
 

平成 27 年度 武蔵野プレス年報 
 

●組織運営  

１   所管  武蔵野市教育委員会生涯学習スポーツ課  

 

２  指定管理者  公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団  

            本部事務局         管理課           管理係（６）  

                    調整担当課長  

          体育施設事業部（兼）    スポーツ振興課（兼）    事業係（7）  

理事長                                                 施設係（６）  

                            野外活動センター          野外活動センター（６）  

武蔵野プレス事業部   プレス管理課       管理係（3）  

                           生涯学習支援係（22）  

                            図書館（44）  

 

職員数  102 名（派遣９名  固有 33 名  嘱託 60 名＊育休代替を含む）＊理事長除く       

（平成 28 年 3 月 31 日）  

●経費  

１  事業団決算  

（１）収入    

科目  金額（円）  備考  

指定管理料  510,712,000 補正後  

委託料以外の収入（運用益等） 7,883,359 基本財産運用益   2,265,211 

カフェ管理手数料  4,090,889 

参加料収入     1,455,260 

雑収入         71,999 

合計  518,595,359  

（２）支出  

科目  金額（円）  

人件費  310,809,237 

生涯学習事業費  33,135,905 

施設管理費  123,168,091 

その他事業費  31,440 

運営費  21,588,564 

市返還金  29,862,122 

合計  518,595,359 

   【参考】境南ふれあい広場公園に係る指定管理料   4,215,240 円  

 

２  市のプレス関連決算  

（１）歳入   施設使用料（付属設備使用料を含む。）  1,886,232 円 (滞納繰越分 1,000 円 ) 

（２）歳出                        

科目  金額（円）  備考  

需用費  32,316,761 電気料 26,182,430 円、水道料 6,134,331 円  

役務費  1,357,124 電話料 1,228,456 円、火災保険料 128,668 円  

委託料  480,925,478 指定管理料 480,849,878 円（補正後）  

デジタル印刷機保守 75,600 円  

使用料及び賃借料  919,973 複写機借上料 919,973 円  

償還金、利子及び割引  58,020 使用料過年度還付 58,020 円  

計  515,577,356  

 



●生涯学習事業  

１  図書  

（１）図書蔵書数  173,314 冊（市立図書館全館 880,970 冊）  

（２）図書貸出件数等  
    
 
 
 
 

（３）事業  

①シネマプレス  

年 10 回（*4/23:100 名、5/17:89 名、7/19:100 名、*8/7:32 名、9/20:63 名、11/15:60 名、

12/20 昼 :38 名、*12/22 夜 :73 名  1/17:60 名、3/20:100 名   *は夜の映画会）  

②トピックス  

図書フロゕ :年８回 (B1･B2 総展示数 1,675 冊 )  YA トピックス :年５回 (B2 総展示数 437 冊 ) 

③としょかんこどもまつり  

○工作教室（7/23:27 名、7/27:23 名）  ○映画会（7/20:127 名、7/26:122 名、7/30:106 名）  

○科学遊び（7/21:2 回 :54 名）      ○おはなし会スペシャル（7/24:２回 124 名）  

④どっきんどようび   

  ○映画会（5/9:135 名、1/17:85 名）    ○工作（9/12:26 名）  

⑤科学あそび教室  ２回（8/20:17 名、8/25:14 名）  

⑥おはなし会  7６回  参加者延 1,967 名（児童と保護者 :660 名、乳幼児と保護者 :1,307 名）  

○青空おはなし会（５ /６ :68 名  10/18:91 名）  

⑦読書の動機付け指導  境南小学校（5/14）、  桜野小学校（６ /８ ,９）、第二小学校（６ /11）  
 

２  生涯学習支援事業  

（１）講座・ベント事業  

①小・中学生向け事業  

 ○土曜学校  

・読む！聴く！伝える！ことば探検隊〈全 4 回〉 (1/16～2/6:20 名）  

・世界を知る会<全 6 回>（6/6～10/3:17 名）、  ジュニゕ（6/20:23 名〃7/11:21 名）  

・日本獣医生命科学大学バオ実験教室（6/20:2 回 :37 名）・亜細亜大学経営学教室（7/18:29 名）  

・成蹊大学ロボット教室〈全３回〉（6/27,7/4,11:25 名）・東京女子大学英語体験講座（10/31:22 名）  

・武蔵野大学リズム道場〈全３回〉（10/3,10,17:21 名）  

 ②子育て中の方向け事業  「親子食文化講座」（12/21:11 組  託児 1 名）  

「ココロが軽くなる！子育てコーチング講座」（ 3/16:28 名  託児 7 名）          

  ③青少年向け事業  知識技術習得講座「パテゖシエから学ぶ！簡単オシャレスーツ講座  

～男子！初心者！甘いモノ好き大歓迎！！」＜全３回＞（8/17,24,27:９名）  

④勤労者向け事業  キャリゕ養成講座「大人の学び場」＜全５回＞（10/22～11/19:13 名）  

⑤高齢者向け事業  「いきいきセミナー」（前・後期各 13 回、前期 :41 名、後期 :33 名）  

  ⑥一般向け講座・ベント事業  

○武蔵野プレスギャラリーコンサート「ハープとフルート奏でるクリスマス」（12/19:2 回 250 名）  

○武蔵野プレス食文化講座  

・「パンの素材としくみ、その奥深さを知る」（７ /7：21 名）  

・親子食文化講座「おいしく楽しむおはなしの世界」（12/21:11 組  託児 1 名）  

 ○境南ふれあい広場公園ベント天体講座  

・親子天体教室「望遠鏡をつくって夏の星空を楽しもう！」（８ /25:21 組）  

・「大人のための天文学入門講座～天体望遠鏡を作ろう！」（3/19:20 名）  

⑦プレス総合ベント「プレス・フェスタ 2015」（12/13～23 9 事業  約 3,200 名）  

（２）連携事業  

①大学等との連携事業  

○武蔵野地域自由大学運営事業  

・大学正規科目社会人聴講生受付（2/20～23:316 名）・自由大学講座（５ /22～7/3 全５回 :109 名）  

○武蔵野地域五大学共同事業  

・共同講演会<全 6 回>基調講演（10/7:312 名、各大学講演会 (10/15～11/6:延 680 名）  

・共同教養講座<全 20 回>（6/6～11/28:116 名）  

 プレス  3 館合計  

貸出利用登録者数  －  137,856 名  

貸出件数  1,047,150 件  2,447,925 件  

予約件数  70,085 件  603,909 件  

（うち他自治体からの借受冊数）  （1,354 冊）  （4,055 冊）  

レフゔレンス件数  26,231 件  58,173 件  



・寄付講座   東京女子大学 (全 28 回 :60 名 )、日本獣医生命科学大学 (全 14 回 :71 名 ), 

亜細亜大学 (全 14 回 :16 名）、成蹊大学（全 15 回 :150 名）、武蔵野大学（全 16 回 :30 名）  

②市民・市民団体等との連携事業  

○老壮シニゕ講座<全 11 回>（5/20～3/16:延 2,068 名）○趣味の作品展（3/5～7:延 814 名）  

○聴覚障害者教養講座（9/12:64 名、11/14:67 名）  

③企業、研究機関等との連携事業  

○中近東文化センター連携事業  

・夏休み親子体験講座「古代オリエント探究」（8/8:9 組 20 名、8/9:10 組 21 名）  

・中近東文化センター附属博物館  夏休みラストウゖ－ク特別開館（8/24～30:134 名）  

・中近東歴史文化講座 2015「古代メソポタミゕへの誘い」＜全３回＞（11/13,27,12/4:64 名）  

 ○遠野文化研究センター連携事業  『遠野物語』をめぐる人々  

「展示」（7/30～8/4:955 名 ) 「連続講座」＜全４回＞（10/19～11/16:66 名）  

○南砺市関連事業「武蔵野プレス鈴木忠志講演会」（11/21:120 名）  

○酒田市連携事業「湊町酒田の傘福」 (展示 1/23～31:3,634 名、ワークショップ 1/30,31:30 名 ) 

○武蔵野プレス鉄道探検隊  協力 :（株） JR 中央ランモール nonowa 武蔵境、一橋大学  

「展示・バックヤードツゕー」（2/7 展示：1,272 名  バックヤードツゕー :34 名）  

（３）地域映像ゕーカブ運営事業  

 ○武蔵野市に関する映像データの収集と活用：動画 126 点〃静止画 206 点（平成 27 年度末現在）  

  ○写真展・上映会とデータベース利用体験会（2/26~28 上映資料 10 点×15 回、静止画 8 点）  
 

３  市民活動支援事業  

①啓発事業  

○あなたの街の市活人（しかつんちゅ）展 2015（8/23～31:1,130 名）、巡回展（1/7～14）  

○市民活動講演会  (11/28:117 名）   ○市民活動ワークショップ（2/20:19 名）  

②情報発信事業  

○ニューズレター「市民活動フロゕだより」発行  4 回（6/1,9/1,12/5,3/1 各 1,000 部）  

○電子媒体による市民活動関連情報発信  

③市民活動マネジメント事業  

○相談事業  延 13 件  

○講座事業  

・会計税務「キホンが身に付く NPO 法人の会計と税務」（6/29,30:51 名）  

・フゔンドレジング「市民活動の基盤を固める！はじめての資金調達講座」（7/23:16 名）  

・広報「 IT 活用でもっと広がる広報戦略～NPO の情報発信講座」（10/14:15 名）  

・コミュニケーション「みんなのﾁｶﾗを引き出せる自然体のフゔシリテーション術」 (11/29:21 名）  

・法人設立入門「知っておきたい！法人化後の年間事務あれこれ」（3/6:26 名）  

④団体相互交流事業   

○「団体ミニ交流会」（5/21:10 名）  ○「団体ミニ交流会」（1/30:14 名）  

○「市民活動団体交流カフェ～考えよう伝えるコツ」（3/11:4 名）  

⑤市民活動団体企画事業   

企画運営：武蔵野キャンキャン  (2/6:23 名 )  

特定非営利活動法人チャルドランむさしの (2/28:35 名 ) ・むさしの芝居塾（3/21:40 名）  

⑥広報支援事業  

○市民活動の森～市民活動団体紹介展（10/10～15:1,143 名）○市民活動学校 2015（12/23:57 名）  

○団体からのお知らせ投稿情報（情報ステーション）公開件数 :69 件  

⑦市民活動フロゕ運営事業（市民活動団体登録、プリント工房 ,ワークラウンジ ,情報コーナー）  

⑧市民活動フロゕ懇談会  2 回（5/21:5 名  1/30:14 名）  

⑨市民活動フロゕ運営協議会（委員定数 10 名）  6 回（4/24,6/12,8/7,10/30,12/5,2/12）  

  

４  青少年活動支援事業  

①居場所づくり事業  

○サウンドスタジオ利用者講習会  64 回  221 名  ○ロビーワークおよび相談受付   

○青少年リクエスト企画「ゲーム大会」（7/25:5 名）  

○クリスマス装飾  (制作 11/16～12/17、展示 11/16~12/17、ワークショップ 12/12,13 延 56 名）  

②キャリゕ形成事業  

 ○青少年自主企画「Summer means Summer ワンマンラブ」：（1/10:企画者 4 名、観覧者 34 名）



○キャリゕ形成講座事業  

 

 

 

 

 

 

③相互交流事業  スタジオラウンジ交流事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④理解促進事業  

 ○青少年ダンス発表会「DANCE プレス」（12/23 延 144 名）  

○Music place 青少年たちの音楽発表会 2016 (3/28:31 名  スングホール ) 

○第 35 回むさしの青空市ステージ出演  11/8:1 組  

○メデゖゕ出演支援事業  むさしの FM 出演（10 回）         ほか  

⑤啓発事業   

 ○プレス×カタリ場  ；２交流会～ラウンジで先輩と語ろう～（11/15:11 名）  

  ⑥広報事業  

 ○ニューズレター「青少年フロゕ通信」発行  4 回（5/23,7/7,11/28,3/5 各 700 部）  

●施設利用状況  

１  来館者数  1,750,762 人／年  

２  貸出施設年間利用件数と利用率（フォーラムは２分割利用が可能。 A,B の利用件数とは全面利用を含めたもの。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３  利用実績  

（１）市民活動支援  

①登録市民活動団体新規登録数  67 件（324 団体／28 年 3 月末現在）  

②利用件数  

○ラウンジ利用団体数：932 団体  ○チラシ設置：428 件、ポスター設置：342 件  

○プリント工房利用数：891 件   ○ロッカー：40 個、メールボックス：60 個  

（２）青少年活動支援  

     ラウンジ定時カウント数（平均値。最大は 11/3 15 時の 161 名）  

時刻  11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 

人数  39 50 76 80 53 33 

●視察受入れ件数及び人数   83 件  644 名  

実施日  タトル  参加者数  

8/8 プロに学ぶ！作曲・DTM（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾐｭｰｼﾞｯｸ）講座 ゼロから始めるオリジナル曲～作曲、デモ制作~     10 名  

10/4 プロに学ぶ！ダンス講座～ＨＩＰＨＯＰ～     17 名  

11/3 プロに学ぶ！ラスト講座～思いのままにキャラクターを描こう～      8 名  

3/19 プロに学ぶ！あなたのコミュニケーション能力を引き出す演劇講座ワークショップ     12 名  

実施日  タトル  参加者数  

毎月（全 12 回） B2 Cafe 延 296 名  

※特別企画：B2 Game Cafe（5/30）   （15 名） 

※特別企画：B2 ミサンガ  Cafe（9/22）   （17 名） 

※特別企画：B2 Decoration Cafe（11/28）   （17 名） 

※特別企画：B2 笑う門には福来る  Cafe（1/30）   （33 名） 

7/30 テーブルサッカー大会      9 名  

3/21 テーブルサッカー大会     16 名  

 利用件数  操業数  利用率（％）  

ギャラリー  646 921 70.1% 

フォーラム  
 

415 921 45.1% 

：  562 921 61.0% 

；  619 921 67.2% 

スペース  

：  753 921 81.8% 

；  711 921 77.2% 

＜  535 921 58.1% 

＝  583 921 63.3% 

＞  539 921 58.5% 

サウンドスタジオ  
：  1,129 1,535 73.6% 

；  1,078 1,535 70.2% 

パフォーマンススタジオ  1,061 1,535 69.1% 

クラフトスタジオ  396 1,535 25.8% 


