
事業の概況

社会問題の一つである出生率の低下に伴う少子化の進展に歯止めがかからず、子ども同士の交流機会の減少をはじめとした子ども

やその親を取り巻く環境を大きく変化させている。この背景には女性の社会進出などに伴う単身世帯や夫婦のみ世帯の増加など、家

族世帯の多様化によるものや地域との繋がりの希薄化等によるものとみられる。このため、安心して子育てができ、子どもたちが健

やかに育つための環境づくりは、家庭にとどまらず、地域社会全体で考えることが求められていることから、平成２９年度において

も引き続き「子どもファースト！～遊びをとおしたすべての子どもたちの育ちを継続的に応援します～」を基本理念に諸事業に取り

組んだ。

健全育成にあっては、所要の施設設備の改修等を図りながら、施設の機能を活かした児童健全育成活動に資する事業や、児童を取

り巻く幅広い年代層を対象とした来館者のニーズに対応した各種企画事業を実施した。

育成環境づくりでは、県内児童健全育成施設の中核施設として、地域児童館との交流や運営支援、移動児童館の実施等、県民の平

等な利用機会の確保に向け取り組んだ。

（達成状況）

実 績
目 標 備 考

人 数 等 達 成 率 前年度比

開館日数 ３０８日
入館者数 ３７０,０００人 ３１５,０３１人 85.1％ 99.1％

(前年度 ３１０日)

プラネタリウム利用者数※１ ５２,０００人 ３４,２６４人 65.9％ 79.5％ 上映休止期間 1/11～3/23

移動児童館利用者数※２ ４,１００人 ４,３１５人 105.2％ 102.0％

ボランティア登録数 １００人 ７８人 78.0％ 109.9％

団体利用件数 ５８０団体 ６２９団体 108.4％ 126.8％

※１ 個人と団体利用の計

２ プレーバス、鑑賞、移動プラネタリウム（にこっとドーム）及びあそびの出前の計

Ⅰ 指定管理業務の実施状況

１ 事業の実施状況

(1) 育成事業

①企画事業

学校の長期休暇にあっては多様な外部の協力を得て、家族で楽しめる体験型の大型企画に取り組んだ。また、七夕を始めと

する様々な季節行事では、館全体で統一感を醸し出す事業に取り組んだほか、金山総合公園との協力を深め、ぐんまこどもの

国が一体となった事業を展開した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

春のこどもの国フェス 体力測定用具や卓球､ﾛｯｸｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 4/ 1～ 9 多目的ホール 3,861人

ティバル のほか、幼児ｺｰﾅｰとしてｴｱﾎﾟﾘﾝと

第２弾「こどもの国プ 平均台の設置。日替わりのﾃｰﾏで

レイパーク！」 記録に挑戦するｺｰﾅｰを設置。

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸｲﾍﾞﾝﾄ 昭和の頃の集団あそび大集合！ 4/29 多目的ホール 55人 20組

〝昭和の日〟にちなみ、当時の集 (個人参加に変更) ×3回

団遊びを実施



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸｲﾍﾞﾝﾄ ベーゴマで遊ぼう！ 5/ 5､ 6 ピロティ 栗崎総一郎 氏 772人

講師から回し方の指導を受け、自

由に対戦など

夏 科学捜査展 ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した科学捜査体験や 8/ 5～27 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11,888人

休 ～事件の鍵は 指紋・DNA鑑定、画像解析などの 延べ17人 捜査ｴﾘｱ 12人

み そこにある！～ 科学捜査紹介、ﾊﾟﾈﾙ等による県警 1,915人 ×8回

特 協力：日本科学技術振 活動紹介 /日

別 興財団

企 群馬県警察本部

画
ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌの指紋 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌによるｷｯﾄを使った指紋 8/ 6～27 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 1,428人

採取ｺｰﾅｰ 採取 延べ61人

協力：千葉市科学館

白ﾊﾞｲ・ﾊﾟﾄｶｰ展示 子ども用制服を着用しての記念撮 8/12､19 ピロティ 太田警察署 3,005人

＆乗車体験 影、県警ﾏｽｺｯﾄ着ぐるみ登場

協力：群馬県警察本部･

太田警察署

指紋採取体験 実際の鑑識で使用している用具を 多目的ホール 346人

協力：群馬県警察本部･ 用いた採取体験

太田警察署

群馬県警音楽隊ﾌｧ 演奏とｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞの演技、「いかの 8/19 野外ステージ 群馬県警音楽隊 1,086人
ﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ おすし」講話等

協力：群馬県警察本部･

太田警察署

群馬県警音楽隊

こ 多目的ホール事業 昔あそび、ボードゲームを設置 1/ 4～ 8 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 3,144人

ど
も お年玉企画 来場者にガチャガチャを実施 1/ 4 427人

の

国 ぐんまちゃん・に 着ぐるみと記念撮影 1/ 4 ２階特設会場 36組 60組

の こっとちゃんと写

お 真をとろう！

正

月 はねつき遊びで無 園内ではねつき遊び 公園わんぱく 58人
２ 病息災！ 広場

０

１ ﾍﾞｰｺﾞﾏﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ オリジナルベーゴマの制作 1/ 5 第１研修室 栗崎総一郎 氏 51人 60人

８

ベーゴマで遊ぼう ベーゴマの回し方指導 1/ 5、 6 多目的ホール 栗崎総一郎 氏 225人

大もちつき大会 もちつき体験と配布 1/ 6 ピロティ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 体験 80人 80人
共催：金山総合公園 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ10人 配布 600人 600人

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌのお茶会 ジュニアスタッフが抹茶を振る舞う 1/ 7 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 42人 20人

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 8人 ×2回

ｴﾝｼﾞｮｲ!けん玉with ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、指導、検定 1/ 8 多目的ホール さざんかけん ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ94人 60人

さざんかけん玉道場 玉道場 検定 13人

新春ししまい公演 獅子舞の披露 研修室 太田神楽 271人

春のこどもの国ﾌｪｽﾃｨ ﾎﾞｰﾙ系遊具（卓球、ﾊﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾞｯﾁ 3/24～31 多目的ホール 3,202人

ﾊﾞﾙ「みんなで楽しくﾌﾟ ｬ等）配置

ﾚｲﾎﾞｰﾙ」

七夕まつり ｢七夕迷路」 7/ 1､ 2 多目的ホール 1,002人

迷路と七夕の装飾作り

｢星に願いを☆おまもりﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ」 7/ 1 多目的ﾎｰﾙ 79人

紙粘土とﾋﾞｰｽﾞでﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄづくり

｢ﾐｻﾝｶﾞﾌﾞﾚｽﾚｯﾄをつくろう」 17人 15人
ﾍﾝﾌﾟと星形ﾋﾞｰｽﾞでﾐｻﾝｶﾞづくり ×2回



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

七夕まつり ｢たなばた笹舟ながし」 園内じゃぶじ 169人 50人

共催：金山総合公園 ｱｽﾞﾏ笹で笹舟を作り小川で流す ゃぶ池 ×2回

｢ブックトーク絵本の読み聞かせ 7/ 2 多目的ホール 県立図書館 87人 30人
～夏に楽しい本～」 ×2回

県立図書館職員による読み聞かせ

とブックトーク

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌの「天の川ソーダ」 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ13人 190人 200人

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ考案による企画ｲﾍﾞﾝﾄ

多 けん玉遊び＆検定 けん玉自由遊びと級位認定試験 9/16､17 ピロティ 参加者215人

世 多目的ホール 検定 17人

代

交 ベーゴマ指導 回し方指導と自由遊び 9/17､18 ピロティ 栗崎総一郎 氏 556人

流 多目的ホール

紙皿で風車作り 紙皿を利用した風車づくり 9/16 ピロティ 313人

昔遊びにﾁｬﾚﾝｼﾞ 竹馬、竹ぽっくり、皿回し、ﾘﾝｸﾞ 多目的ホール 237人

回しなど

釘を使わない木工 木片とﾀﾞﾎﾞを使って動く動物を制作 9/17 多目的ホール ㈲マインド 40人 40人

動物作り

床落書き用の大き 木版にペンキを塗り黒板を制作 69人

な黒板作り

作った黒板で落書 各色のチョークで自由にお絵かき 98人

きタイム！

紙飛行機作り おりがみで紙飛行機づくり 9/18 ピロティ 222人

♪AYAさんの心を 童謡を中心としたﾊﾞｲｵﾘﾝの演奏と 多目的ホール 丹羽 礼子 氏 294人 300人

つなぐﾐｭｰｼﾞｯｸ♪ 子どもたちによるﾊﾞｲｵﾘﾝ体験 ｱｼｽﾀﾝﾄ 2人 ×2回

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

ハ ﾊﾛｳｨﾝﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ バルーンフレームで写真撮影 10/20～31 ２階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰ －

ッ ﾙ前
ピ

ﾊﾛｳｨﾝｶﾎﾞﾁｬﾗﾘｰ 各所に配置したカボチャカプセル 10/28～29 館内 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 629人ー
・ 協賛：森永製菓㈱ の収集ゲーム 公園

ハ

ロ ハロウィンカプラ 自由制作 多目的ホール 261人

ウ

ィ ﾊﾟｿｺﾝ工房 ハロウィンマスクの製作 ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 22人
ン

!! ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌのﾊﾛｳｨﾝ ジュニアスタッフ考案イベント企 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 9人 31人 30人

大変身 画。ハロウィンの衣装を制作

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌとﾊﾛｳｨﾝ ジュニアスタッフと仮装パレード 館内 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 9人 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ131人

ﾊﾟﾚｰﾄﾞ (内､仮装37人)

ハッピー！メリメリク ｸﾘｽﾏｽﾋﾟｯｸｲﾗｽﾄや松ぼっくりﾐﾆｽﾜｯ 12/16、17 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 16日 233人

リスマス会 ｸﾞ作り、集団遊び、ﾐﾆｼｭｰﾂﾘｰ作り、 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ13人 17日 349人

にこっとﾁｬﾘﾃｨｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄつり等 つり 282人

ﾐﾆｽﾜｯｸﾞ183人 200人

ｼｭｰﾂﾘｰ 26人 40人

集団遊び27人 20人

ﾋﾞﾝｺﾞ 53人 50人

絵本のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 12/16 4人 15人

絵本でEnglish 12/16、17 ぐんま国際ｱｶﾃﾞ 116人 30人

ﾐｰ高等部 18人 ×2回

×2日



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

クリスマスコンサート 合唱、器楽のｺﾝｻｰﾄ及びﾋﾞﾝｺﾞ大会 12/24 多目的ホール 322人

共催：金山総合公園

第10回ぐんまこどもの ﾌｫｰﾐｭﾗｶｰの展示、乗車撮影会、交 10/29 ピロティ 小暮 卓史 氏 来場1,044人

国にﾌｫｰﾐｭﾗｶｰ＆小暮卓 通安全ﾄｰｸｼｮｰ等 風車 126人

史がやってくる!! 撮影 63人 各回

共催：㈱コグレ、金山総合公園 ﾌｨﾅｰﾚ 97人 40人

協賛：㈱不二WPC、チーム太田

こども観劇会 こどもオペラ「ヘンゼルとグレー 3/17 多目的ホール ㈱ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌﾞ (障) 191人 200人

テル」 障がい児枠、一般枠 ･ｱｰﾂ (一) 288人 300人

こ 関東短期大学公演 学生によるﾘｽﾞﾑ体操やﾊﾟﾗﾊﾞﾙｰﾝ等 4/16 多目的ホール 関東短期大学 561人 200人

ど ×2回

も

わ 中央情報経理専門 学生による人形劇や劇、ダンス等 4/22 中央情報経理 341人 200人

く 学校公演 専門学校 ×2回

わ

く 夢適ﾋｰﾛｰ大集合 ｱﾏﾁｭｱ集団によるﾋｰﾛｰｼｮｰ 5/ 4 野外ステージ TMCワイルド 2,328人

劇

場 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ ｱﾏﾁｭｱ劇団によるﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｳｴｽﾄｻｲ 6/18 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 513人 300人

公演 ﾄﾞｽﾄｰﾘｰ」 アラムニー ×2回

つくしんぼ＆虹色 ｱﾏﾁｭｱ劇団による人形劇やﾊﾟﾈﾙｼｱﾀ 7/16 人形劇団 197人 200人

ﾊｰﾄｼｱﾀｰ公演 ｰ等の上演 「つくしんぼ」 ×2回

｢虹色ﾊｰﾄｼｱﾀｰ｣

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ ｱﾏﾁｭｱ劇団によるﾐｭｰｼﾞｶﾙ「美女と 9/10 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 632人 300人

公演 野獣」 アラムニー ×2回

夢適ﾋｰﾛｰ大集合 ｱﾏﾁｭｱ集団によるﾋｰﾛｰｼｮｰ 10/22 TMCワイルド 160人 300人

×2回

群馬医療福祉大学 学生による親子ふれあい遊びやリ 11/ 5 群馬医療福祉 184人 200人

公演 ズム体操等 大学 ×2回

中央情報経理専門 学生による劇やペープサート、手 11/11 研修室 中央情報経理 141人 80人

学校公演 遊び等 専門学校 ×2回

育英短期大学公演 学生によるダンスや手遊び、じゃ 11/18 多目的ホール 育英短期大学 167人 200人

んけんゲーム等 ×2回

ﾏﾏさんﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ ｱﾏﾁｭｱ吹奏楽団による子ども向けｸ 12/ 3 ﾏﾏさんﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝ 167人 200人

☆おりひめｸﾘｽﾏｽｺ ﾘｽﾏｽ曲等の演奏 ﾄﾞ☆おりひめ

ﾝｻｰﾄ

大泉保育福祉専門 学生によるﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰや手話、ﾘｽﾞﾑ 12/10 大泉保育福祉 355人 200人

学校公演 体操等 専門学校 ×2回

おかあさん人形劇 地域で活躍するお母さんたちによ 1/14 おかあさん人 195人 200人

公演 る「ヘンゼルとグレーテル」」 形劇 ×2回

太田おはなしの友 地域で活躍するお母さんたちによ 2/ 4 太田おはなし 130人 200人

の会公演 る人形劇やパネルシアター等 の友の会

盲導犬・聴導犬を知ろ 活動パネルの展示 3/ 1～31 ２階フロア (公財)東日本 4,035人

う！ふれあおう 盲導犬協会、

ふれあい体験 3/10 多目的ホール (一財)日本聴 観覧者312人 400人

導犬推進協会 体験 29人 30人



②サイエンスワンダーランド運営

常設展示では、安全第一と不具合時の早期解消に努めるとともに、中･長期的な更新計画を視野に幅広い子どもたちに楽し

めるよう、（公財）つくば科学万博記念財団から親子で体験し、運動エネルギーを理解する巡回展示物を借用した。ハイビジ

ョンシアターでは、ビデオの放映にとどまらず、子ども同士や親子の交流を図る場として、実験ショーやよみきかせ等を実施

した。また、地元の高等学校の生徒をはじめ科学の専門知識を有する講師等による講座や連携事業を実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

常 サイエンスワンダ 常設の科学展示装置の運営 4/ 1～3/31 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 251,538人

設 ーランド常設展示

展

示 サイエンスワンダ ｢科学市場 モーターラボ｣借用 4/21～11/30 200,171人

ーランド巡回展示

協賛：(公財)つくば科学

万博記念財団

ハ プチ映画館 ＣＳ放送や優良番組を上映 4/ 1～3/30 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 5,096人

イ

ビ ﾌﾟﾁｻｲｴﾝｽｼｮｰ ｢空気のすご～い力｣ 4/30 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 94人 各回

ジ 空気や大気圧をﾃ-ﾏにした実験ｼｮｰ 40人

ョ ×2回
ン ｢瞬間冷却－196℃の世界｣ 7/21 60人

シ 液体窒素を使用した実験

ア

タ ｢ビリビリ実験｣ 12/23､1/13､ 290人

静電気をﾃｰﾏにした実験ｼｮｰ 2/ 4ー

｢はらはらﾄﾞｷﾄﾞｷ風船実験｣ 3/21 57人
風船をﾃｰﾏにした実験ｼｮｰ

ぐんま昆虫の森から 昆虫映像の上映 3/24～31 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 931人 40人

標本がやってくる!! ×5回

×7日

団体利用 キラキラ紙コップ 2/14 第１研修室 １団体 33人

科学マジック 2/21、23 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ ２団体 53人

パチパチパラダイス 2/27 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ １団体 39人

科学マジック 3/ 8 多目的ホール １団体 47人

巡回パネル展 月と地球とわたしたちのつながり 9/ 2～10/12 ２階ｷﾞｬﾗﾘｰ 3,338人

協力：全国科学館連絡協議会 企画製作：日本未来科学館

科学工作 ｢磁石であそぼう！｣ 4/20 第１研修室 淺井 武二 氏 19人 20人

×2回

樹徳高等学校理科部による「kawa 6/ 4 多目的ホール 樹徳高等学校 ｽﾗｲﾑ 460人 400人
iiスライムをつくろう☆etc.」 理科部 入室1,078人

科学工作 太田工業高校の生徒によるﾛﾎﾞｯﾄ 8/ 5 研修室 県立太田工業 20人 20人

教室｢ﾌﾟﾁﾛﾎﾞｺﾝ｣ 高校ｱｲﾃﾞｱﾛﾎﾞｯ

ﾊﾝﾀﾞ付け、自走するﾛﾎﾞｯﾄの組立 ﾄ研究部

｢リングキャッチャーに挑戦｣ 12/ 3 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 丹羽 孝良 氏 100人 100人
ﾘﾝｸﾞを使用した科学遊び

向井千秋記念子ども 液体窒素と音の実験ショー 9/23 多目的ホール 当館職員､向井 218人 200人

科学館、ぐんまこど 千秋記念子ど ×3回

もの国児童会館 大気圧実験と地震の実験ｼｮｰ 10/ 9 向井千秋記念子 も科学館職員 162人

～コラボDEサイエン ども科学館 2人

スショー～

ボルトボルズﾞ笑って 大気圧実験、空気砲等の実験ｼｮｰ 11/ 3 多目的ホール ボルトボルズ 377人 300人

タメになる!ｻｲｴﾝｽｼｮｰ ×2回

ス
ペ
シ
ャ
ル
サ
イ
エ
ン
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

お 作って遊ぼう！浮 ペットボトル、クリップ等を使用 5/20 第１研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 9人 40人

も 沈子フィッシング した工作。 の会

し

ろ ｴｱｰﾎﾊﾞｰでﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ ﾓｰﾀｰ、乾電池等を使用した工作及 7/22 研修室 20人 30人

科 をしよう！ び実験

学

教 これぞｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ！ 錯覚を利用した工作 11/25 第１研修室 16人 30人

室 ～脳はだまされや

すい!?～

木登りテントウム 磁力と浮力を利用した工作 2/ 3 研修室 10人 30人

シを作ろう

科 お絵かきﾎｯﾄｹｰｷ ﾒｲﾗｰﾄﾞ反応を使用した科学実験 6/24 研修室 NPO法人くらし 29人 3 0 人

学 とﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｻﾞ21 ×2回

講 ｷｯﾁﾝの科学ﾌﾟﾛ

座 ｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ2人

遺伝子ってなあに 食塩、洗剤、食材等からDNAを抽 8/27 研修室 NPO法人くらし 22組 12組

～DNAをとりだして 出 とﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｻﾞ21 ×2回

みよう！～

協賛：中外製薬

紙ｺｯﾌﾟﾓｰﾀｰをつくろう エナメル線でコイルを作りモータ 10/ 1 研修室 石川 博行 氏 20人 20人

ーの仕組みを学ぶ ×2回

キッチンサイエンス ﾋﾞﾀﾐﾝCやｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ等でｸﾞﾐ作り 11/19 第１研修室 金子 浩子 氏 34人 15人

｢光るグミを作ろう！｣ (ｷｯﾁﾝの科学ﾌﾟ ×2回

共催：NPOくらしとﾊﾞｲｵ ﾛｼﾞｪｸﾄ)

ﾌﾟﾗｻﾞ21

はじめまして科学くん 食塩水の浮き沈み、空気の減圧実 12/ 3 第１研修室 丹羽 孝良 氏 15組 15組

～卵でびっくり実験～ 験等 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1名

がんばれ!!群馬のもの ﾗｼﾞｺﾝ飛行機の展示と紙飛行機工 9/23 多目的ホール 夢工場おおた 388人

づくり～幻の旅客機富 作、幼児用紙飛行機製作等 10人 小学生工作 50人

嶽登場～ 31人

協賛：夢工場おおた 幼児工作 200人

143人

③スペースシアター運営
子どもたちが星空や宇宙への興味関心を育むことを目的とした優良なプラネタリウム番組を主に提供したほか、関係団体と

の情報交換で得た効果的な解説を取り入れた。なお、シアター内のマルチ工事に伴い、１／２３～３／２３までプラネタリウ

ムの上映を休止し、代替として多目的ホールにて移動プラネタリウム「にこっとドーム」を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ほしぞらさんぽ 職員自作の星座解説番組を四季ご 4/ 1～ 6/ 4 スペースシアター 156人

協力：前橋女子高校 とに上映

（夏の星空散歩） 6/10～ 9/10 304人

9/15～12/ 3 133人

12/ 9～ 3/31 58人

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
投
影



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プ 幼児番組 ｢それいけ！アンパンマン 4/ 1～ 1/21 スペースシアター 4,842人

ラ ～星の色と空の色～」

ネ

タ ｢こぐま座のティオ 3/24～31 80人
リ 星空だいぼうけん｣

ウ

ム こども番組 ｢妖怪ウォッチ プラネタリウム 4/ 1～ 6/ 4 3,558人

投 は星と妖怪がいっぱい」

影

｢かいけつゾロリ｣ 6/10～ 3/31 7,519人

～おうごんの星をさがせ編～
～ちきゅうをめざせ編～

夏休み特別上映 7/19～ 8/31 3,007人

名探偵コナン｢探偵たちの星月夜｣

一般番組 美しき地球「ベラガイア」 4/ 1～12/ 3 2,578人

｢ﾈｲﾁｬｰﾘｳﾑ ｵｰﾛﾗの調べ」 12/ 9～ 3/31 1,106人

特別上映番組 ｢君が住む星｣ 7/19～ 8/31 153人

(土日祝)

｢ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 時間、空間を超える 3/24～31 171人

小宇宙｣

にこっとドーム プラネタリウム番組組込休、保守 6/6～9､9/12 多目的ホール 延べ 310人

点検、施設改修時に投影 ～15､10/3､

12/5～8､1/23

～3/15

宙（SORA）コン 映像、音楽を組み合わせたｺﾝｻｰﾄ 3/31 スペースシアター 岩崎 和弘 氏 ① 53人 150人
他4人 ② 60人 ×2回

おやこプラネタリウム おやこｻﾛﾝ｢はじめてのﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ｣ 6/21 スペースシアター 16組 39人

乳幼児の親子に季節の星空の観賞

や手遊び、読み聞かせ等

こども宇宙教室 ｢秋の星空散歩～土星やブラック 9/ 9 スペースシアター 長谷川 隆 氏 49人 80人
ホール探し～｣ (ぐんま天文台)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

企画投影 熟睡プラ寝たリウム2017「仮眠室 11/23 スペースシアター 39人 80人

ﾌﾟﾗﾈﾗﾀﾘｳﾑへようこそ」

星空観察 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑやﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰでの星空 5/13､ 8/12 スペースシアター 石川 昭良 氏 延べ 162人 100人
こどもの国ｽﾀｰﾌﾚﾝﾄﾞ 解説と野外での観望 10/28(中止) 公園 井上 重利 氏 ×4回

12/ 9､ 2/10 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 茂木 弘光 氏

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 延6人

団 幼児向き番組 ｢ラビくんのうちゅうりょこう｣ 4/ 1～ 1/21 スペースシアター 30団体

体 1,042人

投
影 ｢たいようくんとおつきちゃん｣ 66団体

4,960人

｢こぐま座のティオ 2団体

星空だいぼうけん｣ 6人

｢みんなおともだち 4団体
～まっちくんとうちゅうぼうけん～｣ 393人

｢それいけ！アンパンマン 19団体

～星の色と空の色～」 454人



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

団 小学生低学年向き ｢オリオンと会ったよ｣ 4/ 1～ 1/21 スペースシアター 17団体

体 番組 1,371人

投

影 ｢レッツスターウォッチング｣ 3団体 84人

小学校高学年向き ｢宇宙 4/ 1～ 1/21 スペースシアター 9団体

番組 ～その大きさを感じてみよう～｣ 675人

｢THE MOON 月のふしぎ｣ 1団体

122人

こども番組 ｢妖怪ウォッチ プラネタリウム 4/ 1～ 1/21 1団体

は星と妖怪がいっぱい」 25人

｢かいけつゾロリ｣ 6/10～ 3/31 スペースシアター 19団体

～おうごんの星をさがせ編～ 383人

名探偵コナン｢探偵たちの星月夜｣ 7/19～ 8/31 24団体
616人

一般番組 美しき地球「ベラガイア」 4/ 1～12/ 3 スペースシアター 1団体 8人

ほしぞらさんぽ 4/ 1～ 1/21 1団体 41人

｢ﾈｲﾁｬｰﾘｳﾑ ｵｰﾛﾗの調べ」 12/ 9～ 3/31 2団体 24人

④クラフトルーム運営

身近な素材を用いた自由利用プログラムと季節行事にあわせた季節プログラムを組み合わせて実施したほか、難易度やテー

マを変えて行う「チャレンジクラフト」を実施した。なお、これまでのプログラム入替における閉室を廃止し、いつでも工作

が楽しめ、また、より参加しやすい環境作りに努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用プログラム 13 ｢おなまえフォルダー｣ 4/ 1～ 9 クラフトルーム 1,324人

1 「紙コップdeぱっくぱく」 4/12～28 836人

2 ｢１・２・ジャンプ｣ 5/ 9～31 1,435人

3 ｢おすしをつくろう！｣ 6/ 1～25 2,107人

4 ｢カタカタがっき｣ 6/27～30 1,032人

7/ 8～21

5 ｢金魚ちゃん☆｣ 7/22～ 8/10 2,440人

6 ｢ぬってでてくる☆秘密の絵｣ 8/11～31 3,203人

7 ｢ストローグライダー｣ 9/ 1～29 2,339人

8 ｢トライアングル▲ケース｣ 9/30～10/20 1,860人

9 ｢くるくる★スピナー｣ 11/ 1～24 2,381人

10 ｢木の実でけんだま｣ 11/25～12/15 1,127人

11 ｢ヒューヒューホイッスル｣ 2/ 4～23 1,366人

12 ｢メッセージエッグ｣ 3/ 4～23 1,405人

13 ｢フラワーバスケットキャップ｣ 3/24～31 1,350人



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

季節プログラム １ ｢こいのぼり♬ロゼット｣ 4/29～ 5/ 7 クラフトルーム 1,737人

2 ｢たなばたリンリン｣ 7/ 1～ 7 422人

3 ｢ハロウィンビニールバック｣ 10/21～31 596人

4 ｢クリスマス☆ツリー｣ 12/16～25 571人

5 ｢かざり羽子板｣ 12/26～ 1/14 1,207人

6 ｢鬼おに！パチンコ｣ 1/16～ 2/ 3 735人

7 ｢おひなさま｣ 2/24～ 3/ 3 629人

団体利用 やきもの マグカップ 4/19 クラフトルーム 1団体 39人

紙皿フリスビー 5/10､18､24 クラフトルーム 11団体

10/3､4､19､20 614人
2/7､22

3/8､9､14

5/23 多目的ホール 2団体 180人

10/19 第１研修室 1団体 127人

とびだせロケット 5/26､10/6 クラフトルーム 3団体 189人

2/28

ふんわりパラシュート 10/11､11/15 クラフトルーム 2団体 89人

おたんじょうてがた 「どれくらいおおきくなったかな」 4/18､ 5/16 第２研修室 275組 15組

6/20､ 7/ 4 ×3回
8/ 1､ 9/12

10/17､11/14

12/ 5､ 1/23

2/27､ 3/20

チ まわるまわるぞ☆ 兜をモチーフにしたコマの制作 5/ 3 第1研修室 30組 20組

ャ かぶとマン ×2回
レ

ン ボイスレコーダーを 登録ボランティアを講師に電子パ 7/ 9 第１研修室 松本 伸二 氏 32人 20人

ジ 作ってみよう! ーツを組み立て録音再生機を制作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 ×3回

ク

ラ

フ クルクルランド ペットボトルとワイヤーを利用し 8/20 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 25人 20人

ト た回転仕掛けのおもちゃを制作 ×2回

しめ縄づくりに挑戦!! 稲作体験の藁を利用し地域の指導 12/26 第１研修室 太田市西長岡町 8組 10組

共催：金山総合公園 者のもと正月飾りを家族で制作 区長他 1人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

レザークラフト体験 星形のレザーに自由に刻印し、キ 1/ 5 第１研修室 14人 20人

☆キーホルダーを ーホルダーを制作 ×2回
つくろう！

たいこをつくろう♪ ガムテープ芯とクリアファイルを 3/11 第１研修室 19人 20人

利用したたいこを製作 ×2回

⑤プレイルーム運営

子どもの発達年齢に応じた各種遊具を配置し、良質の遊びを提供した。また、乳幼児や保護者を対象とした子育て支援プロ

グラム、幼児から学童期の子ども及び親世代等が遊びを通して交流する場所の提供を行った。さらに、研修室の空き時間を利

用し小学校高学年でも楽しめる遊具の配置を新たに行った。



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 7 巧技台､ままごとｾｯﾄ､木のおもちゃ 4/ 1～13 プレイルーム 1,169人

1 ｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ、ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ、木馬 4/15～ 5/25 5,264人

2 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ 5/27～ 7/ 6 2,815人

3 ｳｪｲﾌﾞﾊﾞﾗﾝｽ平均台、大型ﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸ 7/ 8～ 8/31 9,110人

4 連結とび石､ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ､なかよし 9/2～ 10/12 4,254人

ﾗﾝﾄﾞ等

5 巧技台､ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ､動物ﾊﾟｽﾞﾙﾏｯﾄ等 10/14～12/ 7 4,230人

6 ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ､ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ､ｿﾌﾄﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸ 12/ 9～ 2/ 8 3,412人

7 S字平均台、ﾏｯﾄﾌﾟﾚｲﾛｯｸ、ﾈｼﾞﾌﾞ 2/10～ 3/31 4,118人

ﾛｯｸ、ままごとｾｯﾄ等

わいわい広場 各種優良玩具を配置 4/ 1～ 3/31 第２研修室 －

だんらんひろば オセロ、将棋等ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ配置 4/ 1～ 3/31 ２階ロビー 34,641人

団体利用 ｢うごいてあそぼう！｣ 7/13 多目的ホール 1団体 22人

乳幼児の親子が体操やﾘｽﾞﾑ遊び、

バルーン遊び等で楽しむ

中高生のふれあい事業 ｢中高生とちびっこたちのふれあ 8/ 4 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 中高生 7人 20人

いタイム｣ 参加者 46人

遊びの研修、読み聞かせ、集団遊

び等指導

子育てママのいきいき ｢乳製品で手作りおやつづくり｣ 6/16 研修室 森永乳業㈱ 19人 30人
タイム 春巻きﾁｮｺﾊﾞﾅﾅｸﾚｰﾌﾟ､ｵｰﾌﾟﾝｻﾝﾄﾞ ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

｢浴衣の着付けにチャレンジ！｣ 7/14 研修室 橋本絞店 6人 20人

着付けの基本から帯の結びのｱﾚﾝ ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

ｼﾞまでを学ぶ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

｢ベビーマッサージ」 9/ 9 研修室 額田 直子 氏 21人 1 5 人

ベビーマッサージ体験 ×2回

｢アンガーマネジメント～子育て 11/29 研修室 冨永 敦子 氏 30人 20人

イライラ解消のために～｣ ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

感情コントロールを学ぶ

｢レザークラフト体験～マジック 1/12 研修室 ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児) 10人 20人

編みブレスレット作り～｣ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

編み込み型ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ作り体験

｢親子でLet'sチアダンス｣ 3/ 4 多目的ホール 島倉麻友美 氏 19組 20組

初心者向けチアダンス体験

ﾊﾟﾊﾟとEnjoy ～保育者ユニット「しゃぼん玉」 1/21 多目的ホール 保育者ユニット 141人 100人

によるあそびライブ～ しゃぼん玉

保育者ユニットによる親子遊び等家族

と一緒に楽しめる遊び場を提供

おやこサロン 乳幼児の親子を対象とした手遊び 5/17､ 7/19 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 93組 195人

や親子遊び、パネルシアター等 9/20､10/25 第２研修室 延べ2人
12/20､ 1/17

2/21､ 3/14

～音で遊ぼう１、２、３～ 11/25 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 12組 26人 30組

親子遊び、手作り楽器・民族楽器

の製作・紹介・体験等



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

あそぼうタイム 「家族みんなで遊んじゃおう♪～ 6/25 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 356人

ドッチボール大会～」

ボール遊具の自由利用、ドッチボ 大会 58人 110人

ール大会

⑥ビデオライブラリー運営

優良なビデオを鑑賞する場を提供した。これまでの受付方法を変更し、利用者が操作を行うセルフ方式を取り入れた。また、

親子で楽しめる映画会や映像の仕組みを学ぶ教室等を開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 優良ビデオを提供 4/ 1～ 3/31 ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 3､352人

団体利用 16㎜フィルムの上映 研修室

｢ブレーメンの音楽隊｣ 2/23 1団体 21人

｢オズの魔法使い｣ 2/23 1団体 112人

｢ムーミンのきえないおばけ｣ 3/16 1団体 55人

こども映画会 ｢ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸ・ﾋﾞｰｽﾄと魔法使いの 7/17 多目的ホール 139人 300人

旅｣

わくわく映像教室 ｢こまどり 100ｺﾏｱﾆﾒを作ろう！｣ 3/17 第１研修室 根本 剛 氏 12人 20人

小麦粉粘土を使ってｸﾚｲｱﾆﾒを作成 東日本ﾃﾞｻﾞｲﾝ

&ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門
学校学生

⑦パソコンルーム運営

幼児から小学校高学年児童向きの年齢や興味に応じたソフトやインターネットが体験できる場を提供したほか、子育て中の

保護者向けの講座を開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 PCによるお絵かき､ｹﾞｰﾑ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等 4/ 1～ 3/31 パソコンルーム 16,451人

パソコン工房 パソコンでお絵かきしよう！ 4/22､ 5/20 パソコンルーム ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 231人

～プリントタイム～ 6/24､ 7/22 延べ4人
～クリスマスツリー～ 8/26､ 9/16

～お名前シール～ 11/25､12/23､

1/27､ 2/24､

3/10

パソコンDE手作りアル 子育て中の親を対象に、お絵かき 2/16 パソコンルーム ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児) 5人 8人

バム作っちゃおう！ ソフトを使ってオリジナルアルバ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人
ムを作成

⑧こども図書室運営

絵本や児童書、育児書などの配架や季節に相応しい絵本、おすすめの図書の紹介コーナーを設け、本に親しめる環境作りを

行った。また、読み聞かせの余韻を楽しみながら関連した工作を行う「絵本のワークショップ」や、県立図書館の協力を得て

テーマを設けた読み聞かせを行った。



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由閲覧 月刊誌､絵本､児童書､育児書等を 4/ 1 ～3/31 こども図書室 20,539人

提供

団体利用 ｢絵本を読んだらあそぼう｣ 7/11、12 ﾊｲﾋﾞｼｮﾝｼｱﾀｰ 2団体 43人
絵本の読み聞かせと簡単な工作

おはなしのへや 自転車紙芝居 4/29､ 9/ 3 公園かくれん ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 127人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て紙芝居舞台 ぼの丘 延べ3人

付き自転車で行う紙芝居の上演

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て赤ちゃん絵 6/ 6､11/ 7 こども図書室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 38人
本の読み聞かせと図書案内 1/16､ 3/ 6 延べ2人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て絵本の読み 10/21､ 2/24 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 14人

聞かせと簡単な工作 延べ2人

おはなしのへやスペシ 絵本で対決 いぬVSねこ 5/28 第２研修室 県立図書館職員 自由閲覧

ャル ～出張！群馬県立図書館～ 2人 40人
読み聞かせ 30人

13人

絵本のワークショップ ｢さかなはさかな 7/16 第１研修室 20人 15人

～ゆらりんﾓﾋﾞｰﾙをつくろう～｣ ×2回

⑨体力増進事業

体を動かして遊べるよう多目的ホールに運動器具を配置したほか、自然環境を利用した事業や金山総合公園の広場を利用し

た地域で活躍するスポーツ選手によるスポーツ教室など屋外の活動にも取り組んだ。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

チャレンジスポーツ 竹馬、ﾌﾗﾌｰﾌﾟ、ﾊﾟｶﾎﾟｺ、ﾎｯﾋﾟﾝｸﾞ 5/13、14 多目的ホール 356人

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｶｰ、ﾌﾗﾌｰﾌﾟ 6/11 359人

ｷﾞﾑﾆｸﾎﾞｰﾙ、ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ 6/24 261人

縄跳び、ﾌﾗﾌｰﾌﾟ、竹馬、ﾘﾎﾞﾝ 11/ 4、25 560人

卓球 12/23 81人

竹馬、縄跳び、ﾘﾎﾞﾝ 1/13 246人

なわとび、竹馬、ﾌﾗﾌｰﾌﾟ 2/18､24､25 831人

バトルスポーツ ｢水鉄砲バトル」 7/25 公園ダイナミ 59人 40人
ック広場 ×2回

こどもの国ダンス部 ①JAZZコース ②HIP-HOPコース 5/27､ 6/17 多目的ホール スタープロジ 延べ 199人 20人

目指せ児童館フェステ の連続教室 7/ 8､10/ 8 ェクトダンス 10/15 ×2ｺｰｽ

ィバル 10/15 スクール 観覧者約300人

ﾊﾟﾊﾟとEnjoyぶらり親 こどもの国から金山までのﾊｲｷﾝｸﾞ 5/ 7 ぐんまこども 11人 30人
子散歩 の国周辺

世界にはばたけ！未来 ｢レーシングドライバー小暮選手 6/10 多目的ホール 小暮 卓史 氏 ① 27人 30人

のこどもたち と遊ぼう！話そう！｣ ② 84人

｢空手道ふれあい教室｣ 3/ 3 多目的ホール 太田市空手道 参加 22人 30人

連盟 見学 38人
太田市城西中

空手部



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

世界にはばたけ！未来 SUBARU陸上選手との集い・ふれあ 3/11 わんぱく広場 ㈱SUBARU陸上 60人 50人

のこどもたち い教室 競技部

⑩食育体験事業

地元企業や関係機関と連携し、親子を対象とした食育プログラムや食育知識の普及と子どもたちの食生活の向上を図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

毎月19日は家族でいた 豆つかみゲーム 2/18 第２研修室 57人 40人
だきますの日 ×2回

親子でちょうせん！ 食に関するクイズとぬりえ 6/10～30 多目的ホール前 ぬりえ 262人

食育クイズ

親子でおいしい工場見学 ｢牛乳製造ﾗｲﾝ見学＆ﾊﾞﾀｰ作り体験!!｣ 7/ 9 ﾐﾙｸﾗﾝﾄﾞ東毛 ﾐﾙｸﾗﾝﾄﾞ東毛職員 37人 40人

3人

稲作体験 事前学習会 5/14 ふれあい工房 46人 60人

共催：金山総合公園

田植え 6/18 公園たんぼ 53人

草取り、自然観察 7/ 9 30人

稲刈り 10/ 8 44人

収穫祭（もちつき大会） 11/26 ふれあい工房 41人

⑪ふれあい仲間づくり事業

子どもたちが自由に楽しく遊び、異年齢児が交流できる場を設けたほか、「家庭の日」に合わせて家族で楽しめる体験イベ

ントを実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

「家庭の日」普及活動 家族同士でカルタ対戦 1/ 7 研修室 10組 10組

家族対抗！カルタ大会 ×2回

多目的ホール活用 カプラ 4月～3月 多目的ホール 延べ4,839人

延べ 23日

第４回全国カプラ大会 希望者へのエントリー手続き 7/22、23 多目的ホール 284人

作品大募集 ｴﾝﾄﾘｰ 20組

団体利用 カプラ 7/ 7､ 多目的ホール 5団体 157人
2/ 8､22

3/ 1､14

とことん外であそび隊！ ﾌﾟﾚｲﾜｰｶｰが見守り､ﾊﾝﾓｯｸやﾎｯﾋﾟﾝ 4/15､ 7/15 公園かくれん ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 延べ 237人

ｸﾞ等の自由遊び空間を提供 10/22（中止） ぼの丘 延べ2人

3/ 3



(2) 推進事業

①児童館活動促進事業

県内児童館の活動促進を図るため、児童館フェスティバルを実施したほか、職員の資質向上を目的とする研修会を実施した。

また、児童館の実態を総合的に把握するため、県内各市町村・各児童館を対象に運営等の実態調査を実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

群 組織化・情報収集 会員児童館提供の児童館だよりの 4/ 1～ 3/31 会員 66館
馬 集約､ＨＰ掲載､館内掲示､研修会
県 案内やイベント情報送付
児
童 総会 平成28年度事業報告及び会計報 4/28 研修室 会員
館 告､平成29年度事業計画(案)及び 43館 40人
連 予算(案)、群馬県児童館連絡協議 顧問 1人
絡 会役員改選(案) 事務局 2人
協
議 児童館活動功労者 群馬県児童館連絡協議会所属の職 4/28 2人
会 顕彰事業 員の中から表彰規定に基づき表彰

館長交流会 放課後児童クラブでの過ごし方や 4/28 会員
館内ルールと来館者への対応等に 31館 28人
ついて情報交換 事務局 2人

児童館職員交流会 ｢障害平等研修(DET)～障害を考え 11/ 2 飯島 邦敏 氏 16人 50人
行動につなげる～｣ 高橋 宜隆 氏

細野 直久 氏
(DET群馬)

役員会 平成29年度事業報告(案)及び会計 3/ 8 役員 11人
報告(案)、平成30年度事業計画 顧問 1人
(案)及び予算(案)、群馬県児童館 事務局 2人
連絡協議会施行細則改正(案)

群

（

第１回幹事会 幹事業務・実施要領の確認、各計 5/12 第１研修室 事務局 3人 幹事 11人
馬 共 画書説明、全体事業に関する協議
県 催

内

：

第２回幹事会 個別事業・全体事業、テーマに関 6/ 9 県庁171会議室 事務局 2人 幹事 11人
児 群 する協議
童 馬

館 県 第３回幹事会 個別事業・全体事業に関する協議 7/ 6 第１研修室 事務局 2人 幹事 11人
フ 児

ェ 童 第４回幹事会 実施場所や役割分担、当日スケジ 9/14 県庁 事務局 2人 幹事 13人
ス 館 ュール等の確認
テ 連

ィ 絡 第５回幹事会 最終確認及び会場準備 10/13 第１研修室 事務局 2人 幹事 11人
バ 協

ル 議 ｢わくわくドキドキ！楽しいあそび大集合!!｣ 10/15 館内、公園 児童館 52館 3,473人
会 各種あそびの実施及び活動の紹介 大道芸人Tommy

）
後援：群馬県、ＮＨＫ前橋放送局、上毛新聞、群馬テレビ、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人

エフエム群馬、エフエム太郎、太田タイムス ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 8人

第６回幹事会 今後の振り返り及び次年度の実施 11/17 第１研修室 事務局 3人 幹事 11人
について

児童厚生員等研修会 ｢児童館論Ⅰ｣ 6/21 研修室 野澤 秀之氏 97人 100人
共催：群馬県児童館連絡協議会 (児童健全育成

｢児童館論Ⅱ｣ 推進財団) 98人 100人

｢地域福祉活動」 12/ 8 群馬県生涯学習 永田 理香氏 93人
センター (高崎健康福祉

大学)

｢児童の発達理論｣ 1/ 8 研修室 宮内 洋 氏 95人 100人
(群馬県立女子
大学)

｢安全指導・安全管理｣ 柳澤 邦夫 氏 86人 100人
(上三川町立上
三川小学校)

遊び指導技術開発研修会 ｢ゲーム・運動遊び｣ 7/11 多目的ホール 橳島 隼人氏 82人 80人
共催：群馬県児童館連絡協議会 (あかぎの森の

幼稚園)

群馬県内児童館オレン ｢あなたに届け!音のことだま～上 11/26 多目的ホール 石下 有美 氏 ① 88人 各回
ジリボンキャンペーン を向いて歩こう～」 (ｴﾚｸﾄｰﾝ奏者) ② 104人 300人
共催：群馬県児童館連絡協議会 11月の児童虐待防止月間に因み県内児

童館でのｷｬﾝﾍﾟｰﾝの一環として､ｴﾚｸﾄｰﾝ
演奏と講話のｽﾃｰｼﾞを開催



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

群馬県内児童館実態調査 市町村及び児童館を対象に調査 12/22～ 3/31 35市町
共催：群馬県児童館連絡協議会 (報告書は30年5月を予定) 68児童館

児童健全育成講演会 親野 智可等氏講演会 2/17 多目的ホール 親野智可等 氏 聴講 95人 300人
共催：群馬県児童館連絡協議会 ｢親が楽になれば、子どもが幸せ (教育評論家) 託児 15人 15人
後援：ぐんま地域活動連絡協議会 になる」 NPO法人すずらん

群馬県民生委員児童委員協議会 (託児)

遊具等貸出 遊具の貸出 4/ 1～ 3/31 40施設65ｾｯﾄ

16㎜映画フィルム及びDVDの貸出 2施設 5本

②ネットワークづくり事業

地域の子育て環境づくりの充実にあたり、移動児童館として県内各地で遊びやアマチュア団体による人形劇等を実施した。

なお、移動児童館の要望は学校が長期休みの希望が集中するため、新規の団体へのサービス提供を優先とした抽選方式を新た

に取り入れた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 親子遊び 4/20 吉岡町児童館 37人

（移動児童館） （えくぼクラブ）

90回 4,321人

親子遊び 5/12 高崎市矢中公 40人

学童 30回 （高崎市矢中生活学校） 民館
児童館 19回

子育て支援 16回 親子遊び 5/25 藤岡中央児童館 69人

子ども会 6回 （藤岡中央児童館）

公民館 5回

子育てサークル 4回 シャボン玉遊び 5/31 子持ふれあい 28人

母親クラブ 4回 (バンビの会) 公園

子育てサロン 2回
親の会、社協、生活学校、 親子遊び 6/ 2 渋川市中央公 14人

ふれあいセンター 各1回 （渋川市東部公民館） 民館

移動プラネタリウム 6/ 3 太田市休泊児 42人

（太田市休泊児童館） 童館

親子遊び 34回 1,224人

カプラ 10回 511人 親子遊び 6/ 9 大泉町南児童館 10人
空気砲 8回 485人 （大泉町南児童館母親クラブ）

集団ゲーム7回 266人

やきもの 6回 235人 集団ゲーム 6/17 東吾妻町立町 30人

シャボン玉4回 203人 (原町地区子ども会育成会連絡協議会) 民体育館

音で遊ぼう3回 128人

ミラーキューブ 親子遊び 6/20 太田市韮川児 22人

3回 82人 （太田市韮川児童館） 童館
科学マジック

2回 95人 親子遊び 6/22 邑楽町地域子育 36人

静電気 2回 65人 (邑楽町立中野幼稚園 邑楽町地 て支援センター

ドミノ 1回 40人 域子育て支援センター)

移動プラネタリウム

4回 304人 親子遊び 6/27 白ばら保育園 28人

人形劇 3回 135人 （白ばら保育園子育て支援センター 子育て支援セ
泥だんご 2回 479人 いちごクラブ） ンター

ヒーローショー

1回 69人 やきもの体験 7/ 1 角渕研修所 20人

（玉村町角渕下之手子供会）

親子遊び 7/ 5 大泉町西児童館 48人

（大泉町西児童館母親クラブ）

鑑賞事業 7/ 8 エンゼル保育 人形劇団ぽっ 69人

(ｴﾝｾﾞﾙ保育園子育て支援ｾﾝﾀｰｴﾝｾﾞﾙ) 園ホール ぷこ～ん



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 親子遊び 7/11 北橘保育園子育て 17人

（移動児童館） (北橘保育園子育て支援ひまわり室) 支援ひまわり室

シャボン玉遊び 7/13 太田市鳥之郷 16人
（太田市鳥之郷児童館） 児童館

移動プラネタリウム 7/20 草津町総合保 69人

（草津町社会福祉協議会） 健センター

カプラであそぼう 7/21 伊勢崎地域交流 66人

(放課後児童クラブ あかいし) ｾﾝﾀｰ赤石楽舎

カプラであそぼう 7/21 伊勢崎市赤堀 54人

（伊勢崎市赤堀あさひ児童館） あさひ児童館

空気砲であそぼう 7/25 美九里西保育 39人

（藤岡市美九里西学童保育所） 園ホール

音の伝わり方 7/26 学童保育所た 47人

（学童保育所たけのこ教室） けのこ教室

集団ゲーム 7/28 学童保育所け 35人

（学童保育所けやきクラブ） やきクラブ

やきもの体験 8/ 3 前橋市ももか 35人
（前橋市ももかわ児童クラブ） わ児童クラブ

ドミノであそぼう 8/ 3 高崎市堤ヶ岡第2 40人

(高崎市堤ヶ岡第2学童保育クラブ) 学童保育クラブ

やきもの体験 8/ 7 伊勢崎市くる 72人

（伊勢崎市くるみ児童クラブ） み児童クラブ

シャボン玉であそぼう 8/ 8 高崎市城東学

（高崎市城東学童クラブ） 童クラブ (台風により8/30に延期)

空気砲であそぼう 8/ 8 高崎市乘附学 60人

（高崎市乘附学童クラブ） 童クラブ

空気砲であそぼう 8/ 9 安中市あさひ 51人

（安中市あさひ学童クラブ） 学童クラブ

空気砲であそぼう 8/ 9 細野ふるさと 23人

（安中市細野地区生涯学習） センター

やきもの体験 8/10 太田市綿打小放 67人
（太田市綿打小放課後児童クラブ） 課後児童クラブ

音の伝わり方 8/10 太田市末広学 34人

（太田市末広学童クラブ） 童クラブ

科学マジック 8/17 沼田市東学童 45人

(沼田東学童ｸﾗﾌ゙ ･沼田東第2学童ｸﾗﾌ )゙ クラブ

ミラーキューブ 8/21 松井田児童ｸﾗﾌﾞ 30人

（松井田児童クラブ）

空気砲であそぼう 8/22 太田市休泊小 75人

（太田市休泊小放課後児童クラブ） 放課後児童ク

ラブ

カプラであそぼう 8/22 太田市駒形小学校 52人

(太田市駒形小学校放課後児童ｸﾗﾌﾞ) 放課後児童クラブ

ミラーキューブ 8/23 高崎市倉賀野 33人

（高崎市倉賀野公民館） 公民館



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 ミラーキューブ 8/23 玉村町放課後 19人

（移動児童館） (玉村町放課後児童ｸﾗﾌﾞｽﾏｲﾙ) 児童ｸﾗﾌﾞｽﾏｲﾙ

やきもの体験 8/25 前橋市石倉学 15人
（前橋市石倉学童クラブ） 童クラブ

カプラであそぼう 8/28 太田市尾島小放 56人

（太田市尾島小放課後児童クラブ） 課後児童クラブ

集団ゲーム 8/29 高崎市片岡第2 38人

（高崎市片岡第2学童クラブ） 学童クラブ

カプラであそぼう 8/29 高崎市片岡学 45人

（高崎市片岡学童クラブ） 童クラブ

シャボン玉であそぼう 8/30 高崎市城東学 133人

（高崎市城東学童クラブ） 童クラブ

カプラであそぼう 9/ 2 伊勢崎市赤石 78人

（伊勢崎市こども発達相談室（北） 楽舎

親の会）

親子遊び 9/ 8 昭和村第一保 23人

（昭和村第一保育園子育て支援セ 育園子育て支

ンター） 援センター

親子遊び 9/14 バイテック文化 50人

(中之条町地域子育て支援センター) ホール体育館

カプラであそぼう 9/15 伊勢崎市きく 75人

（伊勢崎市きく児童館） 児童館

やきもの体験 9/23 千代田町鍋谷 26人

（千代田町鍋谷子供育成会） 公民館

親子遊び 9/27 伊勢崎市 16人

（伊勢崎市境児童センター） 境児童センター

親子遊び 9/29 太田市綿打保 21人
（太田市綿打保育園子育て支援セ 育園子育て支

ンター） 援ｾﾝﾀｰ

親子遊び 10/ 5 沼田幼稚園子育 36人

（沼田幼稚園子育て支援センター） て支援センター

シャボン玉遊び 10/14 板倉町児童館 26人
（板倉町児童館）

カプラであそぼう 10/17 伊勢崎市 65人

（伊勢崎市あやめ児童館） あやめ児童館

親子遊び 10/18 太田市綿打児童館 47人

（太田市綿打児童館）

あそびの出前 10/21 明和町ふれあいセ 山崎 茂 氏 92人

光る！泥だんごの色遊び ンタースズカケ (三波川ふるさと児

（明和町ふれあいセンタースズカケ） 童館あそびの学校）

親子遊び 10/24 高崎市 53人

（高崎市倉賀野児童館） 倉賀野児童館

親子遊び 10/27 赤城保育園 21人

（赤城保育園子育て支援センター 子育て支援セ

たんぽぽ） ンター

カプラであそぼう 11/ 3 沼田市立枡形 34人

（おひさま学童クラブ） 小学校体育館



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 あそびの出前 11/ 4 館林市児童ｾﾝﾀｰ 山崎 茂 氏 387人

（移動児童館） 光る！泥だんごの色遊び (三波川ふるさと児

（館林市児童センター） 童館あそびの学校）

親子遊び 11/ 7 秋間中央保育園子 12人

（秋間中央保育園子育て支援セン 育て支援センター

ター「小さいお城」） ｢小さいお城｣

親子遊び 11/ 9 伊勢崎市境児 32人

（伊勢崎市境児童館どんぐり） 童館どんぐり

科学マジック 11/11 榛東村児童館 33人

（榛東村児童館）

親子遊び 11/16 明和こども園子 90人

（明和町立明和こども園 子育て 育て支援ｾﾝﾀｰ

支援センター）

親子遊び 11/17 岩野谷保育園内地 19人

（岩野谷保育園地域子育て支援セ 域子育て支援セン

ンター「いわい」） ター｢いわい｣

鑑賞事業 11/18 高崎市井野児 アクト☆やま 21人

（高崎市井野児童館） 童館 と姫

親子遊び 11/24 前橋市芳賀公民館 21人

（ひよこくらぶ）

親子遊び 12/ 1 大泉町東児童館 36人

（大泉町東児童館母親クラブ）

静電気ビリビリ実験 12/ 2 榛東村10区ｺﾐｭ 50人
（榛東村10区いずみ子供会） ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

親子あそび 12/ 7 伊勢崎市 30人

（伊勢崎市すみれ保育園ありんこｸﾗﾌﾞ） すみれ保育園

集団ゲーム 12/10 吉岡町 39人

（仲よし子供会） 大藪公会堂

親子遊び 12/12 大胡公民館 35人

(地域子育て支援センターアイアイ)

移動プラネタリウム 12/22 中野小学校 93人

（邑楽町公民館） 体育館

科学マジック 12/25 あすなろ学童 50人

(あすなろ学童クラブ) クラブ

集団ゲーム 12/26 赤堀児童健全育 21人

（赤堀放課後児童健全育成ルーム） 成ルーム

集団ゲーム 12/26 伊勢崎市赤堀 81人
（伊勢崎市赤堀児童館） 児童館

空気砲であそぼう 12/27 太田市強戸小 93人

（太田市強戸小放課後児童クラブ） 放課後児童ｸﾗﾌ゙

音の伝わり方 12/27 放課後児童ｸﾗ 47人

（放課後児童クラブわかばの杜） ﾌﾞわかばの杜

親子遊び 1/19 沼田市保健福 106人

（和い輪いくらぶ） 祉センター

移動プラネタリウム 1/20 高崎市榛名福 100人

（高崎市榛名児童館） 祉会館



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 親子遊び 1/26 大泉町北児童館 33人

（移動児童館） （大泉町北児童館母親クラブ）

カプラであそぼう 1/27 沼田市薄根公 中止
（薄根学童館） 民館

静電気ビリビリ実験 1/28 旧天神小学校 15人

(前橋市上川渕公民館) 体育館

親子遊び 1/30 館林市多々良 54人

（館林市多々良公民館 児童室） 公民館

カプラであそぼう 2/ 3 玉村町南児童館 25人

（玉村町南児童館放課後児童クラ

ブ父母会）

親子遊び 2/ 6 板倉町東部公 30人

（ひまわりキッズ） 民館

親子遊び 2/ 9 みよし保育園 40人

（みよし保育園子育て支援センタ ホール

ーキラキラらんど）

鑑賞事業 2/17 高崎市群馬児 TMCワイルド 69人

（高崎市群馬児童館） 童館

鑑賞事業 3/ 3 前橋市朝倉児 人形劇団ぽっ 45人

（前橋市朝倉児童館） 童館 ぷこ～ん

集団ゲーム 3/ 4 角渕研修所 22人

（玉村町角渕御門子ども会）

親子遊び 3/ 7 剣崎町公民館 33人

（子育て支援サークル「おはなひ

ろば」）

親子遊び 3/15 伊勢崎市さざ 32人

（伊勢崎市さざんか児童館） んか児童館

カプラであそぼう 3/22 新治学童クラブ 26人

（新治学童クラブ）

空気砲であそぼう 3/23 伊勢崎市赤堀 79人

（伊勢崎市赤堀南児童館） 南児童館

③組織化事業

「ボランティアひろば」では募集概要やボランティア活動を盛り込むなど内容を充実し誌面を刷新した。また、新たにボラ

ンティア自ら企画・運営に手掛けた「ボランティア祭り」を開催し、ボランティア同士のネットワークの構築等に努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ボランティア運営 施設ボランティアの募集・登録 4/ 1～ 3/31 登録人数

78人

｢ボランティアひろば」 4/ 1～ 3/31 (3月末)
304号～315号発行

ボランティア説明会 新規登録希望者及び登録ボランテ 5/14 第1研修室 7人

ィアに向けた活動概要等の説明

ボランティア会議 ボランティア祭り実施内容検討、 8/20､10/22、 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

及び打ち合わせ等 12/17､ 2/25 延べ 42人
ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

9人(2月のみ)



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ボランティア祭り準備 ボランティア祭りに向けた準備作 2/10、25 会議室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

業等 第１研修室 延べ 16人

ボランティア活動促進 おもちゃの病院 4/16､ 6/18 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 66件 111個
8/28､10/22 第２研修室 延べ51人

12/17､ 2/25

人形劇であそぼう 5/27､ 9/23 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 延べ 180人

11/23､ 1/27 各日1人

(1月のみ3人)

マジック＆腹話術ショー 5/28､11/19 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 延べ 165人 300人

各日3人

みんなであそぼう！ボランティア 3/18 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 38人 延べ 730人

祭り 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ12人

ピロティ

ジュニアスタッフ養成 登録希望者への活動概要等の説 5/14 第１研修室 登録 22人

明、七夕イベント準備等 参加者

14組 28人

七夕準備、練習。夏企画の準備等 6/ 4 第１研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

9人

七夕ｲﾍﾞﾝﾄ及び夏企画準備 7/ 2 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 登録者 12人

定例会 ｲﾍﾞﾝﾄの準備等 8/ 6､10/28 第1研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

11/ 5､ 2/25 研修室 延べ 38人

ハッピーメリメリクリスマス 12/16、17 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 16日 233人

イベントの手伝い 延べ13人 17日 349人

大もちつき大会 1/ 6 ピロティ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 600人

イベントの手伝い ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ10人

まるごとこどもデー 3/18 館内各所 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ12人 －

ぐんま地域活動連絡協 母親クラブフェスティバル代表者会議 4/ 7 第1研修室 ぐんま地域活
議会連携事業 動連絡協議会

役員他

ぐんま地域活動連絡協議会総会 4/25 研修室 ぐんま地域活

動連絡協議会

会員

第２７回 5/21 多目的ホール ぐんま地域活 多目的ﾎｰﾙ

ぐんま母親クラブフェスティバル 他 動連絡協議会 2,187人

～ひかってるネ！お母さん～ 会員 ｸﾗﾌﾄﾙｰﾑ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 302人

あひるすくい

400人

南中ソーラン

200人

第３４回親子のつどい 10/28 太田市藪塚本 300人

町社会体育館

地域子育て支援者講習会 ｢子どもの外遊び支援者講習会 3/ 3 研修室 嶋村 仁志 氏 14人 30人

～基礎スキルを獲得しよう～」 公園かくれん (TOKYO PLAY)
ぼの丘 他1名



④調査・研究事業
サービス向上委員会では利用団体や事業の利用者に対しアンケートを実施したほか、子どもたちの遊びの環境が悪化してい

ると言われていることから、季節や場所を変えての「こどもの遊び実態調査」や最寄駅からの施設案内「てくてくマップ」を

作成し、利用者の利便性の向上を図った。また、配慮や支援を必要とする子どもたちに向けて、個性やニーズに合った遊びの

プログラムを開発した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

サービス向上委員会 内部部会 随時 会議室 内部委員 5人

外部部会 11/24､ 3/20 会議室 外部委員 4人

職員研修「不審者侵入防犯訓練」 6/19 １階玄関､ロビ 太田警察署 21人
「職員WS＆意見交換会」 ー、第１研修室

てくてくマップ発行 7/25 1,000部

ご意見箱の設置 4/ 1～ 3/31 １階 51件

アンケート 団体向け※１ 5/ 1～ 3/31 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ前 130件

こどものあそび実態調査 5/ 5､ 7/30 ピロティ 424件

1/ 7 わんぱく広場

多目的ホール

利用者アンケート 7/15 かくれんぼの丘 50件

企画事業(8事業) 4月～ 3月 多目的ホール 3,526件

研修室、他

サイエンスワンダーランド運営 8月～11月 多目的ホール 167件

(7事業) 研修室

スペースシアター運営(2事業) 9月､ 3月 スペースシアター 30件

クラフトルーム運営(4事業) 7月～12月 研修室 42件

プレイルーム運営(3事業） 8月～11月 研修室 58件

ビデオ・パソコン運営(2事業) 7月､ 2月 多目的ホール 31件

パソコンルーム

こども図書室運営(2事業) 7月､12月 第1研修室 35件

多目的ホール

児童館活動促進(10事業) 6月～ 2月 館内、公園 741件

群馬県生涯学

習センター

組織化(1事業) 3月 研修室 13件

調査・研究(1事業) 12月 多目的ホール 18件

児童文化推進(1事業) 11月 － 110件

広報啓発（1事業) 2月 道の駅みかも 36件

障「にこっとＧＯ!!」 訪問先・視察先検討 5/12 会議室 4人

が 遊びの出前

い 現地視察及びヒヤリングの実施 6/ 2 放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ 2人

児 ｽ「スクラム」

応
援 日程調整及び役割分担 6/19 会議室 4人

プ

ロ 施設に出向き遊びのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供 7/13 放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰ 24人

ジ ｽ「スクラム」 4人

ェ

ク 放課後等デイサービス等に、出向 2/24 聴覚障害児 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰ 13人

ト き､遊びのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供 児童クラブ 4人
「きらきら｣



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

障 障がい者スポーツ 定例会、視察等 5/12､ 6/19 会議室 内部ﾒﾝﾊﾞｰ 6人 －

が から始めてみよう 7/ 4､ 8/12 ALSOKぐんま 賛同児童館2人

い 後援：群馬県障害者スポ 9/28､10/18 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 群馬県障害者ｽ

児 ーツ協会 11/29､ 1/26 ﾎﾟｰﾂ協会 2人
応

援 ｢みんなで体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ☆ﾎﾞｯﾁｬ｣ 12/ 9 多目的ホール 県ﾎﾞｯﾁｬ協会、 185人

プ 自由体験と選手によるデモ及び車 周藤 穂香 氏 ﾎﾞｯﾁｬ体験

ロ 椅子や目隠し等の障害体験ｺｰﾅｰ 海保 美宏 氏 160人

ジ (ﾜｰﾙﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ日本代表)

ェ 内部ﾒﾝﾊﾞｰ 6人

ク 賛同館 1人
ト

※１ 団体向けアンケート結果（抜粋）

【団 体】 １２０団体（幼稚園・保育園等 ３４、小学校 ８０、その他 ６）

【Ｑ１ 主な利用箇所】 サイエンスワンダーランド ５７.５％

プラネタリウム ５７.５％

クラフトルーム ２３.３％
【Ｑ２ 利用しやすさ】 利用しやすい ９３.３％

【Ｑ３ 団体ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 知っている ６９.２％ 知らない ２９.２％

【Ｑ３－１ 団体ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの利用】 あり ６６.３％ なし ３３.７％

【Ｑ３－１－１ 利用の感想】 とても満足 ７８.２％ 満足 １２.７％

【Ｑ３－２ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの団体ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 知っている ６３.９％

⑤児童文化推進事業

子どもの文化の推進と豊かな情操を育むため、「ぐんまこどもの夢大賞」を引き続き開催し、絵画と童話の作品を募った。

これまでの展示や入賞作品集発行、季刊誌での紹介のほか、新たにホームページで掲載したほか報道機関を活用した入選者の

紹介を行った。また、異文化交流では国際交流に携わる行政機関と連携し、身近な世界の文化に触れる機会を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

第26回 募集要項送付 6/ 9 13,000部
ぐんまこどもの夢大賞

応募作品受付 8/ 5～ 9/10

審査会 ①絵画 9/20 会議室、多目 審査委員(絵画) 2,110点
的ホール 山野 直樹 氏

②童話 １次審査 9/13～26 (郵送) 田中 賢治 氏 474点
２次審査 9/28～10/ 9 (郵送) 足達 哲也 氏 62点
最終審査 10/13 会議室 審査委員(童話) 入賞 26点

浅川じゅん 氏
栗原 章二 氏
深代 栄一 氏
中庭 ふう 氏
峯岸 英子 氏

表彰式 11/12 多目的ホール 審査委員 受賞者 71人
足達 哲也 氏
深代 栄一 氏

入選作品展 ①児童会館 11/12～12/ 3 2･3階ｷﾞｬﾗﾘｰ 12,135人
②群馬県庁 12/ 9～17 群馬県庁 5,263人

作品集発行 2/21 450冊

異文化交流事業 世界の子どもの夢絵画展 8/10～31 ２階ロビー 6,418人
協力：JICA、太田市、大泉町、 各国の子どもたちが描いた作品展示

大泉観光協会 協力：JICA群馬ﾃﾞｽｸ、地球ひろば

｢世界のあそびでいっしょにあそ 3/21 多目的ホール JICA3人 107人
ぼう！｣ 大泉町1人 集団遊び29人
民族衣装の試着、国旗塗り絵、折 大泉観光協会2人 防災ｹﾞｰﾑ28人
り紙、民族楽器、世界の絵本紹介、 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ10人 塗 り 絵 56人
近隣団体の活動紹介パネル展示



⑥子育て相談事業

専門員による予約制の面談相談のほか、職員の電話・来館相談を随時応じた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育て相談室 外部相談員による相談窓口開設 4/21､ 5/19 保健室 宮内 洋 氏 延べ 8人 各日
6/16､ 7/21 (群馬県立女子 3人

8/18､ 9/22 大学）

10/14､11/16 額田 直子 氏

12/21､ 1/18 (群馬医療福祉

2/15､ 3/15 大学、保健師、

助産師)

子育て(電話)相談室 電話による相談窓口開設 4/ 1～ 3/31 保健室 37件

⑦広報啓発事業

施設の一部改修もあったことから、館内パンフレットを刷新したほか、新たに、４カ国語のパンフレットを作成した。また、

ホームページ内にツイッターを開設し、事業等の迅速な発信に努めた。更に多様な広報媒体と連携を深め、事業のＰＲ活動を

図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

インフォメーション発行 来館者や報道機関等へ行事等を情 毎月１日発行 3,000部

報提供

夏休み企画号 7/ 5 9,200部

｢にこっと通信」 第57号～第60号 4/15､ 7/15 4,500部

機関情報紙として子育て情報など 10/15､ 1/15

を掲載して発行。県内公共施設や

子育て支援センター等に送付

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営 施設案内や行事等を随時掲載 4/ 1～ 3/31 48,385ｱｸｾｽ

ツイッターの投稿 行事等の情報案内 8/26～ 3/31 124ﾂｲｰﾄ

新パンフレット作成 施設改修に伴い作成 2/ 1 5,000部

4カ国語版ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 ①英語版、②ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語版、③中 2/24 ①②各800部

国語版、④スペイン語版を作成 ③④各500部

ぐんまちゃん､にこっと 2体の着ぐるみによるふれあい及 5/ 3 ｴﾝﾄﾗﾝｽ広場 60組 210人 各20組

ちゃんと遊ぼう！ び写真撮影会 ×3回

～みんなで写真を撮ろう～

共催：金山総合公園 11/ 5 56組 163人

にこっとちゃんPR活動 館内行事等にあわせ、館内や公園 6/ 4､11､25､ 館内及び公園内 －
で来館者と触れ合う 7/25

8/12､19

9/ 3

10/28､29

11/11､18､25

誘客キャンペーン 「太田県税事務所実施観光キャラ 7/6 北千住駅 －
共催：金山総合公園 バン」パンフレット等の配布

「道の駅みかも」 2/25 道の駅みかも －

上毛新聞マイホームプ 工作ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2/10 太田住宅公園 －

ラザ出展 「わくわくおひなさま」の提供 2/11 前橋みなみ

2/12 高崎駅東会場



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

民間情報紙等への掲載 ぐんま広報 8/ 6、10/ 1、
11/ 1､ 1/ 1

教育ぐんま 1/25
おおた広報 8/ 1
上毛新聞

・ぐんまちゃんの掲示板 5/ 1、12/14、
15､ 2/22、
3/22

・シャトル 12/21､ 2/22
・夏本番!ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｯﾄ特集号 7/14
・週間風っ子 8/ 6

おおたタイムス 6/24、10/14、
12/ 9

タウンぐんま・朝日ぐんま 6/ 9・ 2/ 9
東京新聞 3/26、27
Deli-J 4/25､ 2/25
We Love群馬(web) 5/ 1
行ってみよう！たのしい街(web) 5/ 8
プチちゃれ高崎版 5/25､ 7/ 6、

10/ 5､ 3/ 8
じゃらん家族旅行 5/26
じゃらんベビー 2/10
ままここっと 1/10

事業年報 9/30 300部

⑧その他(その他の連携事業)

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

講 アースデイin桐生 当館で実施した工作ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ﾋﾞﾆｰ 4/23 群馬大学理工学 190人

師 2017 ﾙぶくろDEﾎﾊﾞｰｸﾗﾌﾄ)で出展。公園 部桐生ｷｬﾝﾊﾟｽ

派 主催：アースディin桐生 と共同でこどもの国をＰＲ。

遣 2017実行委員会

・

プ 夏とくイベント ｢輪ゴムで作るドッキリ工作」 7/23 群馬県生涯学 80個 100個

ロ 習センター

グ

ラ おおた･まちの先生 「クリスマスクリアボックスカー 11/26 太田市綿打小 90人

ム 見本市 ド作り」で出展 学校

提 主催：おおた･まちの先生

供 見本市実行推進協議会

等

玉村町児童館厚生員 身近にある物を使い、道具がなく 2/15 玉村町勤労者 30人

研修 てもすぐにはじめられ、少人数で センター

｢日常的に取り入れらも楽しめるあそびの指導を実施

れるあそび」

学 太工ﾌｪｱｰINこどもの 太田工業高校の生徒が製作したｱｰ 10/ 7 多目的ホール 県立太田工業 210人

校 国児童会館 ﾑﾛﾎﾞｯﾄや電気自動車､合成写真等 高等学校生徒

等 ～太工生といっしょ の展示と子どもたちへの体験

連 にﾁｬﾚﾝｼﾞ！～

携

ぐんまウォーターフェア 実験等を通じ水の大切さを学ぶ 7/28～30 多目的ホール 2,100人
共催：群馬県

県立施設連携 図書館こどもまつり 7/27 県立図書館 100人 25人

「移動プラネタリウム」 ×4回

29年度における連携事業協議等 9/27 ぐんまこども ぐんま天文台
の国児童会館 ぐんま昆虫の森

県立図書館

3/15 県立図書館 児童会館

ぐんま昆虫の森から標本がやって 3/24～31 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ前 926人

くる!!



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育てサロンこどもの国 親子あそびや手遊び、情報交換等 4/12､ 5/10 第２研修室 太田子育て支援 138組 281人
共催：太田子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯ 6/14､ 7/12 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾄﾜｰｸ 9/13､10/11 会員
11/ 8､12/13
2/14､ 3/ 7

太田ﾏｻﾞｰ＆ﾁｬｲﾙﾄﾞ 発達がゆっくりな子どもと家族向 4/27､ 5/25 第２研修室 延べ 138組
共催：太田保健福祉事務所 けに遊びを通した集団療育 6/22､ 7/27 281人

8/24､ 9/30
10/19､11/22
12/ 6､ 1/25
2/22､ 3/ 1

第39回 太田市内の児童･生徒及び一般か 9/16～18 研修室 500人
太田発明くふう展 ら募集した発明考案品の審査会及
主催：太田発明協会 び展示
後援：(公財)群馬県児童健全

育成事業団

東国文化ゆかりの地巡 スタンプ用紙及び宝箱の設置 4/ 1～3/31 １階ロビー －
りポイント施設
主催：群馬県

協力：(公財)群馬県児童健全

育成事業団

こどもの医療講演会 子どもの救急について 11/15 研修室 堀 尚明 氏 26人
共催：太田保健福祉事務所 (太田記念病院)

キャンドルナイト ビューラウンジを開放し、灯した 8/20 ｴﾝﾄﾗﾝｽ広場 1,049人

共催：金山総合公園 キャンドルを上階から眺望 ｲﾍﾞﾝﾄ広場

ﾋﾞｭｰﾗｳﾝｼﾞ

実習受け入れ 大泉保育福祉専門学校 8/11～21 大泉保育福祉 2人

児童館実習 専門学校

総合実習 8/21 第２研修室 実習生２人 40人 20人

大泉保育福祉専門学校実習生に ×2回

よる総合実習「わくわくさかな

つり」

関東短期大学 8/22～31 関東短期大学 3人

保育実習Ⅲ

関東短期大学 9/ 1～ 3 関東短期大学 3人

保育実習Ⅲ（施設実習）

9/ 7～18 2人

大泉保育福祉専門学校 9/20～30 大泉保育福祉 2人

児童館実習 専門学校

職場体験学習受け入れ 太田市立毛里田中学校の生徒受入 11/17 2人

(3) 施設の維持管理

①施設・設備の貸出し

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 甲 類 乙 類 減 免 備考

多目的ホール 使用料を徴収し、多目的ホール 4/ 1～ 3/31 ２件 ４件 ４件

及び付属設備を貸し出す

研修室 使用料を徴収し、研修室及び付 ３件 ０件 ２１件

属設備を貸し出す

附属設備 使用料を徴収し、付属設備を貸 ０件 ４件 ３件

し出す

ぐんま公共施設予約ｻｰﾋﾞｽ オンラインによる多目的ﾎｰﾙ及び ０件 ０件 ３件 研修室

研修室の予約申請受付（窓口）



②施設の保守・維持管理

職員による始業終業時における遊具等安全点検を実施したほか、専門知識や資格を有した専門業者による計画的な保守点検

等施設管理を実施した。

ア 委託契約の状況

契約期間
業務名 期日 委託先 委託金額(円)

保守・管理点検内容

清掃業務委託 29. 4. 1～32. 3.31 定期 5/15､6/5､
7/10､ 9/19､11/20､ 東洋ポリーズ㈱ 17,107,200

日常・定期・特別清掃 1/15､ 3/12・19

建築物環境衛生管理業務委託 29. 4. 1～32. 3.31 空気環境
4/19､ 6/24､ 8/22､ 807,840

空気環境測定年６回、ね 10/29､12/22､ 2/18､ 東洋ポリーズ㈱
ずみ､こん虫等防除年２回

自動扉保守点検委託 27. 4. 1～30. 3.31 7/ 5、11/10､ 3/16
㈱群馬ナブコ 291,600

年３回点検

自家用電気工作物の保安業務委託 27. 4. 1～32. 3.31 4/12、5/16、6/26､
7/19､ 8/22､ 9/15､ 2,500,560

通常点検１２回、年次点 10/13､11/15､12/14､ (一財）関東電気保安協会
検１回 1/17､ 2/ 8､ 3/ 6

舞台照明機器保守点検委託 27. 4. 1～30. 3.31 10/4
㈱松村電機製作所 579,960

年１回点検

舞台吊物設備保守点検委託 27. 4. 1～30. 3.31 9/27､ 3/6
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 1,846,800

年２回点検

警備業務委託 27. 4. 1～30. 3.31 通年
㈱シムックス 1,010,880

防災・防犯の機械警備

消防用設備保守点検業務委託 28. 4. 1～30. 3.31 9/1､ 3/2
㈱大塚消防設備 842,400

年２回点検

空調設備機器保守点検業務 29. 4. 1～32. 3.31 4/24､10/30､
㈱キンケン 2,656,800

年２回点検

鉢植木等維持管理業務 29. 4. 1～30. 3.31 通年
㈱山梅 38,880

ピロティ植栽管理

浄化槽維持管理業務、貯水槽清 27. 4. 1～30. 3.31 浄化槽 4/7､ 5/12､
掃及び水質検査業務 6/14､ 7/ 7､ 8/ 2､

浄化槽点検月１回 9/15､10/ 5､11/10､ ケービックス㈱ 1,634,400
12/ 8､ 1/12､ 2/ 8､
3/ 7
清掃 12/11､20
水質 7/ 4､ 1/10

ｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ保守点検業務委託 27. 4. 1～30. 3.31 10/ 3､ 3/22
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱ 1,800,000

年２回点検

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ保守点検業務委託 27. 4. 1～30. 3.31 9/ 7､ 3/ 9 (一財)NHKｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
2,430,000

年２回点検 ｻｰﾋﾞｽ

ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ保守点検業務委託 27. 4. 1～30. 3.31 6/12､ 9/ 7､12/ 1､
3/ 3､ ㈱丹青社 1,069,200

年４回点検

まじかるｽﾃｯﾌﾟ保守点検業務委託 29. 4. 1～31. 3.31 6/19､12/ 1
ｴｸｽﾌﾟﾛ ﾗーｰｽ゙ ｼﾞｬﾊ゚ ﾝ㈱ 510,000

年２回点検

エレベーター保守点検業務委託 29. 9. 1～30. 3.31 定期点検 3ヶ月1回 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ株式会社 347,760

ロールバックチェアスタンド 30. 7. 7～32. 3.31 9/ 8 891,000
保守点検業務委託 ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ㈱

年１回

多目的ホール音響設備保守点検 30. 2. 6 2/ 6 172,800
委託 ㈲群馬通信機サービス

年１回



イ 備品の管理

物 品 名 備品番号 数量 金額 （円） 廃・新

ホシガリ姫の冒険(映画フィルム) H11-207198 １ 157,590 廃

ポータートーン H11-208357 １ 71,616 廃

MSパウチ H11-208846 １ 247,200 廃

ポータブルPAアンプ H11-210523 １ 172,200 廃

DVD-RAMドライブ H12-11973 １ 75,547 廃

MOディスクドライブ H12-11974 １ 67,515 廃

紙折機 H15-9491 １ 225,540 廃

ソフトタッチマット（４枚組） H21-9736 １ 31,500 廃

スマイルボーリングセット H11-207880 １ 44,290 廃

エアポリン H11-207886 １ 342,900 廃

掃除機 H11-208165 １ 67,465 廃

ゴロゴロバンバン H11-208181 ４ 88,490 廃

ボールハウス H11-208191 １ 153,470 廃

ダブル投的版 H11-208203 １ 67,465 廃

円卓卓球台 H11-208303 １ 525,300 廃

普通乗用車 H11-207082 １ 3,003,000 廃

ソフトタッチマット H29-3460 １ 30,860 新

ブロックモジュールキット 番号まだ １ 129,600 新

忍者ランドフルセット H29-4492 １ 156,450 新

忍者ランドフルセット H29-4493 １ 156,600 新

ノートパソコン H29-4494 １ 85,320 新

ＡＥＤ H18-2647 １ 166,950 新

キャスター付スチール書架 H29-4878 １ 43,200 新

・ 9/29 公用車（ファミリア）車検

・ 2/20 AEDバッテリー交換

・ 3/27 AED大人用パッド交換

ウ 施設の管理

・ 4/14･20･27､5/11･18･25

エレベーター改修工事第２～７回全体行程会議

・ 4/28 科学展示物「くるりんぱ」ハンドル修繕

・ 6/ 1 エレベーター改修工事完成検査

・ 6/10 スペースシアター電源基板交換

・ 6/19 階段昇降機撤去
・ 6/19､20 館内防犯カメラ及び事務室モニターの設置工事実施

・ 6/26 非常用予備発電機負荷試験

・ 6/27 エレベーター保守点検

・ 7/14､8/6 スペースシアターマルチ交流スペース化工事設計業務委託第１～２回打合せ会議

・ 9/14 会議室ブラインド修理

・10/ 3 消防設備修繕



・10/ 4 ウォータークーラー修理

・11/29 更衣室、書庫照明機器交換工事

・12/ 1 ３階女子トイレ床修理

・12/11 ピロティ電気工事

・12/22 １階女子トイレ便座交換、３階女子トイレ手洗い栓修理

・ 1/19 トイレ部品修理

・ 1/30 トイレ紙巻機交換修理
・ 1/11･18､2/1･8･15･22､3/1･8･15

スペースシアターマルチ交流スペース化工事第１～９回全体行程会議

・ 3/23 〃 完成検査

・ 3/ 7､ 8 マルチ交流スペース化工事ハイビジョンシアタープロジェクター更新

・ 3/26 ハイビジョンシアター天井清掃

・ 3/27 まじかるステップパソコン及びシステム入替

・ 3/ 1 １階男子トイレ床、点検口張替え
・ 3/26 事務室入口庇修理

Ⅱ 児童会館の利用状況

１ 入館者数
別紙１のとおり

２ 各室別利用者数
別紙２のとおり

Ⅲ 使用料及び観覧料の収入状況

１ 使用料
別紙３のとおり

２ 観覧料
別紙４のとおり

Ⅳ 重要な契約に関する事項

１ 契約事項

契約の 契約
契約の名称 契約年月日 契約金額(円) 契約の概要

相手方 期間

ぐんまこどもの国児童会館の管理 平成27年 4月 1日 群馬県 759,500,000 ５年 指定管理者として｢ぐんまこどもの国
及び運営に関する基本協定書 児童会館｣の管理及び運営を５年間実

施する上での基本項目の協定

ぐんまこどもの国児童会館の管理 平成29年 4月 1日 群馬県 152,000,000 １年 指定管理業務等の平成２９年度にお
及び運営に関する年度協定書 ける管理及び運営業務の協定

平成29年度群馬県放課後児童支援 平成29年 7月28日 群馬県 5,586,009 3/31 放課後児童支援員に係る都道府県認
員（認定資格研修・資質向上研修） 定資格研修ガイドラインおよび、資

質向上研修の概要に基づく研修の企
画・立案、実施



２ 受託事業

契約の名称 契約期間 契約先 契約金額(円) 内 容 期日・期間 利用(参加)者数

児童福祉週間啓発行事 4/20～ 5/25 群馬県 300,000 児童福祉週間 標語の掲示 4/29～ 5/11 －

(確定)

297,122 児童福祉･子育て支援策ﾊﾟﾈﾙ展示 4/29～ 5/11 1,948人

ｵﾘｼﾞﾅﾙこいのぼり作成・掲揚 4/29～ 5/11 1,794人

乳幼児向け遊び 4/30 95人

児童向け遊び 5/ 7 24家族 80人

平成29年度群馬県放課 7/28～ 3/31 群馬県 5,586,009 認定資格研修 沼田9/12～21 33人

後児童支援員研修(認 ・各会場５日間 前橋10/5～18 142人
定資格研修･資質向上 ・１６科目、２４時間 太田11/9～22 121人

研修) 高崎12/14～21 149人

資質向上研修 沼田 9/22 32人

・２科目、４時間 前橋10/20 98人

太田11/30 104人

高崎12/22 62人

Ⅴ 職員に関する事項（平成30年 3月31日現在）

職 名 等 氏 名 就 任 年 月 日 担 当 事 務

事務局長 貝 原 日出夫 平成27年 7月 1日 館長兼務、人事、労務管理、理事会・評議員会、定款規程整備、

支出命令決定、他団体との連絡調整

総務企画課長 小 磯 三智子 平成28年 4月 1日 課総括、総務TL兼務、給与、福利厚生、旅費、出納員、
施設管理、指定管理事務等

育成支援課長 冨 田 悦 子 平成30年 1月 1日 課総括、活動促進TL兼務、勤務ローテーション、２種臨時職員

雇用、事業報告書

指導員(うち契約職員) １３名（８名） 事業企画、運営

補助員 ４名 事業運営補助

Ⅵ 役員等に関する事項

１ 理事会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第26回 平成29年 4月15日 〈決議事項〉 決議があっ

(臨時) 第１号 評議員２名の選任の件 たものとみ

第２号 監事１名の選任の件 なされた

第27回 平成29年 6月 6日 理事８名 〈報告事項〉

(定時) 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉 原案承認

第１号 専決事項の承認について

１ 平成28年度収支補正予算

２ 平成29年度収支補正予算

第２号 平成28年度事業報告の承認について

第３号 平成28年度収支決算の承認について

第４号 定時評議員会招集及び提出議案の承認について



区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第28回 平成30年 3月14日 理事７名 〈報告事項〉
(定時) 監事１名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉 原案承認
第１号 専決事項の承認について

１ 平成29年度収支補正予算
第２号 特定費用準備資金の新規保有について
第３号 ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関する平成30年度

協定書の締結の承認について
第４号 平成30年度公益財団法人群馬県児童健全育成事業団基本財産の

運用に関する方針の承認について
第５号 事務局職員の人員計画の承認について
第６号 職員就業規則の変更の承認について
第７号 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について
第８号 職員給与規程の変更の承認について
第９号 退職手当支給規程の変更の承認について
第10号 平成30年度職員等に対する期末勤勉手当の支給の承認について
第11号 平成30年度事業計画書(案)及び同収支予算書(案)の承認について

第12号 臨時評議員会招集及び提出議案の承認について

２ 評議員会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第21回 平成29年 4月24日 〈決議事項〉 決議があっ
(臨時) 第１号 評議員２名の選任の件 たものとみ

第２号 監事１名の選任の件 なされた

第22回 平成29年 6月28日 評 議 員５名 〈報告事項〉
(定時) 監事１名 第１号 職務執行状況の報告について

第２号 平成28年度事業報告について
〈決議事項〉 原案承認
第１号 専決事項の承認について

１ 平成28年度収支補正予算
２ 平成29年度収支補正予算

第２号 平成28年度収支決算の承認について
第３号 理事の選任の承認について

第23回 平成30年 3月29日 評 議 員５名 〈報告事項〉
(定時) 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

第２号 平成30年度職員に対する期末・勤勉手当の支給の承認について
〈決議事項〉 原案承認
第１号 専決事項の承認について

１ 平成29年度収支補正予算
第２号 特定費用準備資金の新規保有について
第３号 ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関する平成30年度

協定書の締結の承認について
第４号 職員就業規則の変更の承認について
第５号 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について
第６号 職員給与規程の変更の承認について
第７号 退職手当支給規程の変更の承認について
第８号 平成30年常勤の理事に対する特別手当の支給の承認について
第９号 平成30年度事業計画書(案)及び同収支予算書(案)の承認について

２ その他

平成29年12月12日 役員先進地視察研修 福井県児童科学館

理事 4名 監事 1名 事務局 1名



Ⅶ 許可、認可、承認等に関する事項

該当なし

Ⅷ 役員等に関する事項

１ 理事（平成30年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

代表理事
小 出 省 司 非常勤 任期は、平成28年6月24日から2年以内に終了する事業年度のうち、

(理事長)
最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

代表理事
小 澤 義 孝 非常勤

(副理事長)

常務理事 貝 原 日出夫 常勤

理 事 仲 野 尚 美 非常勤

〃 高 橋 知 非常勤

〃 権 頭 俊 澄 非常勤

〃 佐 藤 憲 秀 非常勤

〃 下 田 貴美子 非常勤

２ 監事（平成30年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

監 事 藤 岡 武 非常勤 任期は、平成28年6月24日から2年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 山 崎 香代子 非常勤

３ 評議員（平成30年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

評 議 員 山 後 秀 明 非常勤 任期は、平成26年6月25日から４年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 岩 村 隆 志 非常勤

〃 山 田 和 豊 非常勤

〃 鈴 木 宏 和 非常勤

〃 森 平 宏 非常勤

４ 退任した役員等

該当なし


