生以上の方
・参加者　１１名

（２９年度事業予定）
・実施日　１０月頃予定
・場　所　未定
・対　象　川口市内在住の中学生以上の方

　親子で資源循環型社会におけるリユース（再利
用）の大切さを学んでもらうことを目的に、親子で
参加を条件とした、フリーマーケットを実施する。

リサイクルプラザ

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第４日曜日
・場　所　リサイクルプラザ
・対　象　市内在住の小・中学生と保護者
・出店数　９０店舗（２月末現在）
・販売数　４，２１１点（２月末現在）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第４日曜日
・場　所　リサイクルプラザ
・対　象　市内在住の小・中学生と保護者

朝いち親子フリー
マーケット

177

エコクッキング教
室

24 49

親子で学ぼう環境
の旅

56
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　資源循環型社会におけるリサイクルの大切さを学
んでもらうことを目的に、廃材などを活用したリサ
イクル工作教室を実施する。

リサイクルプラザ

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　８月　６日（土）
　　　　　平成２８年１２月１０日（土）
・場　所　リサイクルプラザ
・対　象　市内在住の小学生以下
　　　　　(小学３年生以下の参加は保護者付添い)
・参加者　７０名

（２９年度事業予定）
・実施日　小学生の夏休み期間等
・場　所　リサイクルプラザ
・対　象　市内在住の小学生以下
　　　　　(小学３年生以下の参加は保護者付添い)

　人材育成の観点から、将来を担う川口の子どもた
ちを対象に、お金との関わり方を通して社会や経済
の仕組みを学習する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月１７日（水）
　　　　　　　　　　　～１９日（金）
・場　所　中央ふれあい館他
・対　象　市内小学６年生
・参加者　１日目３６名、２日目３６名
　　　　　３日目３５名

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月２３日（水）
　　　　　　　　　　　～２５日（金）（予定）
・場　所　中央ふれあい館他
・対　象　市内小学６年生

　小学生を対象としたコンピューターグラフィック
ス体験教室
（１５名×１８回＝２７０名）

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月（１０講座）
　　　　　１１月（　８講座）
・場　所　ＳＫＩＰシティ映像制作研修室
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月（１０講座）
　　　　　１１月（　８講座）
・場　所　ＳＫＩＰシティ映像制作研修室
・対　象　小学生

産業労働政策課川口市子ども経済
塾

429 452

リサイクル工作教
室

映像関連普及事業
（ＣＧ教室）

3986 3986
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　「ＣＧ教室」、公募による映像ワークショップで
現在までに制作された作品を「映像作品」として広
く市民に紹介する。

産業労働政策課

（２８年度事業実績）
・制作された作品の展示放映
・SKIPシティ国際Dシネマ映画祭での展示放映
・公募によるワークショップの実施

（２９年度事業予定）
・制作された作品の展示放映
・SKIPシティ国際Dシネマ映画祭での展示放映
・公募によるワークショップの実施

　ものづくり体験教室のうち、小・中学生が参加可
能な「ものづくり」を一部に加え、ものづくりの楽
しさを体験する。

産業振興課

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月１０日（月）
　　　　　(グリーンフェスティバル開催時)
・場　所　グリーンセンター
・対　象　市内在住の小・中学生

（２９年度事業予定）
２９年度については組織改正に伴い産業振興課の市
産品フェア事業に移行。

　農作物の一部を実体験することにより、農に対す
る理解促進を図るもの。

農政課

（２８年度事業実績）
農作業：サツマイモの収穫
・実施日：平成２８年１０月３０日（日）
・場　所：川口農業塾研修用農地
・対　象：市内在住の親子
　　　　　（幼児から小学６年生までと保護者）
・参加者：１５組４７人

（２９年度事業予定）
農作業：サツマイモの植え付け及び収穫
・実施日：(植え付け)平成２９年　５月２８日(日)
　　　　　(収　　穫)平成２９年１１月　５日(土)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１日(日)
・場　所：川口農業塾研修用農地
・対　象：市内在住の親子
　　　　　（幼児から小学６年生までと保護者）

ＣＧ教室制作作品
上映委託事業

1,200 1,200

かわぐち技能フェ
スタ

2,017 0

さつまいもの植え
付け・収穫体験

26 40
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年育成事業として、農業体験、竹・木・つ
る・実等の自然素材を使った物づくりの活動や自然
体験を通して、親子で自然に親しみ楽しみながら学
ぶ場を提供する。

グリーンセンター

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月２～３回土・日開催
・場　所　グリーンセンター林間教室及び園内
　　　　　（平成２８年度３４回）
・参加者　１，０００人

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月２～３回土・日開催
・場　所　グリーンセンター林間教室及び園内

　川口市に残る貴重な自然の中を散策したり、木の
実など身近な自然の素材を使い工作する。

みどり課

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２４日（水）
・場　所　見沼自然の家
・参加者　２７人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月下旬頃
・場　所　見沼自然の家

　新生児の沐浴、授乳の手伝い、おむつ交換、新生
児室の環境整備等を行う。

医療センター庶務課

（２８年度事業実績）
・実施日　①８月１日～８月２日
　　　　　②８月４日～８月５日
・場所　　川口市立医療センター３Ｂ病棟
・対象　　川口市内在住・在学の高校生

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中
・場所　　川口市立医療センター３Ｂ病棟
・対象　　川口市内在住・在学の高校生

子どもネイチャー
教室

0 0

自然ふれあい教室 36 36

高校生パパ・ママ
体験学習

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

  水道ポスター募集を通じて、子どもたちに水の大
切さを理解してもらうとともに、その作品を一般に
紹介することにより、市民の水道事業に対する理解
と協力を得ることを目的として実施する。
　優秀者には表彰を行い、展示会を開催する。

水道総務課

（２８年度事業実績）
・テーマ　「水道」からイメージするもの
         平成２８年度水道週間スローガン
　　　　　「じゃ口から安心とどけ未来まで」から
　　　　　イメージするもの
・応募数　２８校　２，０００名

（２９年度事業予定）
・募　集　４月募集開始
・対　象　市内小学４年生
・表彰式　水道局５階大会議室
・展示会　市役所本庁舎ロビー　アトリア

  夏休みを利用し、小学生とその保護者を対象に水
道に関し学ぶ機会を提供することを目的に学習会を
実施する。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月４日（木）
・場　所　大久保浄水場・草木ダム
・対　象　川口市内在住の小学生及びその保護者
・参加者　６１名

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中１日間
・内　容　ダム・浄水場の見学（借上げバス）
・対　象　市内在住の小学生及びその保護者
・参加費　無料
・募　集　広報紙、ＨＰ等による

　放課後等に子供たちが安全で安心して活動できる
場を設け、小学生を対象に文化活動やスポーツ、勉
強等の多様な学習機会を提供する。

生涯学習課

（２８年度事業実績）
・実施教室数　　２１ヶ所
　　　　　　　　（２０小学校、１公民館）
・延べ開催日数　４３７日
・延べ参加者数　２１，３９０人

（２９年度事業予定）
・実施教室数　　２３ヶ所（２３小学校）
・延べ開催日数　約４５０日
・延べ参加者数　約２３，０００人

水道ポスターコン
クール

307 462

水道学習事業「水
の学習会」

319 357

放課後子供教室 23189
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　成人としての自覚と責任や、自主自立の心を高め
るとともに、友人との再会で成人となったことをお
互い祝い励ます。

生涯学習課

（２８年度事業実績）
・実 施 日　平成２９年１月９日（祝・月）
・場    所　川口総合文化センター　リリア
　　　　　　川口西公園　リリアパーク
・対象者数　男２，９２２人　女２，８７３人
　　　　　　計５，７９５人
・参加者数  男１，７４１人　女１，７４４人
　　　　　　計３，４８５人

（２９年度事業予定）
・実 施 日　平成３０年１月８日（祝・月）
・場    所　川口総合文化センター　リリア
　　　　　　川口西公園　リリアパーク
・対 象 者　平成９年４月２日
　　　　　　～平成１０年４月１日までに
　　　　　　出生した市内在住の男女

子ども大学かわぐ
ち

　小学４～６年生の児童を対象とし、大学のキャン
パス等を会場に、大学教授や地域のプロフェッショ
ナルが、子どもの「なぜ」にやさしくこたえる講義
を行う。

437 437

（２８年度事業実績）
・実　 施　 日　１０月　８日(土)
　　　　　　　　　　　１５日(土)
　　　　　　　　　　　２３日(日)
　　　　　　　　１１月１２日(土)
　　　　　　　　　　　２０日(日)
　　　　　　　　全５回
・場　　　　所　埼玉学園大学等
・延べ参加者数  ２４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　　　９月～１１月予定
・場  所        埼玉学園大学等
・対  象　　　　川口市内在住の
　　　　　　　　小学校４～６年生

はたちの集い 11480 11480
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　日常生活では学べない団体行動での大切なことや
お互いの親睦をはかる。

南平公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月１７日（日）
・場　所　南平公民館
・人　数　６６人　（外　スタッフ約５０人）

（２９年度事業予定）
・実施日　７月１６日（日）
・場　所　南平公民館
・人　数　１００人　（外　スタッフ約５０人）

　正しい字の書き方を学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２１日（木）～２３日（土）
　　　　（３日間）
・場　所　南平公民館
・人　数　４０人　（延べ１０６人）

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２１日（金）～２３日（日）
　　　　（３日間）
・場　所　南平公民館
・人　数　４０人　（延べ１２０人）

　クリスマスの行事のなかで合唱やゲームをしなが
ら子どもたちの健全育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１１日（日）
・場　所　南平公民館
・人　数　２３人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１０日（日）
・場　所　南平公民館
・人　数　３０人

　地区内非行防止事業

（２８年度事業実績）
・実施日　夏休み期間中
・場　所　地区内
・人　数　のべ８５５人
（青少年対策室報告分）

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中
・場　所　地区内
・人　数　のべ１，０００人

子どもペン習字教
室

41 40

子どもクリスマス
会

31 30

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0

たのしい子どもひ
ろば

134 140
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子どもの居場所学習事業 南平公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月～３月（月１回、８月を除く）
・場　所　南平公民館
・人　数　８０人（登録１１人中、７割参加）
・講　師　ボランティア

（２９年度事業予定）
・実施日　５月～３月（月１回、８月を除く）
・場　所　南平公民館
・人　数　１１０人（登録１１人）
・講　師　ボランティア

　子ども向けの映画を上映する。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月２３日（金）
・場　所　南平文化会館
・人　数　１５７人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月２３日（土）
・場　所　南平文化会館
・人　数　３００人

　年度総会　委員間の情報交換

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２１日（木）
・場　所　南平公民館
・人　数　２８人
（内　訳　委員２６人、事務局２人）

（２９年度事業予定）
・実施日　７月４日（火）
・場　所　南平公民館
・人　数　３５人
（内　訳　委員３３人、事務局２人）

　放課後等の時間帯を有意義に過ごすため、地域の
人の協力を得た学習を行う。（囲碁・将棋道場）

新郷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　隔週日曜日
・場　所　新郷公民館　講座室２号
・対　象　小・中学生
・参加者　２６３名（３月末現在）

（２９年度事業予定）
・実施日　隔週日曜日
・場　所　新郷公民館　講座室２号
・対　象　小・中学生

子どもの居場所学
習事業

0 0

86 123

南平公民館地区
青少年育成協議会
総会

0 30

小学生ペーパー
アート教室

0 0

子ども映画上映会
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　七夕まつりを通じて、子どもたちに日本古来の季
節伝統行事を語り継ぐとともに青少年の健全育成を
図り、併せて明るい社会づくりに寄与する。

新郷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２日（土）
・場　所　新郷公民館
・対　象　地区内の幼児・児童及び保護者
・参加者　２５００名

（２９年度事業予定）
・実施日　７月１日（土）
・場　所　新郷公民館
・対　象　地区内の幼児・児童及び保護者

　水の怖さを知り、水難事故を未然に防ぐ。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２６日
・場　所　新郷スポーツセンター　プール
・対　象　小学３～６年生
・参加者　１１名

（２９年度事業予定）
・新郷スポーツセンター改修のため未実施

　料理作りを通じ、親子いっしょに楽しみ、学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月６日
・場　所　新郷公民館　料理実習室、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室
・対　象　小学生の親子
・参加者　１８名

（２９年度事業予定）
・実施日　８月５日
・場　所　新郷公民館　料理実習室、
・対　象　小学生の親子

道具作りを通して科学の楽しさを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月１９日
・場　所　新郷公民館　ホール、講座室１号
・対　象　小学生
・参加者　３４名
（２９年度事業予定）
・実施日　８月１８日
・場　所　新郷公民館　ホール、講座室１号
・対　象　小学生

夏休み！親子料理
教室

10 10

夏休み！小学生科
学教室

0 0

七夕まつり（新郷
南公民館と共催）

130 130

着衣水泳教室
（新郷南公民館と
共催）

10 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ドッヂビーを通じて親子のふれあいの場を提供す
る。

新郷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１２日
・場　所　新郷スポーツセンター　体育館
・対　象　親子２２０人
・参加者　２１８名

（２９年度事業予定）
・実施日
・場　所　※未定
・参加者

　青少年育成に関する事業の企画立案及び執行につ
いて協議。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月３日
・場　所　新郷公民館
・人　数　２１人
・参加者　１８名

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２日
・場　所　新郷公民館
・人　数　２１人

　青少年の健全育成を目的として、講師による講演
を行い、健全育成の促進を図る。

(２８年度事業実績）
・実施日　１１月２７日
・場　所　新郷南公民館　ホール
・対　象　育成委員等　１００人
・参加者　２５名

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月２６日
・場　所　新郷公民館　　　視聴覚室
・対　象　育成委員等　１００人

新郷公民館地区青
少年育成協議会総
会

38 50

地区青少年健全育
成研修会（新郷南
公民館と共催）

6 10

親子ふれあいドッ
ヂビー大会（新郷
南公民館と共催）

69 80
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ボランティア講師の協力により、工作や折り紙な
どを通じて、地域の仲間作りや、親子のふれあいの
場を提供する。

神根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第２土曜日（８月を除く）
　　　　　１０時～１１時３０分
・場　所　神根公民館　講座室
・対　象　小学生及び小学生の親子
・参加延べ人数１０６人（全１１回）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２土曜日（８月を除く）
　　　　　１０時～１１時３０分
・場　所　神根公民館　講座室
・対　象　小学生及び小学生の親子

　夏休みに科学工作や実験を通じて、科学に対する
理解や研究心を育む。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２８日(木)～２９日(金)　２日間
・場　所　神根公民館　会議室
・対　象　小学生
・参加人数　５７人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２７日、２８日　２日間
・場　所　神根公民館　会議室
・対　象　小学生

　青少年育成事業の一環として、子ども対象の無料
講座や、模擬店、チャレンジコーナーなどを催し、
地域の仲間作りや、多世代の交流の場を提供する。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２４日（日）（参加人数４９５人）
　　　　  ２月２６日（日）（参加人数５００人）
　　　　　９時３０分～１３時
・場　所　神根公民館　ホール、会議室ほか
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　８月第４日曜、２月第４日曜
　　　　　９時３０分～１３時
・場　所　神根公民館　ホール、会議室ほか
・対　象　小学生

子どもおもしろ科
学教室

48 48

わくわく子ども広
場

117 140

神根っ子広場 22 22
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　料理講師の指導の下で、子どもたちのみで調理を
行い、協調性や積極性を学ぶと同時に、地域の子ど
もたちの交流の場を提供する。

神根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第４土曜日
　　　　　９時３０分～１１時３０分
・場　所　神根公民館　料理室
・対　象　小学２～６年生
・参加延べ人数　１７１人（３月未実施）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第４土曜日
　　　　　９時３０分～１１時３０分
・場　所　神根公民館　料理室
・対　象　小学２～６年生

　公民館利用団体の管理の下、ピンポンによる多世
代の交流や、地域の子どもたちの交流の場を提供す
る。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週水曜日　１５時～１７時
　　　　　（８月を除く）
・場　所　神根公民館　ホール
・対　象　小学生
・参加延べ人数４３人（３月８日現在）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週水曜日　１５時～１７時
　　　　　（８月を除く）
・場　所　神根公民館　ホール
・対　象　小学生

　神根公民館地区の子どもたちの健全育成を目標に
事業や、研修会を開催する。

（２８年度事業実績）
・神根ブロック公民館青少年健全育成研修会
　２月１７日（土）午後１時３０分～３時３０分
　講師：スクールカウンセラー・
　　　　ガイダンスカウンセラー・
　　　　学校心理士　　佐藤　千恵子
　参加人数：５３人（神根東公民館にて実施）
・わくわく子ども広場実施会議（年２回）

（２９年度事業予定）
・神根ブロック公民館青少年健全育成研修会
　実施日　　未定
　場　 所　　神根公民館
・わくわく子ども広場実施会議（年２回）

ふれあいピンポン 22 22

青少年育成研修会 0 10

子ども料理教室 88 96
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　少年少女の健全育成及び体力の向上 西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月２２日　少年ソフトボール
　　　　　７月　３日　少女ソフトバレーボール
・場　所　三領運動場及び西公民館
・対象者　地区内小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　４月２３日　少年ソフトボール
　　　　　７月　２日　少女ソフトバレーボール
・場　所　三領運動場及び西公民館
・対象者　地区内小学生

　少年少女の健全育成及び体力の向上

（２８年度事業実績）
・実施日　少年ソフトボール（中止）
　　　　　３月５日　少女ソフトバレーボール
・場　所　西スポーツセンター
・対象者　三公民館地区内小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　９月２３日　少年ソフトボール
　　　　　３月　４日　少女ソフトバレーボール
・場　所　三領運動場　西スポーツセンター
・対象者　三公民館地区内小学生

　熊手市における青少年の非行を未然に防止する。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１２月１９日
・場　所　　飯塚氷川神社周辺

（２９年度事業予定）
・実施日　　１２月１９日
・場　所　　飯塚氷川神社周辺
　ものづくり(料理)を通して青少年の健全育成を図
る。

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月２２日
・場　所　　西公民館料理実習室
・対象者　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月未定
・場　所　　西公民館料理実習室
・対象者　　小学生

三公民館少年少女
スポーツ大会

50 50

熊手市巡回補導 16 20

夏休み子供料理教
室

13 20

少年少女スポーツ
大会

70 70
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

子供工作教室 　伝承していきたい「手遊び」を中心に、日本の四
季折々の行事などを体験させ、情操を育てる。

216 216 芝公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月(毎月第２土曜日　１２回)
・場　所　芝公民館　図書室
・対　象　小学生
・参加者　１０３人（延べ人数）

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月(毎月第２土曜日　１２回))
・場　所　芝公民館　図書室
・対　象　小学生
・参加者　未定

子ども料理教室 　食の大切さを学ぶ 12 10

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２９日(金)
・場　所　芝公民館　料理室・日本間１・２号
・対　象　小学生
・参加者　２５人

（２９度事業予定）
・実施日　７月２８(金)
・場　所　芝公民館　料理室・日本間１・２号
・対　象　小学生
・参加者　募集人数　２５人

夏季バスハイク 　自然を楽しみ、仲間と楽しい一日を過ごし、かつ
異年齢交流により協調性、自主性、道徳性を育む。

130 130

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２３日(火)
・場　所　群馬県前橋市　押し花手作り体験ほか
・対　象　小学生
・参加者　２６人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月２２日（火）
・場　所　未定
・対　象　小学生
・参加者　募集人数　２５人
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子どもたちがスポーツを通じて親睦を図り、協調
性と健全な心を養う。

80 80 芝公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月２０日(日)
・場　所　芝スポーツセンター
・対　象　小学生
・参加者　約２００人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１９日(日)
・場　所　芝スポーツセンター
・対　象　小学生
・参加者　約２００人
　放課後における余暇の過ごし方を友達やサークル
の大人と一緒に学ぶ。

前川公民館

（２８年度事業実績）
・工　作　全１５回開催
・参加者　１０１人（２月末日現在）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２・４水曜日（全１８回）
・場　所　前川公民館　講座室１・２号
・対　象　小学生

　スポーツを通して社会のルールや協調性を養う。

（２８年度事業実績）
・卓球　　　　　全１０回開催
　　　　　　　　参加者１７３名(２月末日現在）
・バドミントン　全１０回開催
　　　　　　　　参加者１９５名(２月末日現在）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２土曜日（全１０回）
・場　所　前川公民館　体育ホール
・対　象　小学生

　スポーツを通じてコミュニケーションを図り、助
け合い、努力することを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２４日
・場　所　前川公民館　体育ホール
・対　象　地区小学生
・参加者　１８０名
・競　技　ソフトバレーボール

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２３日
・場　所　前川公民館　体育ホール
・対　象　地区小学生
・競　技　ソフトバレーボール

少年少女スポーツ
大会

子ども居場所づく
り教室（工作）

64 72

子ども開放教室
（卓球・バドミン
トン）

120 120

少年少女スポーツ
大会
（地区青少年育成
協議会・地区レク
リエーション協会
共催事業）

77 65
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ケーキを作ることの楽しさを実感し、共同作業を
通して協調性を修得する。

前川公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１７日
・場　所　前川公民館　料理実習室
・対　象　小学３～６年生
・参加者　２１名

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１６日
・場　所　前川公民館　料理実習室
・対　象　小学３～６年生

　前年度の事業及び決算の報告。今年度の事業計画
及び予算について説明。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月１０日
・場　所　前川公民館　視聴覚室
・参加者　１６名

（２９年度事業予定）
・実施日　６月９日
・場　所　前川公民館　視聴覚室

　青少年を取り巻く環境と社会情勢を題材として、
講演会形式による研修を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１８日
・場　所　前川公民館　体育ホール
・参加者　１８０名

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　未定

　菓子を作ることの楽しさを実感し、共同作業を通
して協調性を修得する。

新規（２９年度事業予定）
・実施日　１１月２５日
・場　所　前川公民館　料理実習室
・対　象　小学３～６年生

子どもお菓子作り
教室

10

子どもクリスマス
ケーキ作り教室

6 10

前川公民館地区
青少年育成協議会
総会

3 3

前川地区青少年健
全育成研修会
（前川南公民館と
共催）

31 20
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　親子で自然に親しみ、共有の時間を持つことに
よって絆を深めるとともに、他家族ともふれあい、
親交を深める。

安行公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年４月２３日
・場　所　船橋海浜公園
・対　象　地区在住の親子
・参加者　１３４人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年６月１０日
・場　所　船橋海浜公園
・対　象　地区在住の親子
・参加者　未定

　地域の子ども達に、スポーツに親しむ機会を与
え、これを通して健全な育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２４日（日）
・場　所　安行スポーツセンター
・対　象　地区在住の親と子
・参加者　１１４名

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月２３日（日）
・場　所　安行スポーツセンター
・対　象　地区在住の親と子
・参加者　未定

　小学生夏休み期間中に、子ども達が科学の体験を
通じて知識・想像力を養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月４日～５日
・場　所　安行公民館
・対　象　市内在住の児童
・参加者　３１人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月３日～４日
・場　所　安行公民館
・対　象　市内在住の児童
・参加者　４０人

夏休み科学教室 16 20

親子バスツアー
（安子連開催）

100 100

少年少女スポーツ
大会

41 50
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　地区子ども会が中心となり、夏休み期間中に子ど
も達がものづくりの体験を通じて知識等を養う。

安行公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月２０日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　５３人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月１９日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　未定

　小中学生による料理作り、材料から調理し、料理
作りの大変さ、楽しさを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月１９日～２０日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　１９人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月１８日～１９日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　２０人

　小中学生による、自分たちで材料からクリスマス
ケーキを作り楽しさ、大変さを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月２３日（水）
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　１２人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１２月２３日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区在住の児童
・参加者　２０人

子どもクリスマス
ケーキ作り教室

7 10

手作り工作教室
（安子連）

未定 未定

夏休み子ども料理
教室

19 20
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　地区の小学生の書初めの展示 安行公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年２月１日～２月２８日
・場　所　安行公民館
・対　象　安行小学校・慈林小学校の生徒
・参加者　６９５人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年２月
・場　所　安行公民館
・対　象　安行小学校・慈林小学校の生徒
・参加者　未定

　青少年健全育成のための事業・予算等についての
協議、情報交換等を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２２日（金）
・場　所　安行公民館
・対　象　地区青少年育成協議会委員
・参加者　１４人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月２１日（金）
・場　所　安行公民館
・対　象　地区青少年育成協議会委員
・参加者　未定

　子ども達の健全育成の為に、家庭、学校、社会か
ら考えるをテーマに専門講師による公演会を開催。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年２月５日（日）
・場　所　安行東公民館
・対　象　地区青少年育成協議会委員及び
　　　　　小中学生の親
・参加者　３６人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年２月４日
・場　所　安行公民館
・対　象　地区青少年育成協議会委員及び
　　　　　小中学生の親
・参加者　未定

地区青少年健全育
成研修会

0 20

書初め展 40 40

安行公民館地区青
少年育成協議会総
会

2 5
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　少年少女がスポーツを通じて親睦を図ることによ
り、健全な心を養う。

西川口公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２６日(日)
・場　所　仲町小学校　グラウンド、体育館
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２５日(日)
・場　所　仲町小学校　グラウンド、体育館
・対　象　小学生

子ども将棋教室 　将棋を通じて考える力を養うとともに、子ども達
の相互の親睦を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　５月２５日(水)～７月２７日(水)
・場　所　西川口公民館　日本間２号
・対　象　小学生

子ども卓球広場 　卓球のルールを通じて子ども達の親睦を深める。

（２９年度事業予定）
・実施日　５月２０日(土)～７月２９日(土)
・場　所　西川口公民館　ホール
・対　象　小学生

　子ども達が料理を通じて親睦を図るとともに料理
に興味を持たせ、家庭での手伝いをする一助とす
る。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月４日(木)・８月５日(金)
・場　所　西川口公民館　料理実習室
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　８月３日(木)・４日(金)
・場　所　西川口公民館　料理実習室
・対　象　小学生

少年少女スポーツ
大会

35 50

4 7

子ども料理教室 6 7
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども達に工作を通じて物を作る楽しさを知って
もらう。

西川口公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２３日(火)・２５日（木）・
　　　　　　　２６日(金）
・場　所　西川口公民館　講座室
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　８月
・場　所　西川口公民館　講座室
・対　象　小学生

　西・西川口・横曽根公民館地区の少年達ソフト
ボールを通じて親睦を図ることにより、健全な心を
養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　　９月２２日(祝・木)
　予備日　１０月１０日(祝・月)
・場　所　三領運動場
・対　象　小学生
※雨天のため中止・予備日も雨天のため中止

（２９年度事業予定）
・実施日　９月２３日(祝・木)
・場　所　三領運動場
・対　象　小学生

　参加者同士の交流を深めながら、お菓子作りの楽
しさを知る。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月３日（土）
・場　所　西川口公民館　料理実習室
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月２日(土)・３日(日)
・場　所　西川口公民館　料理実習室
・対　象　小学生

子ども工作教室 7 7

三公民館地区少年
ソフトボール大会

25 35

子どもお菓子作り
教室

0 7
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ゲーム等の遊びを通じて地区の子どもたち相互の
親睦を図る。

西川口公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１０日(土)
・場　所　仲町小学校　体育館
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月
・場　所　仲町小学校　体育館
・対　象　小学生

　西川口・横曽根・西公民館地区の少女たちが、ソ
フトバレーボールを通じて親睦を図ることにより、
健全な心を養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　３月５日(日)
・場　所　西スポーツセンター
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　３月４日(日)
・場　所　西スポーツセンター
・対　象　小学生

　バスで施設見学に行き、社会勉強をする。 青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２８年７月３日（日）
・見学先　　さがみ湖リゾート
　　　　　　「プレジャーフォレスト」

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成２９年７月２日（日）
・見学先　　葛西臨海水族園・日本科学未来館

　公民館で活動しているクラブ員が講師となって、
青木中学校で各種教室を開催する。

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２９年２月２３日(火）
・会　場　　青木中学校

（２９年度事業予定）
・実施日　　未　定
・会　場　　青木中学校・青木公民館

学校地域交流事業 11 未定

子どもクリスマス
会

30 30

三公民館地区少女
ソフトバレーボー
ル大会

35 35

夏のお楽しみ施設
見学会

1117 未定
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年育成委員を中心に日常生活の中で地域の青
少年に声をかけを行い非行防止、事故防止を図る。
夏休みを強化期間として取り組む。

青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２８年７月２１日～８月３１日
・会　場　　青木地区内

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成２９年７月～８月
・会　場　　青木地区内

　平成２７年度事業報告及び収支決算報告・平成２
８年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
の審議。

（２８度事業実績）
・実施日　　平成２８年５月２６日
・会　場　　青木公民館

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成２９年５月２５日
・会　場　　青木公民館

　青少年育成委員を対象に、研修会を開催。

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２９年２月２５日（土）
・会　場　　上青木公民館

（２９年度事業予定）
・実施日　　未　定
・会　場　　未　定

　子どもたちに遊びの場を提供するとともに、遊び
ながら卓球の楽しさを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　　４月～７月、９月～３月
　　　　　　第２、４（土）計２０回

（２９年度事業予定）
・実施日　　４月～７月、９月～３月
　　　　　　第２、４（土）　計２０回

青木・上青木地区
青少年健全育成研
修会

0 未定

子どもの居場所学
習事業
　　（子ども卓球
教室）

80 80

愛のひと声・あい
さつ運動

0 未定

青少年育成協議会
総会

6 未定
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子どもたちに遊びの場を提供するとともに、遊び
ながら折り紙の楽しさを学ぶ。

青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月～６月、９月～２月
　　　　　第３（土）
　　　　　計８回

（２９年度事業予定）
・実施日　５月～６月、９月～２月
　　　　　第３（土）
　　　　　計８回

　親子で楽しく料理を作る。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２３日

（２９年度事業予定）
・実施日　７月

　受験用でない身近な英語をゲーム等を使って慣れ
親しむ。

49 50 幸栄公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　６月～７月
・場　所　栄町公民館
・対　象　小学２～４年生
・参加者　２２名

（２９年度事業予定）
・実施日　　６月～７月
・場　所　幸栄公民館
・対　象　小学２～４年生

　親子で陶芸に親しむ。芸術を通じて感性を磨く。 93 100

（２８年度事業実績）
・実施日　７月～８月
・場　所　栄町公民館
・対　象　小学生以上の子どもを持つ親子
・参加者　２０名（１０組）

（２９年度事業予定）
・実施日　７月～８月
・場　所　幸栄公民館
・対　象　小学生以上の子どもを持つ親子

親子料理教室 20 20

英語であそぼう！

親子陶芸教室

子どもの居場所学
習事業
（子ども折り紙教
室）

80 80
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　親子で菓子作りを学ぶ。 26 30 幸栄公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月２２日（土）
・場　所　栄町公民館
・対　象　小学生以上の子どもを持つ親子
・参加者　２０名（１０組）

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１６日（土）・２３日（土）
・場　所　幸栄公民館
・対　象　小学生以上の子どもを持つ親子

親子クッキング教室 　親子で料理を楽しむ。 0 0

（２８年度事業実績）
・実施日　実施せず。
・場　所
・対　象
・参加者　２０名（１０組）

（２９年度事業予定）
・実施日　３月実施予定
・場　所　幸栄公民館
・対　象　小学生以上の子どもを持つ親子

　地域社会で声を掛け合い青少年を非行から守る。 0 0

（２８年度事業実績）
・実施日　７月
・場　所　川口駅東口

（２９年度事業予定）
・実施日　７月
・場　所　川口駅東口

　「地域の子供は地域で守り育てる」のスローガン
のもとに青少年を非行から守る。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月～８月
・場　所　幸栄地区内

（２９年度事業予定）
・実施日　７月～８月
・場　所　幸栄地区内

親子お菓子作り教
室

夏休み青少年非行
防止キャンペーン

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　祭りの中で、青少年健全育成の指導を行う。 0 0 幸栄公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１５日（月）
・場　所　川口神社周辺
・参加者　２０名

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１５日（火）
・場　所　川口神社周辺

　幸栄地区連合町会主催の体育祭において、児童が
太鼓を披露。

0 55

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月１６日（日）
・場　所　幸町小校庭
・参加者　７０名

（２９年度事業予定）
・実施日　１０月１５日（日）
・場　所　本町小校庭

　幸町小校庭で児童が、テントで１泊し、防災体験
をする。

67 32

（２８年度事業実績）
・実施日　９月２６日（土）・２７日（日）
・場　所　幸町小校庭

（２９年度事業予定）
・実施日　９月２３日（土）・２４日（日）
・場　 所　幸町小学校

　事業報告・収支決算・役員（案）・事業計画
（案）・予算（案）についての審議。

2 2

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１２日（木）
・場　所　栄町公民館
・参加者　２０名

（２９年度事業予定）
・実施日　５月１１日（金）
・場　所　幸栄公民館

おかめ市街頭補導

子ども太鼓

防災キャンプ

総会
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　おかめ市街頭補導・青少年育成功労者賞等の推薦
についての審議。

2 2 幸栄公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１６日（水）
・場　所　栄町公民館
・参加者　１８名

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１５日（水）
・場　所　幸栄公民館

　週５日制対応として、土曜日にミニテニスを学
ぶ。

上青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　毎月第２・４土曜日
　　　　　　（７月、８月は除く）
　　　　　　月２回（１０月、１２月は１回）
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　年間延べ１３０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　毎月第２・４土曜日
　　　　　　（８月・３月は除く）
　　　　　　月２回（１２月は１回）
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　年間延べ２５０人
　　　　　　（各回約１５人）

　上青木地区（６町会・１自治会）合同による子ど
も運動会

（２８年度事業実績）
・実施日　　５月１５日（日）
・場　所　　上青木小学校　校庭
・人　数　　３６０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　５月１４日（日）
・場　所　　上青木小学校　校庭
・人　数　　３６０人

子ども居場所づく
り事業
ミニテニス教室

36 36

上青木地区子ども
運動会

19 25

会議
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　上青木地区（６町会・１自治会）合同によるドッ
ヂボールの練習

上青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　６月１８日、２５日(土)
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　延べ２８６人

（２９年度事業予定）
・実施日　　６月１７日、２４日(土)
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　延べ３００人

　上青木地区（６町会・１自治会）合同によるドッ
ヂボール大会

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月３日(日)
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　２３６人

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月２日(日)
・場　所　　上青木公民館　体育ホール
・人　数　　２４０人

　陶芸を通して親子のコミュニケーションを深め
るとともに、陶芸についての関心や興味を育成
する。

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月２３日(土)
　　　　　　８月　６日(土)
　　　　　　８月２８日(日)
・場　所　　上青木公民館　会議室３号・陶芸場
・人　数　　１３２人

（２９年度事業予定）
・実施日　　夏休み期間中
・場　所　　上青木公民館　会議室３号・陶芸場
・人　数　　１３５人

少年少女スポーツ
大会

0 30

夏休み親子陶芸教
室

24 24

楽しい遊び教室
(ドッヂボール)

29 54
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　上青木地区（６町会・１自治会）合同によるラジ
オ体操

上青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月３１日（日）
・場　所　　上青木中学校　校庭
・人　数　　３００人

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月３０日（日）予定
・場　所　　上青木中学校　校庭
・人　数　　３００人

　地域の小学生を対象に、ゲーム等で町会の枠を超
えた子ども同士の交流を促し、健全な青少年育成を
図る。

・実施日　　８月２１日（日）
・場　所　　上青木公民館　会議室３号他
・人　数　　３７０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　８月２０日（日）
・場　所　　上青木公民館　会議室３号他
・人　数　　３７０人

　上青木地区（６町会・１自治会）合同による親子
防災訓練。

（２８年度事業実績）
・実施日 　 １０月２３日（日）
・場　所    上青木小学校　校庭
・人　数　　２００人

（２９年度事業予定）
・実施日 　 １０月２２日（日）
・場　所    上青木小学校　校庭
・人　数　　２００人

　上青木地区（６町会・１自治会）合同による郷土
かるたの練習。

（２８年度事業実績）
・実施日 　 １１月１９日、２６日、
　　　　　　１２月　３日、
・場　所　　上青木公民館コミュニティホール
・人　数　　３８０人

（２９年度事業予定）
・実施日 　 １１月１８日、２５日、
　　　　　　１２月　２日(土)
・場　所    上青木公民館　コミュニティホール
・人　数　　３８０人

子ども公民館祭り 34 25

親子防災訓練 0 0

楽しい遊び教室
（郷土かるた）

21 30

夏休み合同
ラジオ体操

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　上青木地区（６町会・１自治会）合同による
郷土かるたの大会

上青木公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　１月１５日（日）
・場　所　　上青木公民館　コミュニティホール
・人　数　　３４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１月１４日（日）
・場　所　　上青木公民館　コミュニティホール
・人　数　　３４０人

　地域児童が、高齢者との交流を図ることにより、
思いやりの心を育んでいくことを目的とする。

並木公民館

（２８年度事業実績）
実施日　６月１１日
場　所　並木公民館　多目的ホール
参加者　３７４名

（２９年度事業予定）
予定日　６月中旬
場　所　並木公民館　多目的ホール
対　象　小学生、高齢者

　調理技術を学び、他の学年との児童と交流をし、
楽しみながら食事をする。

（２８年度事業実績）
実施日　８月２日～８月５日（全２回）
場　所　並木公民館　料理実習室
参加者　３１名（小学生高学年のみ）

（２９年度事業予定）
実施日　８月上旬（全２回）
場　所　並木公民館　料理実習室
参加者　小学生全学年対象

郷土かるた大会
上青木地区大会

0 0

三世代ふれあいま
つり

60 60

夏休み子ども料理
教室

50 50
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ものづくりを通して、色々な発想、工夫を育んで
いく。

並木公民館

（２８年度事業実績）
実施日　７月２６日～２７日（全２回）
場　所　並木公民館　講座室
参加者　小学生　２０名

（２９年度事業予定）
実施日　７月２６日～２７日（全２回）
場　所　並木公民館　講座室
参加者　小学生

　楽しくおおらかに、子どもなりの芸術心を育んで
いく。

（２８年度事業実績）
実施日　８月３日、５日（全２回）
場　所　並木公民館　会議室
参加者　未就学児およびその保護者１５名

（２９年度事業予定）
実施日　８月３日、４日（全２回）
場　所　並木公民館　講座室
参加者　未就学児およびその保護者

　スポーツ活動を通じて、集団生活を学ぶ。

（２８年度事業実績）
実施日　１０月３０日
場　所　並木小学校
参加者　小学生　約１００名

（２９年度事業予定）
実施日　１０月下旬
場　所　並木小学校
参加者　小学生

　地区内における青少年事業の運営企画会議

（２８年度事業実績）
実施日　７月１６日
場　所　並木公民館　会議室

（２９年度事業予定）
実施日　７月１６日
場　所　並木公民館　会議室

子どもアートひろ
ば

15 20

夏休み子ども工作
教室

30 30

少年少女スポーツ
大会

0 10

青少年育成協議会
会議
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　多種楽器演奏による生の音楽を鑑賞することによ
り、児童の健全育成を図ると共に情操を伸ばす。

戸塚公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　年４回（６・１０・１２・３月）
・場　所　戸塚公民館　ホール
・参加者　４４６人（延べ）

（２９年度事業予定）
・実施日　年４回（６・１０・１２・３月）
・場　所　戸塚公民館　ホール

　戸塚地区内の少年少女が、親しみ易いソフトドッ
チを通して、楽しみながら仲間をづくり広げ、児童
の健全育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月１７日（日）
・場　所　戸塚榎戸公園
・対　象　小学生
・参加者　９６０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月１６日（日）
・場　所　戸塚榎戸公園
・対　象　小学生

　戸塚地区の青少年が中心になって、クリスマスイ
ベントを企画運営をし、自主化活動等を体験、実銭
ををすることにより、青少年の育成及び地域の活性
化を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月１１日（日）
・場　所　戸塚公民館
・対　象　小学生
・参加者　６５０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１２月１０日（日）
・場　所　戸塚公民館
・対　象　小学生

クリスマスこども
フェステバル

50 50

戸塚ふれあいコン
サ－ト

100 100

地区少年少女スポ
－ツ大会（とづか
ソフトドッチ大
会）

233 220
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　戸塚地区の青少年を一同に会し、「彩の国２１世
紀郷土かるた」の協議を通して仲間づくりを広げる
と共に、埼玉県を理解し郷土愛を高めることを願
い、青少年の健全育成に寄与する。

戸塚公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年１月１５日（日）
・場　所　戸塚公民館
・対　象　小学生
・参加者　約５００人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年１月１４日（日）
・場　所　戸塚公民館
・対　象　小学生

　地域の大人の協力により、子ども同士の連係や子
どもと大人の異年齢交流を促進する。

芝南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２８年６月１９日（日）
・場　所　　芝南小学校（校庭）
・参加者　　延べ２２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成２９年６月１８日（日）
・場　所　　芝南小学校（校庭）

　バドミントンの技術を学ぶことはもとより、ス
ポーツを通して、子どもたち同志の交流を深める。

（２８年度事業実績）
・実施日　　平成２９年１月　８日（日）
・場　所　　芝南小学校（体育館）
・参加者　　１００人

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成３０年１月　７日（日）
・場　所　　芝南小学校（体育館）

子どもバドミント
ン大会

79 79

郷土かるた地区大
会

179 180

少年少女スポーツ
大会

153 153
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年育成協議会に係わる実施事業の企画立案検
討会議

芝南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　４月２０日（水）
・場　所　芝公民館
・参加者　７人
・実施日　平成２８年１０月　５日（水）
・場　所　芝公民館
・参加者　７人

（２９年度事業予定）
・実施日　　平成２９年　４月１９日（水）
・場　所　　芝公民館
・実施日　　平成２９年１０月　４日（水）
・場　所　　芝公民館

　非行防止・事故防止を図るため、青少年育成委員
を中心に地区全体で年間を通じて取り込む。（特
に、夏休みは強化月間）

（２８年度事業実績）
・実施日　年間を通じて
・場　所　芝南地区内
・対　象　育成委員、育成推進員、町会役員等

（２９年度事業予定）
・実施日　年間を通じて
・場　所　芝南地区内
・対　象　育成委員、育成推進員、町会役員等

　青少年育成協議会の総会

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月１９日（木）
・場　所　芝公民館
・参加者　２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年５月１８日（木）
・場　所　芝公民館

青少年育成協議会
総会

12 12

青少年育成協議会
育成部長会議

12 12

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　小学生を対象とし、絵画をとおして子どもの健全
育成を図る。

48 朝日公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２１日、２２日
　　　　　　　　　　　　２８日、２９日
　　　　　　　　　　８月　４日、　５日(全６回)
・場　所　朝日公民館　講座室
・対　象　小学生
・参加者　２５人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月～８月(全６回)
・場　所　朝日公民館　講座室
・対　象　小学生

　小学生を対象とし、子どもの健全育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年９月　７日、１４日
　　　　　　　　　　　　２１日、２８日(全４回)
・場　所　朝日公民館　日本間１・２号
・対　象　小学生
・参加者　２５人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年９月(全４回)
・場　所　朝日公民館　日本間１・２号
・対　象　小学生

　地区青少年育成協議会主催のなわとび大会

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月３日（土）
・場　所　十二月田小学校　体育館
・対　象　十二月田・朝日西小学校の在学生
・参加者　１８４人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１２月上旬
・場　所　朝日西小学校　体育館
・対　象　十二月田・朝日西小学校の在学生

朝日子ども絵画教
室

48

朝日子ども
おはなしシアター

49 50

地区少年・少女ス
ポーツ大会

100 140
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　書道を通じて地区内の和を広げ、文化の振興に寄
与する。

朝日公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年１月８日、２２日
・場　所　朝日公民館
・対　象　小・中学生
・参加者　５５人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年１月７日、２１日
・場　所　朝日公民館
・対　象　小・中学生

愛のひと声・あい
さつ運動（夜間パ
トロール）

  青少年育成委員を中心に日常生活の中で地域の青
少年に声かけを行い、非行防止、事故防止を図る。
（夜間パトロール）

3 7

（２８年度事業実績）
・実 施 日　平成２８年８月４日（木）
・実施団体　７町会、３自治会
・場　　所  朝日公民館地区内
・参 加 者  ３２人

（２９年度事業予定）
・実 施 日　平成２９年８月上旬
・実施団体　７町会、３自治会
・場　　所  朝日公民館地区内

　青少年育成委員による会議。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月６日(水)
・場　所　朝日公民館　会議室
・参加者　１８人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月５日(水)
・場　所　朝日公民館　会議室
・参加者　　　人

　親子間の交流をおおいに深める。また、自然に親
しみ環境保護の意識を高める。

根岸公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　５月７日(土)
・場　所　　川口自然公園　他
・対　象　　地区内小学生及びその保護者
・参加者　　１４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　５月１３日(土)
・場　所　　川口自然公園　他
・対　象　　地区内小学生及びその保護者

新春書き初め席書
大会

102 50

青少年育成協議会
会議

4 6

親子歩け歩け大会 43 43
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども間のコミュニケーションを図り、協調性や
責任感等を養い、豊かな情操を育む。

根岸公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　６月１９日(日)
・場　所　　根岸体育館
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　２１３人

（２９年度事業予定）
・実施日　　６月１８日(日)
・場　所　　根岸体育館
・対　象　　地区内小学生

　スポーツマンシップを養い、スポーツに対する意
識を高揚させるとともに、地域行事に参加すること
により、大人社会とのコミュニケーションを図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１０月１０日（祝）
・場　所　　根岸小学校
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　１５０人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１０月８日（日）
・場　所　　根岸小学校
・対　象　　地区内小学生

　スポーツを通じて、体力向上・チームワークなど
豊かな情操を育む。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１１月１３日（日）
・場　所　　根岸小学校
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　９１人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１１月１２日（日）
・場　所　　根岸小学校
・対　象　　地区内小学生

子供レクリエー
ション

0 20

地区体育祭 0 0

子供スポーツレク
リエーション

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　文化に対する意識の高揚を図る。社会教育の意義
を学ぶ。

根岸公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　１１月５日（土）・６日（日）
・場　所　　根岸公民館・根岸体育館
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　１００人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１１月４日（土）・５日（日）
・場　所　　根岸公民館・根岸体育館
・対　象　　地区内小学生

　毛筆に親しみながら、書道文化を継承する。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１月８日（日）
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　５２人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１月７日（日）
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　地区内小学生

　｢かるた｣という伝統文化を継承しながら、楽しみ
ながら郷土埼玉について学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１月２２日（日）
・場　所　　根岸体育館
・対　象　　地区内小学生
・参加者　　９６人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１月２１日（日）
・場　所　　根岸体育館
・対　象　　地区内小学生

地区文化祭 0 0

新春子供書き初め
大会

17 30

彩の国２１世紀郷
土かるた根岸地区
大会

24 25
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　夏休みを利用してオリジナルの作品作りを体験
し、手作りの楽しさを体感してもらう。

根岸公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月２７日（水）～７月２９日（金）
　　　　　　８月　３日（水）～８月　５日（金）
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　市内小学生
・参加者　　６１人

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　市内小学生

　クリスマスに役立つ料理とお菓子づくり体験を通
じて、共同作業と料理マナーを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　　１２月１１日（日）、１７日（土）
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　小学生
・参加者　　延べ　４２人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１２月
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　小学生

　各町会子供会代表者との定例会議

（２８年度事業実績）
・実施日　　毎月第２水曜日
・場　所　　根岸公民館
・参加者　　延べ　７２人

（２９年度事業予定）
・実施日　　毎月第２水曜日
・場　所　　根岸公民館

　前年度の事業及び決算の報告。今年度の事業計画
及び予算の承認。

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月１５日（金）
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　地区青少年育成委員
・参加者　　１６人

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月
・場　所　　根岸公民館
・対　象　　地区青少年育成委員

地区子供育成連絡
協議会

0 0

青少年育成協議会
総会

0 0

子ども工作教室 50 30

子ども料理教室 32 32

- 60 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　家庭や地域が一体となって青少年の健全育成に対
しての理解を深め、家庭の教育力向上及び青少年育
成委員の意識向上を図る。

根岸公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　２月１７日（金）
・場　所　　神根東公民館
・対　象　　地区内一般
・参加者　　３人

（２９年度事業予定）
・実施日　　２月
・場　所　　神根公民館
・対　象　　地区内一般

　スポーツを通じて、正しい集団行動と望ましい社
会道徳を身につけさせると共に、青少年の健全育成
を図る。

領家公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２６日（日）
・場　所　東領家小学校　運動公園、体育館
・人　数　２００人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月１１日（日）
・場　所　東領家小学校　運動公園、体育館
・人　数　２００人

　子どもを自然に親しませ、集団宿泊活動を通じて
規律・共同奉仕･友愛の精神をかん養し、心身とも
に健全なる育成を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２０日(土)・２１日（日）
・場　所　茨城県常陸太田市
・人  数　１００人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月１９日(土)・２０日（日）
・場　所　茨城県常陸太田市
・人  数　１００人

神根ブロック公民
館地区青少年健全
育成研修会

0 2

夏季少年・少女ス
ポーツ大会

4 4

サマーキャンプ 56 56
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　日常生活の変容等、地域社会における正しい集団
生活と望ましい社会道徳を身に付けさせるととも
に、青少年の健全育成を図る。

領家公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月６日（日）
・場　所　領家小学校　グランド
・人　数　３００人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月５日（日）
・場　所　領家小学校　グランド
・人　数　３００人

　スケート教室の行事を通じて、スポーツ・集団行
動を学び、スケートをしながら子どもの健全育成を
図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１９日(日)・２６日(日)
・場　所　グリーンセンター　スケート場
・人　数　２７７人

（２９年度事業予定）
・実施日　２月１８日(日)・２５日(日)
・場　所　グリーンセンター　スケート場
・人　数　２４０人

　スポーツを通じて、正しい集団行動と望ましい社
会道徳を身につけさせると共に、青少年の健全育成
を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　３月５日(日)
・場　所　東領家小学校　運動公園
　　　　　東スポーツセンター
・人　数　２００人

（２９年度事業予定）
・実施日　３月４日(日)
・場　所　東領家小学校　運動公園
　　　　　東スポーツセンター
・人　数　２００人

アイススケート教
室

25 25

春季少年・少女ス
ポーツ大会

10 10

領子連フェスティ
バル

15 15
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　映画により豊かな情操を育む。 領家公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月５日(土)
・場　所　領家公民館　ホール
・人　数　６１人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月４日(土)
・場　所　領家公民館　ホール
・人　数　７０人

　青少年育成委員を中心に日常生活の中で地域の青
少年に声かけを行い、非行防止、事故防止を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月～８月
・場　所　領家地区

（２９年度事業予定）
・実施日　７月～８月
・場　所　領家地区

　公民館地区の青少年対策についての会議

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１８日（水）
・場　所　領家公民館

（２９年度事業予定）
・実施日　５月１７日（水）
・場　所　領家公民館

　スポーツを通して規則正しい集団活動と社交性を
養う。

芝西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２４日(日)
・場　所　芝西公民館　体育ホール
・対　象　小学３年～６年生
・参加者　２００人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２３日(日)
・場　所　芝西公民館　体育ホール
・対　象　小学３年～６年生

愛のひと声、あい
さつ運動

0 0

領家公民館地区青
少年育成協議会総
会

0 0

少年少女スポーツ
大会

28 28

子ども映画会 0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　親子で工作を学ぶ 芝西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２１日(日)
・場　所　芝西公民館　駐車場
・対　象　小学生の親子・中学生
・参加者　１５０人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月２０日(日)
・場　所　芝西公民館　駐車場
・対　象　小学生の親子・中学生

　料理を習得すると共に、学年を超えた集団活動と
社交性を養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　①１１月２６日
　　　　　②１２月　３日
　　　　　③　　　１０日
・場　所　芝西公民館　料理実習室
・対　象　小学３年～６年生
・参加者　①３４人②３３人
　　　　　③３４人　　計１０１人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月　（未定）
・場　所　芝西公民館　料理実習室
・対　象　小学３年～６年生

　地域との交流を深めると共に、子どもの居場所を
確保する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年４月～平成２９年３月
・場　所　芝西公民館　体育ホール
・対　象　小学生
・参加者　４０６人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年４月～平成３０年３月
・場　所　芝西公民館　体育ホール
・対　象　小学生

夏休みこども工作
教室

57 57

子ども料理教室 20 20

こどもの居場所学
習事業

7 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　公民館地区の青少年対策についての会議 芝西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２８日
・場　所　芝西公民館　会議室
・対　象　青少年育成委員
・参加者　１７人

（２９年度事業予定）
・実施日　５月　（未定）
・場　所　芝西公民館　会議室
・対　象　青少年育成委員

　少年少女スポーツ大会開催についての会議。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月１６日(木)
・場　所　芝西公民館　会議室
・対　象　青少年育成委員

（２９年度事業予定）
・実施日　６月　（未定）
・場　所　芝西公民館　会議室
・対　象　青少年育成委員

　子ども達に遊びの場所を提供するとともに、遊び
ながら卓球の楽しさを学ぶ。

芝北公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月（８月は除く）
・場　所　芝北公民館ホール
・参加者　３２５人

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月（８月は除く）
・場　所　芝北公民館ホール

　理科の実験や観察を通じ、科学に対する興味を高
める。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２１日・２２日
・場所　　芝北公民館ホール
・参加者　６０人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２５日・２６日
・場所　　芝北公民館ホール

子ども科学教室 51 58

青少年育成協議会
総会

4 5

少年少女スポーツ
大会会議

0 0

子ども居場所事業
(子ども卓球事業)

56 95
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども達に遊びの場所を提供すると同時に昔なが
らの楽しさを体験する。

芝北公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１２日・１３日
・場所　　芝北公民館
・参加者　７１人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１１日・１２日
・場所　　芝北公民館
　柳崎小学校ブラスバンド部が放課後や夏休みを利
用して練習してきた成果を、地区文化祭で発表する
ことで、音楽の楽しさをより一層深める。

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１３日
・場所　　芝北公民館
・参加者　２５人
（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１２日
・場所　　芝北公民館ホール

　子ども同士（他の町会間）の親睦を図り、スポー
ツの楽しさを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月２７日
・場所　　柳崎小学校 グランド・体育館
・参加者　２３人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月２６日
・場所　　柳崎小学校 グランド・体育館

　楽しく料理を作ることで、食の大切さを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月２５日・３月１１日
・場所　　芝北公民館料理実習室
・参加者　３８人

（２９年度事業予定）
・実施日　２月予定
・場所　　芝北公民館料理実習室

少年少女スポーツ
大会

46 40

子ども料理教室 29 34

文化祭子ども広場 15 30

柳崎小学校ブラス
バンド演奏会

0 20
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども達に遊びの場所を提供すると同時に昔なが
らの折り紙の楽しさを体験する。

芝北公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月～３月
・場所　　芝北公民館講座室
・参加者　１２８人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月～３月
・場所　　芝北公民館講座室

　日本の伝統である茶道を体験することで、日本文
化を学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１１日
・場所　　芝北公民館日本間１号
・参加者　１１１人

（２９年度事業予定）
・実施日　５月９日
・場所　　芝北公民館日本間１号

　公民館地区の青少年対策についての会議

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２３日
・場所　　芝北公民館会議室
・参加者　１１人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２２日
・場所　　芝北公民館会議室

　公民館地区の小学生を対象に、北スポーツセン
ター体育館を開放し、バドミントン・卓球の楽しみ
を学んでもらう。

神根西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日
・会　 場　北スポーツセンター
・人　 数　２１６人（延べ）

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日
・会　 場　北スポーツセンター体育館
・人　 数　３００人（延べ）

茶道体験教室 10 10

芝北公民館地区青
少年育成協議会総
会

2 2

小学生バドミント
ン・卓球広場

30 12

子ども折り紙教室 36 39
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　小学生を対象とし、木工作、パン作り、科学体
験、料理体験を通じ、作ることの楽しさを学びなが
ら知る。

神根西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２日（火）から５日（金）
・会　 場　神根西公民館料理実習室等
・人　 数　３０人（延べ１１６人）

（２９年度事業予定）
・実施日　８月１日（火）から４日（金）
・会　 場　神根西公民館料理実習室等
・人　 数　３０人

　公民館地区の小学生を対象に、町会の子供会等の
枠を超えて、芋掘りを通じ、協調性を養い、収穫の
喜びを知る。

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月６日（日）
・会　場　北スポーツセンター付近の畑
・人　数　１０８人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月５日（日）
・会　場　北スポーツセンター付近の畑
・人　数　１２０人

　前年度の事業及び決算報告。今年度の事業計画及
び予算の承認。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２６日（火）
・場　所　北スポーツセンター特別会議室
・人　数　７人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月
・場　所　北スポーツセンター特別会議室
・人　数　１５人

　前年度の事業及び決算報告。今年度の事業計画及
び予算の承認。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２６日（火）
・場　所　北スポーツセンター特別会議室
・人　数　７人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月
・場　所　北スポーツセンター特別会議室
・人　数　１５人

神根西公民館地区
青少年育成協議会
総会

0 0

夏休み子供体験教
室

38 35

小学生芋掘り大会 44 61

青少年育成協議会
総会

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　家庭や地域が一体となって青少年の健全育成に対
して理解を深め、家庭の教育力向上及び青少年育成
委員の意識向上を図る。

神根西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１７日（金）
・場　所　神根東公民館

（２９年度事業予定）
・実施日　２月
・場　所　神根東公民館

 卓球を通じて大人と子どもたちとのふれあいの場
を作り、子育て意識の向上を図る。

40 40 芝富士公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　４月１３日(水)～３月８日(水) ２０回
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生
・参加者　延べ約４８０名

（２９年度事業予定）
・実施日　４月１２日(水)～３月１４日(水)２０回
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生

　ものづくりの学習を通じ、子どもたちの創造力を
育むとともに異学年間の交流を図る。

83 83

（２８年度事業実績）
・実施日　８月９日(火)午前・午後（科学実験）
　　　　　１１月２６日（土）料理
　　　　　１２月１０日（土）手品
・場　所　芝富士公民館　ホール・料理室
・対　象　地域内の小学生（参加者延べ１０３名）

地区
青少年
育成協

40

地区
青少年
育成協

50

（２９年度事業予定）
・実施日　８月、１１月、１２月
・場　所　芝富士公民館　ホール・料理室
・対　象　地域内の小学生

地区
青少年
育成協

40

地区
青少年
育成協

40

青少年健全育成研
修会

0 2

わんぱく卓球

子どもものづくり
教室
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　夏休みの期間を利用し、木工工作の体験教室を開
催し、子どもたちの創作力を育むとともに異学年間
の交流を図る。

35 35 芝富士公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月１８日(木)
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生
・参加者　４７名

地区
青少年
育成協

30

地区
青少年
育成協

35

（２９年度事業予定）
・実施日　８月
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生

　地域社会で声をかけあい、あいさつを交わす習慣
を身につけ、青少年を非行から守り、芯の強い青少
年を育てる。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１７日（土）
・場　所　芝富士町会内及び和楽備神社周辺
　　　　　（おかめ市開催）
・参加者　１３名

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１７日（日）
・場　所　芝富士町会内及び和楽備神社周辺
　　　　　（おかめ市開催）

　参加した小学生の異学年間の交流を図り、協調性
を養う。

80 100

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１７日(土)
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生
・参加者　３１名

地区
青少年
育成協

76

地区
青少年
育成協

95

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月
・場　所　芝富士公民館ホール
・対　象　地域内の小学生

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0

クリスマスお楽し
み会

子ども木工工作教
室
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　七夕まつりを通じて、子ども達に日本古来の季節
伝統行事事を語り継ぐとともに、青少年の健全育成
を図り併せて明るい社会づくりに寄与する。

新郷南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月２日（土）
・場　所　　新郷公民館
・対　象　　地区内の幼児・児童及び保護者
・参加者　　２，５００人

（２９年度事業予定）
・実施日　　７月１日（土）
・場　所　　新郷公民館
・対　象　　地区内の幼児・児童及び保護者

　子どもたちが非行に走らないように、地域で声を
かけて予防する。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月～８月
・場　所　新郷地区内全域

（２９年度事業予定）
・実施日　７月～８月
・場　所　新郷地区内全域

七夕まつり（新郷
公民館と共催）

80 100

愛の一声・あいさ
つ運動

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

子ども着衣水泳教
室　　（新郷公民
館と共催）

　水難事故に備え、着衣のまま浮く体制を覚え身を
守る方法を学ぶ。

19 0 新郷南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２６日（火）
・場　所　新郷スポーツセンター　プール
・対　象　小学生３年～６年
・参加者　１１人

（２９年度事業予定）
　新郷スポーツセンター耐震補強工事のため事業な
し

　食生活に興味を持ち、家庭内において自ら進んで
食事を作る、若しくはお手伝いが出来る子を育成す
る。

32 0

（２８年度事業実績）
・実施日　８月１８日（木）
・場　所　新郷南公民館　料理実習室
・対　象　小学４年生～小学６年生
・参加者　２０人
（２９年度事業予定）
　公民館耐震補強工事のため事業なし

　ドッヂビーを通じて親子のふれあいの場を提供す
る。

75 0

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１２日（日）
・場　所　新郷スポーツセンター　体育館
・対　象　地区内の小学生と親
・参加者　２１８名

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　未定
・参加者　未定

　一年間の事業計画及び決算報告と年次度の事業計
画及び予算報告。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月１８日（土）
・場　所　新郷スポーツセンター　研修室
・対　象　青少年育成委員
・参加者　２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月下旬予定
・場　所　新郷公民館
・対　象　青少年育成委員

親子ふれあいドッ
ヂビー大会（新郷
公民館と共催）

子ども料理教室

新郷南公民館地区
青少年育成協議会
総会

31 40
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　家庭や地域が一体となって、青少年の健全育成に
対しての理解と認識を深め、家庭・地域の教育力向
上を図る。

新郷南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月２７日（日）
・場　所　新郷南公民館　２Fホール
・対　象　新郷地区青少年育成協議会委員
・参加者　２５人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月２７日
・場　所　新郷公民館　視聴覚ホール
・対　象　新郷地区青少年育成協議会委員

　文化活動をとおして、異年齢間、地域住民との交
流をはかる。

前川南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　作って遊ぼう広場：４～３月
　　　　　第２木曜日
・場　所　会議室
・対　象　小学生（幼児は保護者同伴）
・参加者　４８人

（２９年度事業予定）
・実施日　作って遊ぼう広場：４～３月
　　　　　第２木曜日
・場　所　会議室
・対　象　小学生(幼児は保護者同伴)

　団体競技を通して、協調性や積極性を養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月３日
・場　所　前川南グランド
・対　象　地区内の小学生
・参加者　５３人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２日
・場　所　前川南グランド（雨天：前川南公民館）
・対　象　地区内の小学生

地区少年少女ス
ポーツ大会

37 35

青少年健全育成研
修会　（新郷公民
館と共催）

12 50

子どもの居場所学
習事業

22 22
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子ども同士のコミュニケーションをはかると共
に、協調性や責任感を養い、豊かな情操を育む。

前川南公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２５日
・場　所　ＭＯＶＩＸ川口
・対　象　地区内の小学生
・参加者　４３人

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　未定
・対　象　地区内の小学生

　郷土を題材としたカルタ遊びを通して、郷土愛を
育む。

（２８年度事業実績）
・実施日　１月１５日
・場　所　前川南公民館　日本間
・対　象　地区内小学生
・参加者　３６人

（２９年度事業予定）
・実施日　１月
・場　所　前川南公民館　日本間
・対　象　地区内小学生

　青少年育成に関する事業の企画・立案および執行
についての会議。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月１４日
・場　所　前川南公民館　会議室
・参加者　６人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月予定
・場　所　前川南公民館　会議室

　青少年を取り巻く環境と社会情勢を題材として、
講演会形式による研修を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１８日
・場　所　前川公民館　視聴覚室
・参加者　１８０人

（２９年度事業予定）
・実施日　２月
・場　所　前川公民館

前川南公民館地区
青少年育成協議会
総会

2 2

前川地区青少年健
全育成研修会（前
川公民館と共催）

13 13

子どもレクリエー
ション
（地区青少年育成
協議会主催）

35 30

子どもカルタ大会
（地区青少年育成
協議会主催）

24 20
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子どもと本と出会いの場を提供するお話会 前川南公民館

（２８年度事業実績）
　なし

（２９年度事業予定）
・実施日　８月２０日
・場　所　前川南公民館　日本間
・対　象　小学生、幼児(保護者同伴可)

　乳製品を利用した調理実習を体験することにより
栄養バランスと調理について学ぶ。コミュニケー
ション能力を育む。

朝日東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月４日（日）
・場　所　朝日東公民館　料理室・講座室
・対　象　小学生
・参加者　２１人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年夏休み
・場　所　朝日東公民館　料理室・講座室
・対　象　小学生

　育成会での模擬店、バザーに地区委員及び保護者
と子どもが運営・参加し、地域の異世代との交流を
図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月２８日（日）
・場　所　朝日東公民館
・対　象　公民館地区市民等
・参加者　延べ５５０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２８年８月２７日（日）
・場　所　朝日東公民館
・対　象　公民館地区市民等

子ども料理教室 6 6

育成会バザー 0 0

夏休みお話会 0 12
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ミニバスケットボールを通して技術の向上、参加
者同士のコミニケーションの醸成およびスポーツマ
ナーの理解を図る。

朝日東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日【第１期】
    平成２８年　５月　７日（土）、２１日（土）
                ６月１１日（土）、２５日
                ７月２３日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生
・参加者　延べ１０７人

・実施日【第２期】
　　平成２８年　１０月１日（土）、１５日（土）
　　　　　　　　１１月５日（土）、１９日（土）
　　　　　　　　１２月３日（土）、１７日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生
・参加者　延べ１３５人

・実施日【第３期】
　　平成２９年　２月１８日（土）、２５日（土）
　　　　　　　　３月　４日（土）、１１日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生
・参加者　延べ１０５人

（２９年度事業予定）
・実施日　【第１期】
　　平成２９年　５月　６日（土）、２０日（土）
　　　　　　　　６月１０日（土）、２４日（土）
　　　　　　　　７月　８日（土）、２２日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生

・実施日　【第２期】
　　平成２９年１０月　７日（土）、２１日（土）
　　　　　　　１１月１１日（土）、１８日（土）
　　　　　　　１２月　２日（土）、１６日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生

・実施日　【第３期】
　　平成３０年　２月１７日（土）、２４日（土）
　　　　　　　　３月　３日（土）、１０日（土）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学校４年～６年生

ミニバス教室 90 96
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　映画を鑑賞することにより、豊かな情操を育む。 朝日東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　８月１８日（木）
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　小学生及び幼児親子
・参加者　１１人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年夏休み
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　小学生及び幼児親子

子ども工作教室 　工作を通して創造の楽しさを学ぶ。 16 16

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　８月１９日（金）
　　　　　　　　　　　　　２６日（金）
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　小学生
・参加者　延べ１５人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年夏休み
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　小学生

　文化祭での子ども広場、演芸大会等に地区委員及
び保護者と子どもが運営、参加して日頃の活動の成
果を発表する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月２９日（土）
　　　　　　　　　　１０月３０日（日）
・場　所　朝日東公民館及び朝日東小学校校庭
・対　象　公民館地区市民等
・参加者　１，０００人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１１月　４日（土）
　　　　　　　　　　１１月　５日（日）
・場　所　朝日東公民館及び朝日東小学校校庭
・対　象　公民館地区市民等

夏休み子ども映画
会

0 0

地区文化祭 0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　公民館から西新井大師まで徒歩での参詣を行い、
地域の異世代との交流を図る。

朝日東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　２８年　１月８日（日）
・場　所　朝日東公民館から西新井大師
・対　象　公民館地区市民等
・参加者　延べ２０５人

（２９年度事業予定）
・実施日　２８年　１月　７（日）
・場　所　朝日東公民館から西新井大師
・対　象　公民館地区市民等

　剣道を体験し、参加者とのコミュニケーション醸
成及び礼儀作法・武道精神の理解を目的とする。

（２８年度事業実績）
・実施日
　　平成２８年５月　７日（土）、１４日（土）
　　　　　　　　　２１日（土）、
　　　　　　　６月　４日（土）
・場　所　朝日東小学校　体育館
・対　象　小学１年～５年生
・参加者　延べ６０人

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　朝日東小学校　体育館
・対　象　小学１年～５年生

　ソフトバレーボールを通してチームスポーツの楽
しさ、チームワークの大切さ等を体験する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２９年　２月１２日（日）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対　象　小学生
・参加者　２１０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成３０年　２月１０日（日）
・場　所　朝日東公民館　体育ホール
・対象　　小学生

剣道教室 22 24

少年少女スポーツ
大会

0 0

新春歩け歩け大会 0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　公民館地区青少年育成委員（１９名）による地区
青少年の健全育成を目的とする会議。

朝日東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年６月１０日（金）
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　地区青少年育成委員
・参加者　１６人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年６月９日（金）
・場　所　朝日東公民館　講座室
・対　象　地区青少年育成委員

　公民館地区青少年育成委員（主に町会青少年部）
によるスポーツ大会の運営のかかる会議。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月　２日（金）
　　　　　平成２９年　２月　２日（木）
・場　所　朝日東公民館　会議室１
・対　象　地区青少年育成委員

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１２月　１日（金）
　　　　　平成３０年　２月　１日（木）
・場　所　朝日東公民館　会議室１
・対　象　地区青少年育成委員

少年少女スポーツ
大会指導者会議

0 0

朝日東公民館地区
青少年育成協議会
会議

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

花見大会 　花見観賞で自然と触れ合って感受性を高め、グラ
ンドゴルフと　ティーボール競技等を行い、地区の
交流を深める。

10 10 神根東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　４月２・３日
・場　所　江川グランド
・対　象　小学生、一般
・参加者　８０人

（２９年度事業予定）
・実施日　４月１・２日
・場　所　江川グランド
・対　象　小学生、一般

バドミントンひろ
ば（子ども居場所
学習事業）

　土曜日の午前中、公民館のホールを開放し、小学
生にバドミントンで楽しんでもらい、日ごろの運動
不足の解消や友達とコミュニケーションを図る機会
の場として活用してもらう。

34 0

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月（毎週土曜日）
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月（第１、３土曜日）
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

少年少女スポーツ
大会

　ドッジボールを楽しみ、地区の親睦を図る。 30 20 神根東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　６月１９日
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生
・参加者　１０８人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月１８日
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生

親子お菓子作り教
室

　親子でお菓子作りを楽しみコミュニケーションを
図る。

8 8

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２８日
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生の親子
・参加者　１７人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月２６日
・場　所　神根東公民館
・対　象　小学生の親子

神根東文化祭 　文化祭の参加を通じて、地域づくりへの関心や感
性を深めていく。

10 10

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１２・１３日
・場　所　神根東公民館
・対　象　一般
・参加者　８２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１１・１２日
・場　所　神根東公民館
・対　象　一般

筑波建築研究所
見学ツアー

　バスで館外学習に行き、地震や強風、津波、水害
などの自然災害による建築物への影響、対策をどの
ように研究されているか知識を学ぶ。

0 53

（２８年度事業実績)
なし

 (２９年度事業予定）
・実施日　２月２５日
・場　所　筑波建築研究所
・対　象　小学生、青少年育成委員

- 81 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

神根東公民館地区
青少年育成協議会
総会

　事業・決算報告、事業計画（案）の承認等。 4 4 神根東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１４日
・場　所　神根東公民館
・対　象　青少年育成委員
・参加者　１２名

（２９年度事業予定）
・実施日　５月１３日
・場　所　神根東公民館
・対　象　青少年育成委員

少年少女スポーツ
大会代表者会議

　少年少女スポーツ大会開催についての会議。 2 3

（２８年度事業実績）
・実施日　５月２８日
・場　所　神根東公民館
・対　象　青少年育成委員
・参加者　１８名

（２９年度事業予定）
・実施日　５月２７日
・場　所　神根東公民館
・対　象　青少年育成委員

青少年健全育成研
修会

　家庭や地域が一体となって青少年の健全育成に対
しての理解を深め、家庭の教育力向上及び青少年育
成委員の意識向上を図る。

12 2

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１７日
・場　所　神根東公民館
・対　象　青少年育成委員、一般
・参加者　５５名

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　神根公民館
・対　象　青少年育成委員、一般

　夏休みの図工教室 芝園公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　８月２日、４日、５日
・場　所　芝園公民館　講座室
・対　象　小学生
・参加者　延３４名

（２９年度事業予定）
・実施日　８月
・場　所　芝園公民館　講座室
・対　象　小学生

夏休みこどもサ
マースクール

3 20

- 82 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　伝統芸能である日本舞踊を稽古し、地域文化祭で
発表する。

芝園公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　９月１０日・１７日・２４日
　　　　１０月　１日・　８日・１５日
　　　　　　　２２日・２９日（土曜日）
・場　所　芝園公民館　日本間
・参加者　延べ　７３　人

（２９年度事業予定）
・実施日　９月～１１月
・場　所　芝園公民館　日本間
・対　象　小学生

　親と子の工作教室

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月３日(土)
・場　所　芝園公民館　講座室
・参加者　　５人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月～２月
・場　所　芝園公民館　講座室
・対　象　小学生

　市内若しくは市外の施設等での見学学習または、
市民レクリエーション祭りへの参加など

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１０日（土）
・場　所　ふなばしアンデルセン公園（船橋市）
・対　象　小学生
・参加者　２４　人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月～２月
・場　所　市内若しくは市外
・対　象　小学生

　青少年育成事業の一環として、子どもを対象とし
たイベントに協力助成するもの

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１２日(土)、１１月１３日(日)
・場　所　芝園公民館及び公民館前広場
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１１日（土）１２日（日）
・場　所　芝園公民館及び公民館前広場
・対　象　小学生

親子工作教室
(クリスマスリース
つくり）

6 0

わくわくウオッチ
ング

116 140

芝園公民館地区文
化祭

10 10

子ども日本舞踊教
室

10 15
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　地域のふれあいを通して青少年の健全育成・非行
防止を図るための運動

芝園公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２１日(木)～８月３１日(水)
・場　所　芝園公民館
・対　象　小・中学生

（２９年度事業予定）
・実施日　７月下旬～８月
・場　所　芝園公民館
・対　象　小・中学生

　和楽備神社での酉の市に、青少年育成協議会委員
と公民館職員でこどもたちの見守りをする。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月１７日（木）
・場　所　和楽備神社
・参加者　青少年育成委員ほか

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月１７日（土）
・場　所　和楽備神社
・参加者　青少年育成委員ほか

　平成２８年度の結果報告と平成２９年度の開催事
業についての会議

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２３日（土）
・場　所　芝園公民館
・参加者　芝園公民館地区青少年育成委員　９名

（２９年度事業予定）
・実施日　７月
・場　所　芝園公民館
・参加者　芝園公民館地区青少年育成委員

　防災訓練とゲーム競技を通じて、地区内青少年の
親睦を深める。

横曽根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月２２日（日）
・場所　　荒川河川敷運動公園野球場・南町公園
・対象　　小学生
・参加者　１２３人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月４日
・場所　　未定
・対象　　小学生

地区親善子供レク
リエーション大会

42 60

愛のひと声・あい
さつ運動

0 0

酉の市街頭パト
ロール

1 5

芝園公民館地区
青少年育成協議会
会議

1 5
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　少年ソフトボール､少女ソフトバレーボール競技
を通じて、青少年の健全育成を図る。

横曽根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月３日（日）
・場所　　横曽根公民館　体育ホール(少女バレー)
          南町公園(少年ソフト)
・対象　　小学生
・参加者　１０５名

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２日（日）
・場所　　横曽根公民館　体育ホール
          南町公園
・対象　　小学生

　ジャズヒップホップダンスを通じ、一緒に踊る事
により強調性を学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２６日（火）～７月２９日（金）
・場所　　横曽根公民館　集会室
・対象　　小学生
・参加者　延べ１４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２５日（火）～７月２８日（金）
・場所　　横曽根公民館　集会室
・対象　　小学生

　料理作りを通して、共同で１つの事を行う事によ
る人とのコミニケーションを培うと共に食の大切さ
を学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　①７月３０日(土)　　②８月２０日(土)
・場所　　横曽根公民館　料理実習室
・対象　　小学生
・参加者　①２４人　　②１９人

（２９年度事業予定）
・実施日　①７月２２日(土)　　②７月２９日(土)
・場所　　横曽根公民館　料理実習室
・対象　　小学生

子ども料理教室 4 4

地区少年少女ス
ポーツ大会

38 40

子どもジャズヒッ
プホップダンス教
室

4 4
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　少年ソフトボール競技を通じて、横曽根・西・西
川口公民館地区の青少年の親睦を深める。

横曽根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　９月２２日（木）
・場所　　三領運動場
・対象　　三公民館地区内小学生
・参加者　中止

（２９年度事業予定）
・実施日　９月２３日（土）
・場所　　三領運動場
・対象　　三公民館地区内小学生

　少女ソフトバレーボール競技を通じて、青少年の
親睦を深める。

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月２３日（日）
・場所　　横曽根公民館　体育ホール
・対象　　小学生
・参加者　６４人

（２９年度事業予定）
・実施日　１０月１５日（日）
・場所　　横曽根公民館　体育ホール
・対象　　小学生

　少女ソフトバレーボール競技を通じて、横曽根・
西・西川口公民館地区青少年の親睦を深める。

（２８年度事業実績）
・実施日　３月５日（日）
・場所　　西スポーツセンター
・対象　　三公民館地区内小学生
・参加者　４２人（横曽根公民館地区）

（２９年度事業予定）
・実施日　３月４日（日）
・場所　　西スポーツセンター
・対象　　三公民館地区内小学生

　運営方法等に関する打合せ。

（２８年度事業実績）
・実施日　５月９日（木）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等
・参加者　２１人

（２９年度事業予定）
・実施日　５月１３日（土）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等

三公民館地区少女
ソフトバレーボー
ル大会

25 25

地区親善子どもレ
クリエーション大
会打合せ会議

0 0

三公民館地区少年
ソフトボール大会

25 25

横曽根公民館地区
青少年育成協議会
会長杯少女ソフト
バレーボール大会

25 25
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年に関する事業の企画立案及び執行につい
て。

横曽根公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１９日（木）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等
・参加者　２１人
（２９年度事業予定）
・実施日　５月１８日（木）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等

　運営方法等に関する打合せ。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２３日（木）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等
・参加者　７人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２２日（木）
・場所　　横曽根公民館　会議室
・対象　　地区青少年育成協議会役員等
　親子映画鑑賞会 安行東公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２８日(木)　　１９時～
・場　所　安行スポーツセンター　体育館
・演　目　「スポンジ・ボブ海のみんなが
　　　　　世界を救Ｗｏｏ！」
・参加者　１６０名

（２９年度事業予定）
・実施日　７月２７日(木)　　１９時～
・場　所　安行スポーツセンター　体育館
・演　目　未定

　フットベースボール大会

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月２０日(日）　８時３０分～
・場　所　安行スポーツセンター　野球場
・参加者　４町会　７５名

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月１９日(日)　８時３０分～
・場　所　安行スポーツセンター　野球場

地区少年少女ス
ポーツ大会打合せ
会議

0 0

親子映画鑑賞会 112 115

少年少女スポーツ
大会

25 50

横曽根公民館地区
青少年育成協議会
総会

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　児童を対象とした体験事業をおこなう。 安行東公民館

（２８年度事業実績）
「子どもミニテニス教室」
・実施日
　９月１７日（土）～２月１８日（土）
　各月土曜１回　６回実施
・参加者　延２３４人

（２９年度事業予定）
「子どもミニテニス教室」
・実施日　９月～２月　各月土曜１回　６回実施

　前年度の事業及び決算の報告。今年度の事業計画
及び予算の承認。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２３日(木)　１９時～
・場　所　安行スポーツセンター集会ホール

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２２日(木)　１９時～
・場　所　安行スポーツセンター集会ホール

　子供達の健全育成の為に、家庭、学校、社会から
考え、学ぶ機会として、地域住民に研修会を開催し
た。青少年の行動や心理、非行の現状を理解し、青
少年の健全な育成に必要な役割を認識する。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月５日（日）　１０時００分～
・場　所　安行東公民館　会議室１・２号
・講　師　山下　紘一 氏
・演　題 「人生は三つのチャ・チャ・チャ」
・参加者　３６名

（２９年度事業予定）
青少年健全育成研修会
・実施日　未定
・場　所　安行公民館　ホール
・講師等未定

　子供達が協力しあい楽しみながらパン作りを学
ぶ。

戸塚西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月２日(火)・５日(金)
・場　所　戸塚西公民館
・募　集　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月１日(火)・２日(水)
・場　所　戸塚西公民館
・募　集　小学生

子どもパン作り教
室

76 76

子どもの居場所学
習事業

11 11

安行東公民館地区
青少年育成協議会
総会

0 0

安行・安行東地区
青少年健全育成研
修会

5 25
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　科学の楽しさを学ぶ。 戸塚西公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月２４(水)・２５日(木)
・場　所　戸塚西公民館
・募　集　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月２３(水)・２４日(木)
・場　所　戸塚西公民館
・募　集　小学生

　昔話の読み聞かせ、わらべ唄などを楽しむ。

（２８年度事業実績）
毎週水曜日　図書コーナー他　幼児・小学生

（２９年度事業予定）
毎週水曜日　図書コーナー他　幼児・小学生

　ソフトドッチボール大会

（２８年度事業実績）
平成２８年７月１７日(日)戸塚第２グランド

（２９年度事業予定）
平成２９年７月１６日(日)戸塚第２グランド

　かるた大会

（２８年度事業実績）
平成２９年１月１５日（日）戸塚西公民館　小学生

（２９年度事業予定）
平成３０年１月２１日（日）戸塚西公民館　小学生

　物づくりを通して豊かな個性や創造性を養う機会
を提供する。

鳩ヶ谷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　７月２８日（木）
・場　所　鳩ヶ谷公民館
・対　象　小学生
・参加者　１５人

（２９年度事業予定）
・実 施 日　７月２７日（木）
・場　　所　鳩ヶ谷公民館
・対　　象　小学生
・予定人数　２０人

地区少年少女ス
ポーツ大会

120 120

彩の国21世紀郷土
かるた戸塚地区大
会予選

90 90

夏休み子ども工作
教室

4 4

おもしろ科学体験
教室

24 30

子どもの居場所学
習事業

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　青少年育成委員を中心に日常生活の中で地域の青
少年に声かけを行い、非行防止、事故防止を図る。

鳩ヶ谷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　　７月２９日（金）
　　　　　　８月　５日（金）
　　　　　　８月２６日（金）
・実施団体　１４団体
・参加者　　１０５人

（２９年度事業予定）
・実 施 日　７月２８日（金）
　　　　　　８月　４日（金）８月２５日（金）
・場　　所　鳩ヶ谷本町・坂下町・桜町地区
・予定人数　１４０人

　夏休みを利用し、料理を通して親子の絆を深める
と共に参加者同士の交流を図り、地域の方に公民館
に親しんでもらう。

（２８年度事業実績）
・実施日　８月１７日（水）
・場　所　鳩ヶ谷公民館
・対　象　小学生と保護者
・参加者　６組１６人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月１８日（金）
・場　所　鳩ヶ谷公民館
・対　象　小学生と保護者

　体験学習をすることによって、仲間と楽しい一日
を過ごし、情操教育の一環とする。

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月１９日（土）
・場　所　東京都足立区こども未来創造館
・対　象　小学生
・参加者　１６人

（２９年度事業予定）
・実施日　１１月
・場　所　未定
・対　象　小学生

愛のひと声、あい
さつ運動（青少年
非行防止夜間パト
ロール）

8 11

夏休み親子料理教
室

27 27

子ども体験教室 88 99
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　毎年１２月に行われる鳩ヶ谷氷川神社のおかめ市
にて、青少年の補導及び事故防止にあたる。

鳩ヶ谷公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月２３日（水）
・場　所　鳩ヶ谷氷川神社
・対　象　青少年育成委員　ほか
・参加者　１４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　１２月２３日（金）
・場　所　鳩ヶ谷氷川神社
・対　象　青少年育成委員　ほか

　前年度の事業を振り返り、今年度の事業計画等に
ついて意見交換する。

（２８年度事業実績）
・実施日　４月１日
・場　所　鳩ヶ谷公民館

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　鳩ヶ谷公民館

　前年度の事業及び決算の報告。今年度の事業計画
及び予算についての承認。

（２８年度事業実績）
・実施日　６月２２日（水）
・場　所　鳩ヶ谷公民館
・参加者　２８人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月２１日（水）
・場　所　鳩ヶ谷公民館

おかめ市開催に伴
う街頭補導

6 10

青少年育成協議会
役員会

0 0

青少年育成協議会
総会

18 5
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　学校週５日制に伴い、土、日曜日を有意義に過ご
すため、社会教育関係団体等の協力を得て、スポー
ツ活動の場を提供する。

南鳩ヶ谷公民館

（２８年度事業実績）
・実施事業名　子ども卓球教室
・実施期間　　４月～翌３月の第３日曜日、月１回
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・実施対象　　小学生

（２９年度事業予定）
・実施事業名　子ども卓球教室
・実施期間　　４月～翌３月の第３日曜日、月１回
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・実施対象　　小学生

　学校週５日制に伴い、土、日曜日を有意義に過ご
すため、社会教育関係団体等の協力を得て、スポー
ツ活動の場を提供する。

（２８年度事業実績）
・実施事業名　ワンバンドふらば～るバレー教室
・実施期間　　４月～翌３月の日曜日、年８回
・実施場所　　南鳩ヶ谷小・中居小体育館
・実施対象　　小学生

（２９年度事業予定）
・実施事業名　ワンバンドふらば～るバレー教室
・実施期間　　４月～翌３月の日曜日、年８回
・実施場所　　南鳩ヶ谷小・中居小体育館
・実施対象　　小学生

　児童の夏休みを活用し、物づくりの楽しさと完成
させた感動を味わうとともに、夏休みの宿題の一助
に供する。

（２８年度事業実績）
・事業実施名　子ども工作教室｢ロボットづくり｣
・実施期間　　８月（１回）
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・対象者　　　小学生

（２９年度事業予定）
・事業実施名　子ども工作教室
・実施期間　　８月（２回）
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・対象者　　　小学生

夏休み工作教室 26 15

子どもの居場所学
習事業（子ども卓
球教室）

32 32

子どもの居場所学
習事業（子どもワ
ンバントふらば～
るバレー教室）

25 25
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　事業報告、収支決算並びに事業計画、収支予算等
について。

南鳩ヶ谷公民館

（２８年度事業実績）
・実施事業名　総会
・実施期間　　７月１２日（火）２回
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・実施対象　　委員３３名

（２９年度事業予定）
・実施事業名　総会
・実施期間　　７月　１回
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・実施対象　　委員３３名

　南鳩ヶ谷公民館地区青少年健全育成を推進するた
め、地域の青少年の実態や青少年健全育成上の共通
の課題について研修会を通じて学ぶ。

（２８年度事業実績）
　予定なし

（２９年度事業予定）
・実施事業名　青少年育成に係る共通課題につい
ての研修会
・実施期間　　１１月頃　１回
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館　ホール
・対象者　　　協議会委員他

　児童の冬休みを活用し、物づくりの楽しさと完成
させた感動を味わうとともに、冬休みの宿題の一助
に供する。

（２８年度事業実績）
・事業実施名　子ども書初め教室
・実施期間　　１２月２３日（金）（１回）
・実施場所　　南鳩ヶ谷公民館ホール
・対象者　　　小学生

（２９年度事業予定）
　予定なし

冬休み子どもの書
初め教室

13 0

南鳩ヶ谷公民館地
区青少年育成協議
会総会

16 6

南鳩ヶ谷公民館地
区青少年健全育成
研修会

0 32

- 93 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　子どもの活動拠点（居場所）を設け、遊びながら
卓球を学び、地域住民との交流を図る。

里公民館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年４月１６日
　　　　　～平成２９年３月１１日(毎土)　１０回
・場　所　里公民館
・対　象　小学生
・参加者　１５３人

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月(土)　１０回
・場　所　里公民館

　日常生活で体験できないことを体験する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月３０日(日)
・場　所　ＪＡＬ飛行機整備工場見学
・対　象　小学生１年生～６年生
・参加者　１５人

（２９年度事業予定）
・実施日　８月
・場　所　未定

　手づくり工作に挑戦する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月２８日(日)
・場　所　里公民館
・対　象　小学生１年生～６年生
・参加者　２９人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年８月２０日（日）
・場　所　里公民館
・対　象　小学生

　小学生を対象に放課後の過ごし方の一助として、
頭脳の発育と情操教育に非常に良い影響をもたらす
囲碁教室を通年で開催する。

中央ふれあい館

（２８年度事業実績）
・実施日　通年
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　通年
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生

夏休み子ども工作
教室

2 10

子ども居場所づく
り事業
（囲碁）

100 100

子ども居場所学習
事業   (子ども卓
球教室)

20 20

子ども体験教室 50 60
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　少年・少女にみんなで行う運動のすばらしさを体
験してもらう。

25 中央ふれあい館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月１７日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生
・参加者　８０人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月１６日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生

　少年・少女に囲碁を通し、頭の体操と情操教育を
養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２１日～２４日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生
・参加者　８６人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年７月２５日～２８日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生

子ども工作教室 　夏休みを利用して工作にチャレンジしてもらう。 20

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月１１日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小学生
・参加者　４人

（２９年度事業予定）
なし

　親子で協力しながらパンを作る。 70

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年６月１９日・２６日
・場　所　中央ふれあい館
・対象者　小・中学生親子
・参加者　３１人

(２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年６月１８日・２５日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小・中学生親子

0

親子パン作り教室 52

少年・少女スポー
ツ大会

25

夏休み子ども囲碁
教室

0 20
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

親子パン作り教室
Ｐart２

　親子で協力しながらパンを作る。 中央ふれあい館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月１６日・３０日
・場　所　中央ふれあい館
・対象者　小・中学生親子
・参加者　３１人

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１０月１５日・２９日
・場　所　中央ふれあい館
・対　象　小・中学生親子

親子でパンを作ることによって、コミュニケーショ
ンを図りながら、食の大切さを学ぶ。

婦人会館

（２８年度事業実績）
なし
（２９年度事業予定）
・実施日　１１月２５日（土）
・場　所　婦人会館２Ｆ料理実習室
・対象者　親子（小学生）

　子どもの居場所学習事業として、卓球を通して、
地域住民と子どもたちの交流を図る。

青少年会館

（２８年度事業実績）
・実施日　①４月１５日(金)②５月６日(金)
　　　　　③５月２０日(金)④６月３日(金)
　　　　　⑤６月１７日(金)⑥７月１日(金)
　　　　　⑦７月１５日(金)⑧９月２日(金)
　　　　　⑨９月１６日(金)
・対象者　小学生
・場　所　青少年会館３Ｆホール兼体育室
・参加者　①　７人　②１１人　③　７人
　　　　　④１０人　⑤　８人　⑥　８人
　　　　　⑦１０人　⑧１０人　⑨１１人
　　　　　合計　延べ８２人

（２９年度事業予定）
なし

　親子でパンを作ることによって、コミュニケー
ションを図りながら、食の大切さを学ぶ。

（２８年度事業実績）
・実施日　１１月２６日（土）
・対象者　親子（小学生）
・場所　　婦人会館２Ｆ料理実習室
・参加者　２６人

（２９年度事業予定）
なし

親子パン作り教室 28 0

66 70

親子パン作り教室 0 28

小学生卓球広場 18 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市内に在住又は在学する青少年（小学生から高校
生）を対象とした自由曲形式のピアノコンクール

文化推進室

（２８年度事業実績）
・実施日　予選７月２５日（月）～２７日（水）
　　　　　本選８月　９日（火）
・会場　　リリア音楽ホール
・対象者　小学校１年生から高校３年生

（２９年度事業予定）
・実施日　予選７月２４日（月）～２６日（水）
　　　　　本選８月　９日（水）
・会場　　リリア音楽ホール
・対象者　小学校１年生から高校３年生

　平成２８年度は小学生から高校生を対象とした、
いけばな教室（ワークショップ）と成果物（生け
花）の展覧会

（２８年度事業実績）
・いけばな教室　８月５日（金）
　展示期間　　　８月６日（土）～８月７日（日）
・会場　　　　　リリア展示ホール
・対象者　　　　小学校３年生から高校３年生

（２９年度事業予定）
・民謡教室　　　８月１９日（土）
・会場　　　　　催し広場
・対象者　　　　小学校３年生から高校３年生

　市内の学校にアーティストを派遣して授業を行
う。アトリアでは発表展として授業の成果物である
生徒の作品を展示する。

（２８年度事業実績）
・実施日　１２月　３日(土)～１２月２５日(日)
・実施校　川口市立辻小学校
・来館者数　１,３６７人

（２９年度事業予定）
・実施日　１０月２８日(土)～１２月１０日(日)
・実施校　川口市立東本郷小学校

アーティスト・イ
ン・スクール

1,823 4,434

青少年ピアノコン
クール

3,180 3,180

文化芸術鑑賞事業 746 442
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市内の小・中・高校生の硬筆作品として、各校の
優秀作品ならびに県展覧会出展作・入選作を一堂に
展示します。

文化推進室

（２８年度事業実績）
・実施日　７月６日（水）～１０日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア
・来館者数　６，５７５人

（２９年度事業予定）
・実施日　７月５日（水）～９日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア

　川口市内の特別支援学級の生徒の展示発表展

（２８年度事業実績）
・実施日　　１２月９日(金)～１２月１１日(日)
・会場　　　アートギャラリー・アトリア
・来館者数　１，６５２人

（２９年度事業予定）
・実施日　　１２月１５日(金)～１２月１７日(日)
・会場　　　アートギャラリー・アトリア

　川口市内の参加中学校の美術部をはじめとする文
化部の作品を展示します。

（２８年度事業実績）
・実施日　１月３１日（日）～７日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア
・来館者数　１，４７３人

（２９年度事業予定）
・実施日　１月２８日（日）～４日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア

　市内の小・中・高校生の書きぞめ作品として、各
校の優秀作品ならびに県展覧会出展作・入選作を一
堂に展示します。

（２８年度事業実績）
・実施日　２月１０日（水）～１４日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア
・来館者数　４，６３７人

（２９年度事業予定）
・実施日　２月７日（水）～１２日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア

中学生のＡＲＴ
ＣＬＵＢ展

川口市小・中・高
校書きぞめ展覧会

川口市小・中・高
校硬筆展覧会

32 32

特別支援学級展 19 19

482

中学生
のＡＲ
ＴＣＬ
ＵＢ
展・川
口市
小・
中・高
校書き
ぞめ展
覧会、
川口の
図工美
術まな
び展

528

中学生
のＡＲ
ＴＣＬ
ＵＢ
展・川
口市
小・
中・高
校書き
ぞめ展
覧会、
川口の
図工美
術まな
び展
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　埼玉県の作品展等で受賞した特選作品、ポスター
コンクールなどの優秀作品、また授業の実践作品な
どを展示します。

文化推進室

（２８年度事業実績）
・実施日　２月２０日（土）～２月２８日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア
・来館者数　 １，４０９人

（２９年度事業予定）
・実施日　２月１７日（土）～２月２５日（日）
・会場　　アートギャラリー・アトリア

　小・中学生を対象に、地域の歴史への興味をもた
せるとともに、社会科学習の発展としての文化財資
料等を用いた体験学習を行う。

文化財課

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年４月７日(木)
　　　　　～平成２９年３月７日(火)
・場　所　各学校・文化財センター等
・参加者　４６校（小学校４６校）
　　　　　４，３９０人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により
　　　　　４～３月ごろ実施
・場　所　各学校・文化財センター等

　社会科や総合的な学習の時間等において、文化財
センター及び分館での見学・文化財資料を用いた学
習を行い、郷土歴史への興味をもたせ、学習の補
完・発展につなげることをねらいとする。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月２４日(火)
　　　　　～平成２９年２月２８日(火)
・場　所　文化財センター・郷土資料館・旧田中
　　　　　家住宅
・参加者　４２校（小学校４２校）
　　　　　３，８４５人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により
　　　　　５～３月ごろ実施
・場　所　文化財センター・郷土資料館・旧田中
　　　　　家住宅

小・中学校歴史教
室

0 0

文化財センター社
会科見学

0 0

川口の図工美術ま
なび展

482

中学生の
ＡＲＴＣ
ＬＵＢ
展・川口
市小・
中・高校
書きぞめ
展覧会、
川口の図
工美術ま
なび展

528

中学生の
ＡＲＴＣ
ＬＵＢ
展・川口
市小・
中・高校
書きぞめ
展覧会、
川口の図
工美術ま
なび展
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　中学生を対象に、生徒が学校では学ぶことができ
ない職場について知るため、文化財センターや郷土
資料館等を社会体験の場として提供する。

文化財課

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月７日(金)
　　　　　～平成２９年２月３日(金)
・場　所　郷土資料館
・参加者　６校　１９人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により
　　　　　９～２月ごろ実施
・場　所　文化財センター、郷土資料館

　小・中学生とその保護者等を対象に、勾玉づくり
等の体験学習や文化財見学会等を実施する。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２１日(木)
　　　　　　　　　～８月２６日(金)
・場　所　文化財センター・郷土資料館・旧田中
　　　　　家住宅
・参加者　８７人

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休み期間中
・場　所　文化財センター他

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日他（中央）
　　　　　第２・４金曜日他（芝北）
・場　所　中央図書館、芝北公民館
・対　象　幼児、小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日他（中央）
　　　　　第２・４金曜日他（芝北）
・場　所　中央図書館、芝北公民館
・対　象　幼児、小学生

夏休み子ども体験
教室

11 11

おはなし会
（中央図書館）
（芝北文庫）

48 48

職場体験学習の受
け入れ
（夢わーく事業）

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第１・３火曜日
・場　所　中央図書館
・対　象　２・３歳の幼児とその保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第１・３火曜日
・場　所　中央図書館
・対　象　２・３歳の幼児とその保護者

　育児中の父親に、わらべうたや絵本によって子ど
もとコミュニケーションをとる楽しさを知ってもら
うと共に、図書館に親しんでもらう。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月２３日
・場　所　中央図書館
・対　象　１歳以上小学校就学前の幼児と
          その保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　中央図書館
・対　象　１歳以上小学校就学前の幼児と
          その保護者

　選書・購入した図書を学校単位に貸し出し、学校
が読書指導や読書機会の拡大を図るための方策を講
じることで、児童・生徒に読書の習慣を身につけて
もらう。

（２８年度事業実績）
・対　象　小学校５２校　　中学校２６校
　　　　　詳細は各校と協議
・貸出数　各学校の規模により貸出

（２９年度事業予定）
・対　象　小学校５２校　　中学校２６校
　　　　　詳細は各校と協議
・貸出数　各学校の規模により貸出

お父さんと楽しむ
わらべうたと絵本
（中央図書館）

0 0

読書による人づく
り推進事業

2,500 2,500

わらべうたとえほ
んの会（中央図書
館）

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　前川図書館
・対　象　幼児、小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　前川図書館
・対　象　幼児、小学生

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第１・２・３金曜日
・場　所　前川図書館
・対　象　２歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第１・２・３金曜日
・場　所　前川図書館
・対　象　２歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第１～４土曜日他
・場　所　新郷図書館　日本間
・対  象　幼児、小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第１～４土曜日他
・場　所　新郷図書館　日本間
・対  象　幼児、小学生

おさなごのおはな
し会
(前川図書館）

70 70

おはなし会
(新郷図書館）

100 100

おはなし会
(前川図書館）

110 110
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第２・４金曜日
・場  所　新郷図書館　日本間
・対  象　２・３歳の幼児とその保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２・４金曜日
・場  所　新郷図書館　日本間
・対  象　２・３歳の幼児とその保護者

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日
・場　所　横曽根図書館　えほんのへや
・対  象　幼児、小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日
・場　所　横曽根図書館　えほんのへや
・対  象　幼児、小学生

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第３水曜日
・場  所　横曽根図書館　会議室
・対  象　１歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第３水曜日
・場  所　横曽根図書館　会議室
・対  象　１歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

おはなし会
(横曽根図書館）

106 106

わらべうたであそ
ぼう
（横曽根図書館）

24 24

絵本とわらべうた
の会
（新郷図書館）

40 40
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　戸塚図書館　おはなしのへや
・対  象　幼児、小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　戸塚図書館　おはなしのへや
・対  象　幼児、小学生

絵本とわらべうた
の会
（戸塚図書館）

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第２・４木曜日
・場  所　戸塚図書館　会議室
・対  象　２歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２・４木曜日
・場  所　戸塚図書館　会議室
・対  象　２歳から入園前の幼児と
　　　　　その保護者

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに、図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　毎週土曜日他
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　小学生

38 48

おはなし会
（鳩ヶ谷図書館）

0 0

おはなし会
(戸塚図書館）

98 112
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを親子
で楽しんでもらい、本に親しんでもらうとともに、
図書館の利用につなげる。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月第２・４金曜日
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　１歳以上の幼児とその保護者

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月第２・４金曜日
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　１歳以上の幼児とその保護者

　ストーリーテリングや絵本の読み聞かせをとおし
て子どもと本の出会いの機会を設け、本に親しんで
もらうとともに図書館の利用につなげる。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年７月２１日、１２月２２日
・場　所　芝園分室
・対　象　小学生

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　芝園分室
・対　象　小学生

　読書支援事業として、市内において子どもへの読
み聞かせを実施する方へ指導をおこなうことにより
そのよりよい活動を促進する。(読み聞かせボラン
ティア養成講座と実践講座は隔年で交互に実施)

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月　５日、１２日
　　　　　　　　　　　　　１９日
　　　　　平成２９年　１月１１日、２５日
　　　　　　　　　　　２月　１日
・場　所　中央図書館他
・対　象　市内小学校等で読み聞かせボランティア
活動をおこなっている方で、研修や講座などの受講
経験の浅い方

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　中央図書館他
・対　象　市内小学校等で読み聞かせ
　　　　　ボランティア活動をおこなっている方
　読み聞かせボランティア実践講座を実施予定

読み聞かせボラン
ティア養成講座
（中央図書館）

150 150

おはなしじゅうた
ん（鳩ヶ谷図書
館）

0 0

芝園分室おはなし
会
（芝園分室）

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　おはなし会協力員としての知識やストーリーテリ
ングの技術を深めてもらう。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年５月３０日、６月１３日
・場　所　中央図書館
・対　象　中央図書館で活動するおはなし会協力員

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年５月２９日、６月２６日
・場　所　中央図書館
・対　象　中央図書館で活動するおはなし会協力員

　乳幼児向けおはなし会協力員として幅広い活動を
目指して、よりたくさんのわらべうたを学び、子ど
もへの伝え方を習得してもらう。

（２８年度事業実績）
・実施日  平成２９年１月１０日、１２日
・場　所　中央図書館
・対　象　中央図書館で活動をするわらべうたと
　　　　　えほんの会協力員

（２９年度事業予定）
・実施日　未定
・場　所　中央図書館
・対　象　中央図書館で活動するわらべうたと
　　　　　えほんの会協力員

　おはなし会に協力しているボランティアの知識や
技術の向上を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年９月１４日
・場　所　横曽根図書館　会議室
・対　象　読み聞かせ奉仕協力員

（２９年度事業予定）
　事業廃止

児童奉仕者研修会
(横曽根図書館）

25 0

おはなし会協力員
研修会（中央図書
館）

50 70

わらべうた研修会
（中央図書館）

50 50
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　おはなし会協力員としての知識やストーリーテリ
ングの技術を深めてもらう。

中央図書館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１２月　２日
　　　　　平成２８年１２月１６日
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　鳩ヶ谷図書館で活動する
　　　　　おはなし会協力員

（２９年度事業予定）
・実施日　平成２９年１０月　６日
　　　　　　　　　　　　　２０日
・場　所　鳩ヶ谷図書館
・対　象　鳩ヶ谷図書館で活動する
　　　　　おはなし会協力員

　主に小学４年生と中学１年生等を対象に、天文学
習を行う。小学校では、年間指導計画に位置付けら
れている。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　４～３月（小・中学校等）
【平成２９年２月末現在】
・回　数　１０４回
・参加者　８，５７７人

（２９年度事業予定）
・実施日　４～３月（小・中学校等）

おはなし会協力員
研修会（鳩ヶ谷図
書館）

70 75

プラネタリウム学
習投影

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　主に小中学生を対象に、科学への興味関心を持た
せるために、科学展示室体験、ミニ実験ショーや科
学ものづくり教室を行う。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　プラネタリウム学習投影実施日、
　　　　　または各学校等からの申請により
　　　　　随時実施。
【平成２９年２月末現在】
・参加者　１５，４０２人

（２９年度事業予定）
・実施日　プラネタリウム学習投影実施日、
　　　　　または各学校等からの申請により
　　　　　随時実施。

　今夜の星空及び天文の話題等生解説と番組をあわ
せた投影を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　土日祝日　…１２時、１３時３０分
　　　　　　　　　　　１５時
　　　　　木曜日　　…１５時３０分
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の平日
　　　　　　　　　　…１３時３０分、１５時
【平成２９年２月末現在】
・回　数　　３９４回
・参加者　　１６，３６８人

（２９年度事業予定）
・実施日　土日祝日　…１２時、１３時３０分
　　　　　　　　　　　１５時
　　　　　木曜日　　…１５時３０分
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の平日
　　　　　　　　　　…１３時３０分、１５時

　テーマに沿った子ども向けのわかりやすい星空解
説を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　日祝日…１０時３０分
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の平日
　　　　　      …１２時
【平成２９年２月末現在】
・回　数　９０回
・参加者　４，１７６人

（２９年度事業予定）
・実施日　日祝日…１０時３０分
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の平日
　　　　　      …１２時

科学展示室学習利
用

0 0

プラネタリウム一
般投影

12,582 12,940

プラネタリウム
キッズアワー

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　天文学の話題を小学校高学年以上を対象に紹介
し、星に対する興味関心を育てる講座を開催する。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年６月２５日（土）
　　　　　平成２８年７月２３日（土）
　　　　　平成２８年８月２７日（土）
　　　　　平成２８年９月２４日（土）全４回
・参加者　２１５人

（２９年度事業予定）
・実施日　６月～１０月　土曜日　全５回

　星空解説と絵本や児童文学などの朗読を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年１０月１５日（土）
・参加者　７０人

（２９年度事業予定）
・実施日　１０月（土曜日１０時３０分開催）

　身近に起こる現象を科学的な原理を交えながら考
える実験ショーを開催する。

（２８年度事業実績）
・実施日　日祝日…１３時４０分、１５時１０分
【平成２９年２月末現在】
・回　数　１００回
・参加者　４，７００人

（２９年度事業予定）
・実施日　日祝日…１３時４０分、１５時１０分

宇宙の教室 0 0

星空と朗読 0 0

サイエンスショー 210 556
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　身の回りにある素材を使った簡単な科学ものづく
り教室を開催する。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　土曜日…１４時３０分、１６時
　　　　　学校の春・夏・冬休み期間の火・木・
　　　　　土曜日とイベント開催期間中の土曜日
　　　　　…１１時３０分(※)、１３時、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時
　　　　　　　（※印は夏休み多客期のみ）

【平成２９年２月末現在】
・回　数　１５８回
・参加者　４，４００人

（２９年度事業予定）
・実施日　土曜日…１４時３０分、１６時
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の火･木･土曜
　　　　　日とイベント開催期間中の土曜日
　　　　　　　　…１１時３０分(※)、１３時、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時
　　　　　　　（※印は夏休み多客期のみ）

　テーマのあるものづくり・観察・実験などを行う
教室を開催する。

（２８年度事業実績）
・実施日　日祝日…１１時３０分(※)、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時
　　　　　　　　（※印はイベント等開催期間）
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の水・金・
　　　　　日祝日…１１時３０分、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時
【平成２９年２月末現在】
・回　数　１９８回
・参加者　２，４１４人

（２９年度事業予定）
・実施日　日祝日…１１時３０分(※)、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時
　　　　　　　　（※印はイベント等開催期間）
　　　　　学校の春･夏･冬休み期間の水・金・
　　　　　日祝日…１１時３０分、
　　　　　　　　　１４時３０分、１６時

わくわくワーク 226 332

どきどきサイエン
ス

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　講座ごとに、それぞれテーマに沿った観察・実
験・実習を行い、自ら学び考えながら探究する心を
育てていく特別事業を開催する。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　夏休みに９講座１８回開催
・参加者　３７８人

（２９年度事業予定）
・実施日　夏休みに計１８回開催

　適応指導教室に通う児童生徒に、観察・実験等を
行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　指導課と協議の上開催
・回　数　８回
・参加者　１３４人

（２９年度事業予定）
・実施日　指導課と協議の上開催

　その時々の月・惑星や星雲・星団などを観測す
る。

（２８年度事業実績）
・実施日　第２・第４土曜日の日没後約１時間
【平成２９年２月末現在】
・回　数　８回
・参加者　３９０人

（２９年度事業予定）
・実施日　第２・第４土曜日の日没後約１時間

　実際の観測機材を使った分光観測や黒点スケッチ
を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年８月１３日（土）
　　　　　平成２８年８月２０日（土）
・参加者　１１人

（２９年度事業予定）
・実施日　全２日

チャレンジサイエ
ンス

0 0

天文台夜間観測会 0 0

太陽観測実習 24 24

夏休み科学教室 72 90
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市内小学６年生・中学３年生を対象に、特殊フィ
ルター付き望遠鏡での太陽表面の様子の観測及び解
説を行う。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　各学校からの申請により実施
・回　数　１６回
・参加者　１，２３５人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により実施

　学校等に出張して夜間の天体観望会を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　各学校からの申請により実施
・回　数　３回
・参加者　４２０人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により実施

　市のイベントや希望した幼稚園･保育所、学校を
訪れ、実験の演示、科学ものづくりの指導を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　市のイベント開催日、
　　　　　夏休み及び土日曜日に各学校からの
　　　　　申請により実施
【平成２９年２月末現在】
・回　数　２７回
・参加者　５，２８７人

（２９年度事業予定）
・実施日　市のイベント開催日、
　　　　　夏休み及び土日曜日に各学校からの
　　　　　申請により実施

　科学館で学習指導要領に即した学習指導や教材・
教具の提供を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　各学校からの申請により実施
【平成２９年２月末現在】
・回　数　１回
・参加者　７２人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により実施

理科移動教室 0 0

太陽観測出張授業 0 0

夜間出張観望会 0 0

科学出張教室 13 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　小学３年生～６年生を対象に、科学に触れ、楽し
みながら学ぶことができる講座を開催する。

科学館

（２８年度事業実績）
・実施日　前期５～６月（全４回・各２クラス）
　　　　　後期１～２月（全４回・各２クラス）
・参加者　１クラス１２人
【平成２９年２月末現在】
・延べ人数　１５９人

（２９年度事業予定）
・実施日　前期５～７月（全４回・各２クラス）
　　　　　後期１～３月（全４回・各２クラス）
・定　員　１クラス１２人

　生徒が学校では学ぶことのできない社会生活につ
いて知るため、科学館を社会体験の場として提供す
る。

（２８年度事業実績）
・実施日　１０月～２月
・学校数　５校
・参加者　１８人

（２９年度事業予定）
・実施日　各学校からの申請により９～２月
　　　　　ごろ実施。

サイエンスクラブ 15 0

職場体験学習受け
入れ

0 0
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　なわとびを通して体力の向上を図り、親子及び友
達同士のふれあいを深め、豊かな心を養う。

スポーツ課

（２８年度事業実績）
・実施日　①１１月１２日(土)
　　　　　②　３月　４日(土)
・場　所　芝スポーツセンター
・対　象　市内小学生・その保護者
・参加者　①１，９９９人　②３，８０６人

（２９年度事業予定）
・実施日　①１１月１１日(土)
　　　　　②　３月　３日(土)
・場　所　芝スポーツセンター
・対　象　市内小学生・その保護者

　楽しみながら団体行動において、ルールを守るこ
とを学ぶと共に、レクリエーションを通して豊かな
心を養う。

（２８年度事業実績）
・実施日　５月１４日(土)、２１日(土)
・場　所　対象小学校(２校)
・対　象　小学３年生以上
・参加者　５月１４日　５４人
　　　　　５月２１日　４０人

（２９年度事業予定）
・実施日　５月１３日(土)、２０日(土)
・場　所　対象小学校(２校)
・対　象　小学３年生以上

　少年少女の健全育成及び体力向上。
（２８年度事業実績）
・実施日　４月１７日(日)(柔道)
　　　　　７月　３日(日)(剣道)
・場　所　体育武道センター
・対　象　小学生
・参加者　９８人 (柔道)
　　　　　２６４人(剣道)

（２９年度事業予定）
・実施日　４月１６日(日)(柔道)
　　　　　７月　２日(日)(剣道)
・場　所　体育武道センター
・対　象　小学生

少年少女ふれあい
なわとび大会

81 140

スポーツ講習会
(グラウンドゴルフ
体験講習会)

0 0

少年少女スポーツ
大会
(柔道・剣道)

86 83
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市内児童生徒の欠席状況、原因と思われる事柄、
いじめの認知・解消、非行問題行動状況等、生徒指
導に関する調査の実施を通して、市内児童生徒の状
況を的確に把握し、指導行政の推進の資料とする。

指導課

（２８年度事業実績）
・実施日　毎月１回
・対　象　市内全小・中・高等学校

（２９年度事業予定）
・実施日　毎月１回
・対　象　市内全小・中・高等学校

　市内小・中学校に生徒指導担当者が訪問し児童生
徒の状況並びに、指導経過について実態把握を行
い、さらに関係諸機関との連携強化について指導・
助言を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　５月～３月
・対　象　市内小・中学校
　　　　　（中学校は全校。小学校は課題を抱え
　　　　　　た学校の要請により実施）

（２９年度事業予定）
・実施日　５月～３月
・対　象　市内小・中学校
　　　　　（中学校は全校。小学校は課題を抱え
　　　　　　た学校からの要請により実施）

　埼玉県教育委員会の方針にもとづき、市内にス
クールカウンセラーを配置するとともに、川口市独
自にすこやか相談員・サポート相談員を配置し、児
童生徒の相談にあたり、さらに家庭、地域社会、関
係諸機関との連携を図る。

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内中学校

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内中学校

生徒指導関係諸調
査

生徒指導担当学校
訪問

スクールカウンセ
ラー・すこやか相
談員・サポート相
談員配置事業

すこや
か相談

員
30,576
サポー
ト相談

員
13,760

すこや
か相談

員
33,124
サポー
ト相談

員
14,906
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　学校生活への不適応を示し、家に引きこもるある
いは引きこもりがちな児童生徒に対し、公募による
相談員を家庭に派遣して、その児童生徒の自主性の
伸長や社会性の発達をうながし、学校生活に復帰す
ることを目的とする。

指導課

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内小・中学校

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内小・中学校

　教育研究所に３人配置し、学校長の依頼により学
校に派遣する。
業務内容
 (１)ケースのコーディネートをすること
 (２)児童生徒の抱えている様々な問題への積極的
な働
　　 きかけをすること
 (３)家庭に介入が必要なケースの家庭訪問や関係
　　 機関等との連携

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内小・中学校（児童生徒・保護者）

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内小・中学校（児童生徒・保護者）

　市内児童生徒・保護者・市民の相談、情報の提
供、不登校児童生徒の学校復帰支援事業等を行う。

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内児童生徒、保護者、市民

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内児童生徒、保護者、市民

訪問相談員活用事
業

802 802

スクールソーシャ
ルワーカー活用事
業

教育相談関連業務

- 116 -



２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市内小・中・高等学校で組織し年間を通じて下記
の事業を実施するとともに、警察との連絡を強化し
児童生徒の非行防止や健全育成に向けた活動を行
う。
＊補導幹事会…情報交換、協定事項の検討等
　　　　　　　年３回（６月、１１月、２月）
＊長期休業中の街頭補導（駅前・大型商業施設周
　　　　　　　辺等）　年３回
＊酉の市補導…市内での補導等
　　　　　　　年３回
＊補導だより…情報広報誌の発行
　　　　　　　年３回
＊ブロック協議会…各地区ブロックごとの小中連
　　　　　　　　　携した情報交換・行動連携

指導課

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内全小・中・高等学校

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内全小・中・高等学校

　市内小・中・高等学校で組織し年間を通じて下記
の事業を実施し、児童生徒の非行防止や健全育成に
むけ活動している。
＊中・高連絡協議会……生徒指導上の情報交換等
　　　　　　　　　　　年１回
＊３市合同連絡協議会…３市（川口・蕨・戸田）
　　　　　　　　　　　の情報交換と協議
　　　　　　　　　　　年１回
＊小・中連絡協議会……生徒指導上の情報交換等
　　　　　　　　　　　年１回
＊青少年健全育成地域の集い…教育関連の講演会
　　　　　　　　　　　　　　年１回

（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内全小・中・高等学校

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
・対　象　市内全小・中・高等学校

　市内公立小学校新１年生全員に対して配布を予定

（２８年度事業実績）
　児童の登下校中や放課後の安全確保のために防犯
ブザーを支給する。（防犯ブザーは埼玉県トラック
協会より寄贈）

（２９年度事業予定）
　市内公立小学校新１年生全員に対して配布を予定

川口市補導会業務 30 30

川口市生徒指導委
員会業務

81 81

防犯ブザー支給事
業
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市立小・中学校長及び関係諸団体、警察署の代表
者で組織し、少年非行防止・薬物乱用防止等を目的
に協議会を開催し情報交換及び、対応策の検討を行
う。

指導課

（２８年度事業実績）
・実施日　７月、１１月、２月　年間３回
・対　象　市内小・中学校代表

（２９年度事業予定）
・実施日　７月、１１月、２月　年間３回
・対　象　市内小・中学校代表

　市立学校代表者及び関係諸団体代表者、学識経験
者で組織し、いじめ問題の根絶をめざす。

（２８年度事業実績）
・実施日　７月、１２月、２月　年間３回
　　　　　（１２月はいじめゼロサミットを実施）
・対　象　市内小・中学校代表

（２９年度事業予定）
・実施日　７月、１２月、２月　年間３回
　　　　　（１２月はいじめゼロサミットを実施）
・対　象　市内小・中学校代表

　市内児童生徒の健全育成を目的に、指導にあたる
教職員の資質の向上、児童生徒理解の向上を目指し
て、協議・講演等を実施する。
（２８年度事業実績）
・実施日　４月～３月
　　　　　小・中学校…年間３回
　　　　　高等学校…年間１回
・対　象　市立小・中・高等学校教員

（２９年度事業予定）
・実施日　４月～３月
　　　　　小・中学校…年間３回
　　　　　高等学校…年間１回
・対　象　市立小・中・高等学校教員

川口市非行防止対
策協議会業務

60 60

川口市いじめ問題
対策協議会業務

40 40

生徒指導研修会業
務

40 40
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　防火に関する知識、技術の習得を通じて、児童期
に防火に対する心構えを意識付けることによって、
児童とともに児童の家庭における防災意識の向上へ
寄与することを期待して実施するもの。

予防課

（２８年度事業実績）
・実施日　７月３０日（土）
・場　所　川口市消防局
・対象者　市内在住の小学５、６年生
・参加者　３６人

（２９年度事業予定）
・実 施 日　７月下旬
・場　　所　川口市消防局
・対 象 者　市内在住の小学５、６年生
・募集人数　４０人
　児童の防火への関心を高めるため、火災予防に関
するポスターを市内小学校の児童から募集するとと
もに、応募作品の中から「火災予防運動ポスター」
を作り、火災予防の普及を図るもの。

（２８年度事業実績）
・募集期間　７月１１日から９月１６日まで
・応 募 数　市内４３校から７５２作品
・秋季火災予防運動用ﾎﾟｽﾀｰ低学年の部最優秀賞
・春季火災予防運動用ﾎﾟｽﾀｰ高学年の部最優秀賞

（２９年度事業予定）
・募集期間　７月上旬から９月上旬
　（低学年、高学年の各部の最優秀作品は「秋
　季、春季の各火災予防運動用ポスター」の原画
　として採用する予定です。）

　市内小学校へ出向し、６年生の児童を対象に応急
手当の重要性を解説し、胸骨圧迫及びＡＥＤの取り
扱いについて実技指導することで、応急手当の普及
啓発を図り、「命の大切さ」を認識してもらう。
　また、夏休みを利用し、一般公募による普通救命
講習（「ジュニア救命士」救命講習会）を開催する
ことで、ステップアップした講習会の受講を可能と
した。

救急課

（２８年度事業実績）
・一般救急講習(４５分)　　　７校　　　７９４人
・救命入門コース(９０分)　２０校　１，６７４人
・「ジュニア救命士」救命講習会　７回　　８７人

（２９年度事業予定）
　夏休みを利用した一般公募による普通救命講習
（「ジュニア救命士」救命講習会）を、前年度より
拡充し、７月・８月に計８回実施予定。その他の講
習については、学校側の依頼に基づき、年度を通じ
実施予定。

少年少女消防体験
教室

12 12

防火ポスターコン
クール

98 98

児童に対する一般
救急講習、救命入
門コース及び
「ジュニア救命
士」救命講習会の
開催

120 120
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　夏休みを利用し、一般公募による普通救命講習会
（「ジュニア救命士」救命講習会）を開催すること
で、その場に居合わせた人が行う応急手当の重要性
を認識してもらい「命の大切さ」の意識と救命率の
向上を図る。
　また、年度を通じ、学年単位や部活動をしている
生徒に対して、学校担当者と調整しながら普通救命
講習や救命入門コースを開催する。

救急課

（２８年度事業実績）
・「ジュニア救命士」救命講習会　８回　１２６人
・救命入門コース　　　　　　１１校１，４３２人
・普通救命講習（夢わーく）　２６回　　１３９人

（２９年度事業予定）
　夏休みを利用した一般公募による普通救命講習
（「ジュニア救命士」救命講習会）を、前年度より
拡充し、７月・８月に計８回とし、１回あたりの募
集人員も増やして実施予定。その他の講習について
は、学校側の依頼に基づき、年度を通じ実施予定。

　明るい選挙への希望を表した作品により、一般有
権者の自覚を促すとともに、児童・生徒にも政治意
識を身につけ、選挙について考えることを目的とす
る。

選挙管理
委員会
事務局

（２８年度事業実績）
・募集期間　平成２８年５月１３日（金）
　　　　　　　　　　～９月　９日（金）
・作品展示　平成２９年１月２１日（土）
　　　　　　　　　　　　～２２日（日）
・展示場所　リリア３階ギャラリー（全作品）
　　　　　　本庁舎１階ロビー（優秀作品）
・応募対象　市内の小・中・高校生

（２９年度事業予定）
・募集期間　平成２９年５月下旬～９月上旬
・作品展示　平成３０年２月下旬
・展示場所　リリア３階ギャラリー（全作品）
　　　　　　本庁舎１階ロビー（優秀作品）
・応募対象　市内の小・中・高校生

生徒に対する普通
救命講習及び救命
入門コースの開催

200 200

明るい選挙啓発ポ
スター・書道・標

語作品の募集

350 351
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　市及び埼玉県選挙管理委員会が市内の高校へ伺
い、選挙に関するミニ講座や模擬投票を行い、選挙
の意義や重要性などの理解を深めることを目的とす
る。

選挙管理
委員会
事務局

（２８年度事業実績）
・実施日　平成２８年　①　４月１４日（木）
　　　　　　　　　　　②　４月２５日（月）
　　　　　　　　　　　③　９月２９日（木）
　　　　　　　　　　　④１０月２７日（木）
　　　　　　　　　　　⑤１１月２４日（木）
　　　　　平成２９年　⑥　３月１５日（水）
・場　所　①市立県陽高校
　　　　　②県立川口東高校
　　　　　③県立青陵高校
　　　　　④市立川口総合高校
　　　　　⑤県立鳩ヶ谷高校
　　　　　⑥市立川口高校
・対　象　市内の学校に通う高校生
・参加者　①３年生１５２名
　　　　　②３年生３０５名
　　　　　③３年生２３５名
　　　　　④１年生１６８名
　　　　　⑤３年生２７６名
　　　　　⑥２年生２４１名

（２９年度事業予定）
・各学校からの依頼により実施予定

　投票器材等を貸出し、学校で行う生徒会の選挙や
公民等の授業で使用し、実際に触れることによっ
て、選挙・政治への関心を高めることを目的とす
る。

（２８年度事業実績）
・投票箱貸出し
　生徒会選挙（中学７校・高校２校）

（２９年度事業予定）
・投票箱貸出し
　授業及び生徒会選挙にて使用

　近く新有権者となる市内高校生を対象に、選挙の
意義等について理解を深めることを目的とする。

（２８年度事業実績）
平成２８年７月執行参議院議員通常選挙
　実施人数：１８９人

（２９年度事業予定）
川口市長選挙
　予定人数：約１００人

選挙器材貸出事業 0 0

高校生選挙事務体
験事業

2211 1000

選挙出前講座 49 46
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２８年
度

実績額

２９年
度

予算額
事業主管課名

(単位:千円) (単位:千円)

事　業　名 事　業　概　要

　新有権者となる１８歳の方に対し、有権者として
の自覚を持ってもらうために実施している。また、
選挙を身近に感じてもらうため投票事務体験の募集
も併せて行っている。

選挙管理
委員会
事務局

（２８年度事業実績）
平成２８年８月～平成２９年２月まで
　対象者：２，９２４人
※７月以前は前年度に送付済み

（２９年度事業予定）
平成２９年４月～平成３０年３月まで
　対象者：約５，０００人

バースデーカード
の送付

207 497
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法 律 の 名 称 年　　齢　　区　　分

少 年 法 ２０歳未満の者

刑 法 満１４歳

１８歳未満の者

乳 児 １歳未満の者

幼 児 １歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少 年 小学校就学の始期から１８歳に達するまでの者

 ２０歳未満の者

男　満１８歳　　未成年者は、父母の同意を
女　満１６歳　　得なければならない。

１８歳未満の者

埼玉県青少年
健全育成条例

１８歳未満の者（婚姻により成年に達したもの
とみなされる者を除く。）

４　各種法令による子供・若者の年齢区分

１５歳に達した日以後の最初の３月３１日が終
了するまでの者

児 童 福 祉 法

学 校 教 育 法

民 法

労 働 基 準 法

婚 姻 適 齢

年 少 者

満６歳に達した日の翌日以後における最初の学
年の初めから、満１２歳に達した日の属する学
年の終わりまでの者

児 童

小学校又は特別支援学校の小学部の課程を終了
した日の翌日後における最初の学年の初めか
ら、満１５歳に達した日の属する学年の終わり
までの者

青 少 年

児 童

呼 称

少 年

刑事責任年齢

学 齢 児 童

学 齢 生 徒

未 成 年 者
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５ 川口市青少年団体連絡協議会加盟団体一覧 

   市内の青少年団体〔３７３単位団体 ２１，６６３人〕で川口市青少年団体連絡協議会を結成し、団体相互の連携と 

  活動の活性化につとめています。                          （Ｈ２９． ４． １現在） 

加 盟 団 体 名 代 表 者 名 会 員 数 連   絡   先 

１ 川 口 市 連 合 少 年 団
団 長 

松 井 光 平 
(休活中)

大村 健治 

川口市西川口 3-22-6 
048-252-4203 

２ 川口市子ども会連絡協議会
会 長 

鈴 木 清四郎 

１５，０００人

（１４８団体）

鈴木 清 

川口市安行 870-3 
090-8807-7870 

３ 
日本ボーイスカウト埼玉県

連盟みなみ地区川口支部

支部長 

河 野 正 道 

３８４人

（９団体）

船橋 友喜

川口市戸塚鋏町 5-31 048-296-9948 

４ 川 口 市 少 年 少 女 合 唱 団
代 表 

樋 口 典 子 
３０人

樋口 典子 

川口市南鳩ヶ谷 2-1-1 

中居小学校内 
090-4176-2055 

５ 川 口 リ ト ル リ ー グ
会 長 

奥ノ木 信 夫 
１００人

瀬川 勝 

川口市元郷 6-18-10 090-1506-6932 

６ 川 口 市 柔 道 連 盟 ク ラ ブ
会 長 

堀   基 博 

１８０人

（８団体）

飯田 純子 

川口市鳩ヶ谷緑町 1-6-45 048-229-0212 

７ 
川 口 市 剣 道 連 盟

少 年 少 女 ク ラ ブ

会 長 

小 倉 順二郎 

２８０人

（１９団体）

遠山 良太郎 

川口市南町 2-6-64 048-253-8824 

８ 川口市少年サッカー連盟
会 長 

武 内 秀 美 

１，７９７人

（２０団体）

武内 秀美 

川口市青木 3-18-21 048-251-8719 

９ 川口市少年軟式野球連盟
会 長 

中 野   亨 

１，１８８人

（３１団体）

富田 政弘 

川口市芝西 1-29-7 048-261-2119 

10 川 口 市 民 吹 奏 楽 団
団 長 

伊 草 泰 則 
１７人

伊草 泰則 

川口市上青木西 2-1-6-206 070-5083-8139 

11 
川口市ミニバスケットボール

連 盟

会 長 

伊 藤 昌 治 

８７９人

（４１団体）

伊藤 昌治 

川口市前川 2-12-6 048-268-4320 

12 
ガ ー ル ス カ ウ ト

埼 玉 県 第 ５０ 団 

団委員長 

最 上 良 子 
４７人

山野 安英 

川口市上青木 3-1-11 048-265-5895 

13 青 木 バ ト ン ク ラ ブ
会 長 

鈴 木   瞳 
３１人

鈴木 瞳 

川口市元郷 1-1-30-619 090-2214-3638 

14 川口初午太鼓連絡協議会
会 長 

河 野   勇 

２８０人

（１３団体）

和泉 一男 

川口市末広 2-8-3 048-223-8584 

15 川口市空手道連盟少年クラブ
会 長 

野 崎 昌 雄 

１，３００人

（４８団体）

豊田 淳夫 

川口市戸塚 3-12-7 
048-294-2601 

16 川口子どもクラブ育成会
会 長 

武 内   豊 
１５０人

荒井 利恵 

川口市末広 3-8-12 
090-5573-5296 
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会 員 資 格 活 動 目 標 主 な 事 業 

小学３年生以上 
青少年の健全育成を目的として、身体的・精神的訓練を行

う。また、市内各団間の親睦と発展を図り統括する。 

スキー訓練、キャンプ訓練 

鼓笛パレード、連合クリスマス会 

小学生以上 
市内の子ども会の連絡を密にして、子ども会活動を育成し、

地域子ども会の福祉増進を図ることを目的とする。 

小学生図画コンクール、彩の国 21世

紀郷土かるた川口市大会、書道展 

小学校１年生から入団可

能・生涯活動可能 

より良い社会人を目指して、年少時代から野外･団体活動を

通して、いたわりや常識を持った大人に育成する。 

青少年健全育成、健康増進、奉仕活

動 

市内在住の小・中学生 

合唱力の向上及びその美感覚の体得を通して、子供達によ

り良い音楽経験を積ませ、豊かな心の育成を図るとともに、

地域の音楽文化の向上を図る。 

埼玉県少年少女合唱祭、川口市合唱

祭、七つの祝い、親と子の音楽会 

他 

１２歳以下の児童・幼児 
少年少女たちの健全なる体力と友情、勇気、尊敬の精神を

育成することを目的とする。 

各種大会、サマーキャンプ 

夏祭り、納会 

(少年部)幼児～小学生 

(成年部)中学生～一般 

柔道を通して、心身の向上とともに地域社会における正し

い集団生活と望ましい社会道徳を身に付ける。 

柔道の稽古と試合、朝練習 

清掃活動 他 

小学生 
剣道を通して心身を強くし、礼儀を学び立派な少年少女剣

士を育てる。 

少年少女剣道スポーツ大会、級位審

査会 

小学生 サッカーを通して少年少女の健全育成を図る。 
サッカー練習、試合、市長杯大会、

教育長杯大会 

小学生 
選手間の親睦を密にし、体位の向上、野球競技の習得を図

り、青少年の健全育成に寄与する。 

市内大会、支部リーグ戦、近隣市大

会、上部大会出場 

高校生以上の楽器経験者 
吹奏楽の通して広く音楽文化広める。より音楽を楽しめる

市民バンド。 

定期演奏会、アンサンブルコンサー

ト、市内各種行事への参加 

小学生 
ミニバスケットボールを通じて会員相互の親睦を深める。

会員の体位向上と心身の鍛練を図る。 
連盟主催の各種大会 

小学校就学年前から高校

生年代の少女会員他、成人

会員 

少女たちが、自ら考え判断し行動ができる女性として成長する

ことを目指して、「自己開発」「人とのまじわり」「自然とと

もに」を教育の柱として活動すること。 

自然体験、国際交流、地域公民館文

化祭参加、介護ホーム訪問、復興支

援募金活動、手作り体験 他  

市内及び周辺に居住する

年長以上 

体力向上を目指し、バトンの練習やイベント参加を通じて、

異学年との交流・親睦を深め、上級生としての意識・責任

感を持ち、高い目標に向かい日々各々が活動する。 

市主催イベントへの出場、野球パレ

ード出演 

５歳以上で太鼓の会また

は団体に属している者 

川口の郷土芸能である初午太鼓を通して、太鼓の技術を習

得しながら健全育成を図り、明るい社会づくりに貢献する。

全日本太鼓ジュニアコンクール、初

午太鼓コンクール、たたら祭り 他 

連盟加盟団体の会員 
空手道を通し、青少年の体力向上と礼節を重んじた健全育

成を図る。 

市民選手権大会、市民体育祭空手道

大会、強化練習会 

小学生 
思いやりのあるやさしい子、明るく元気な子に育てる。男

らしく、女らしく、人間らしく成長させる。 

各部活動（ﾍﾞｰｽ部、ｻｯｶｰ部、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

部、）、日帰り旅行、ﾊﾞｻﾞｰ 
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川　口 武　南 川　口 武　南

警察署 警察署 警察署 警察署

65 36 101 3.9 3.0 3.5
(85) (67) (152) (4.9) (3.7) (4.3)

5 10 15 0.3 0.8 0.5
(6) (10) (16) 0.3 (0.6) (0.5)
70 46 116 4.2 3.8 4.0

(91) (77) (168) (5.2) (4.3) (4.7)
12 17 29 0.7 1.4 1.0

(23) (17) (40) (1.3) (0.9) (1.1)
0 1 1 0.0 0.1 0.0

(0) (1) (1) (0.0) (0.1) (0.0)
12 18 30 0.7 1.5 1.0

(23) (18) (41) (1.3) (1.0) (1.2)
0 2 2 0.0 0.2 0.1

(1) (1) (2) (0.1) (0.1) (0.1)
82 66 148 4.9 5.5 5.2

(115) (96) (211) (6.6) (5.3) (5.9)
1588 1130 2718 95.1 94.5 94.8

(1631) (1713) (3344) (93.4) (94.7) (94.1)
1670 1196 2866 100 100 100

(1746) (1809) (3555) (100) (100) (100)

非 行 少 年 補 導 （ 検 挙 ） 状 況

平成２８年１月～１２月　　下段(　)内は前年数値

補導（検挙）数　（人）

 ※人数については平成２９年３月現在の暫定値

非

行

少

年

犯

罪

少

年

刑 法 犯

特別法犯

計

６ 少年非行の現状

ぐ 犯 少 年

特別法犯

構成比　（％）

摘　　要
計 計

資料提供：川口警察署・武南警察署

小   　　計

不良行為少年

計

触

法

少

年

刑 法 犯

合　　　　計

 非 行 少 年……犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年

 犯 罪 少 年……罪を犯した１４歳以上２０歳未満の少年

○刑法犯少年……刑法の各本条に定められている行為（交通関係を除く。）をした少年

○特別法犯少年……刑法及び道路交通法以外の法令に違反する行為をした少年

 触 法 少 年……１４歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年

 ぐ 犯 少 年……性格、環境に照らして将来罪を犯し、または、刑罰法令に触れる行為を

         するおそれのある少年

 不良行為少年……非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、その他自己または他人の徳性

         を害する行為をしている少年
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１　犯罪少年（刑法に規定する罪を犯した１４歳以上２０歳未満の少年） 単位：人

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 計 摘　要

川口警察署
5 4 43 0 2 11 65

管 内 (3) (13) (51) (1) (1) (16) (85)

武南警察署
0 9 15 2 1 9 36

管 内 (9) (14) (22) (3) (0) (19) (67)

5 13 58 2 3 20 101

(12) (27) (73) (4) (1) (35) (152)

２　触法少年（刑罰法令に触れる行為をした１４歳未満の少年） 単位：人

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 計 摘　要

川口警察署
0 1 9 0 1 1 12

管 内 (1) (1) (11) (0) (1) (9) (23)

武南警察署
0 3 9 0 0 5 17

管 内 (0) (1) (9) (0) (0) (7) (17)

0 4 18 0 1 6 29

(1) (2) (20) (0) (1) (16) (40)

罪 種 別 非 行 状 況

資料提供：川口警察署・武南警察署

平成２８年１月～１２月　　下段(　)内は前年数値

合　　　計

平成２８年１月～１２月　　下段(　)内は前年数値

合　　　計

 ※人数については平成２９年３月現在の暫定値

 ※人数については平成２９年３月現在の暫定値
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川　口 武　南 川　口 武　南

警察署 警察署 警察署 警察署

8 9 17 0.5 0.8 0.6
(14) (6) (20) (0.9) (0.4) (0.6)
202 163 365 12.7 14.4 13.4

(252) (263) (515) (15.5) (15.4) (15.4)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
0 4 4 0.0 0.4 0.1

(1) (1) (2) (0.1) (0.1) (0.1)
40 53 93 2.5 4.7 3.4

(25) (78) (103) (1.5) (4.6) (3.1)
0 1 1 0.0 0.1 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
1249 832 2081 78.7 73.6 76.6

(1279) (1307) (2586) (78.4) (76.3) (77.3)
24 16 40 1.5 1.4 1.5

(12) (14) (26) (0.7) (0.8) (0.8)
15 25 40 0.9 2.2 1.5

(12) (17) (29) (0.7) (1.0) (0.9)
7 1 8 0.4 0.1 0.3

(7) (0) (7) (0.4) (0.0) (0.2)
0 3 3 0.0 0.3 0.1

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
11 7 18 0.7 0.6 0.7

(19) (13) (32) (1.2) (0.8) (1.0)
27 0 27 1.7 0.0 1.0
(6) (0) (6) (0.4) (0.0) (0.2)
5 15 20 0.3 1.3 0.7

(3) (14) (17) (0.2) (0.8) (0.5)
0 1 1 0.0 0.1 0.0

(1) (0) (1) (0.1) (0.0) (0.0)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
1588 1130 2718 100.0 100.0 100.0

(1631) (1713) (3344) (100.0) (100.0) (100.0)

不 良 行 為 別 状 況

平成２８年１月～１２月　　下段(　)内は前年数値

行 為 種 別

補導（検挙）数　（人） 構　　成　　比　（％）

摘　　要
計 計

 ※人数については平成２９年３月現在の暫定値

飲 酒

喫 煙

薬 物 乱 用

刃物等所持携帯

粗 暴 行 為

金品不正要求

深夜はいかい

家 出

無 断 外 泊

金 品 持 出 し

不健全性的行為

性的いたずら

不 良 交 友

怠 学

資料提供：川口警察署・武南警察署

暴 走 行 為

そ の 他

合 計

不 健 全 娯 楽
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