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  議題   

 

 

議題 社会教育委員会議の研究調査について 

 

１ 経緯について 

 

福岡市の社会教育においては、生涯学習を推進する中核施設として公民館を設

置・運営するほか、市民センターでの講座や講演会等の開催、都市圏大学の公開

講座情報や講師・指導者情報の提供などを行っている。さらに、各局が環境、男

女共同参画、人権など、さまざまな分野において生涯学習事業を実施している。 

令和３年度第１回社会教育委員会議（令和３年５月２７日開催）においては、

「社会教育に関する計画がなく、全体像が把握できない。」「社会教育施設に指定

管理者制度が導入されるなど社会状況も変化している。」などの意見が出され、

福岡市の生涯学習のあり方を整理することについては、一定の合意がなされたと

思われるため、社会教育委員会議の研究調査として検討するもの。 

 

 

２ 研究調査のテーマについて 

 

「福岡市における生涯学習のあり方について」 

 

教育基本法の生涯学習の理念「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人

生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場

所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会」を

どのように実現するのか、福岡市における生涯学習の方向性（ビジョン）につい

て整理する。 

 

 〇人生１００年時代への対応、ＳＤＧｓの達成など新たな時代に向けた生涯学習の

方向性 

 〇生涯学習関連施設（公民館、市民センター）における生涯学習の方向性 

 〇各局行政分野における生涯学習の方向性  など 

 

 

 



 

 

３ 研究調査の進め方 

 

 平成 28 年度の提言と同様に、分科会を設置し、分科会メンバー委員が研究調

査を実施する。研究調査結果は、全体会で報告し、提言として取りまとめる。 

 

 

４ 分科会構成について 

   ５名（学識経験者３名、社会教育関係者１名、家庭教育関係者１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後のスケジュール（予定） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

10 月 

●全体会 

5 月         12 月 

●全体会       ●全体会 

5 月 

●全体会 

分科会 

 （２回程度） 

  分科会        分科会 

      （２回程度）         （２回程度） 

 

 



【資料１】



 
 

 
 

【資料２】



【資料３】





































































































【資料４】















































































































































 

 

 

 

提 言 

 

「今日の福岡市における社会教育のあり方について」 

～地域を育む社会教育を目指して～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２８年６月 

 

福岡市社会教育委員会議 

  

 
【資料５】



 

 
 

 目  次 

 
 

はじめに ～本提言の目的～  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
１ 福岡市における社会教育の歴史的経緯と現代的課題  ・・・・ 
（１）歴史的経緯  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（２）現代的課題 ～福岡市の学習支援・地域支援の拡充と公民館～ ・・・ 
 
 
２ 福岡市公民館訪問調査から考える公民館の現段階  ・・・・・ 
（１）校区の視点  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（２）地域自治と専門的支援の関係  ・・・・・・・・・・・・・・・ 
（３）校区に対する支援の視点  ・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
３ 今後にむけての方向性と具体的取組  ・・・・・・・・・・・・ 
（１）今後の方向性  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（２）具体的取組  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
資料 

福岡市社会教育委員名簿  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
研究調査経過  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 １ 
 
 ２ 
 ２ 
 ５ 
 
 
 ６ 
 ６ 
 ８ 
 ９ 
 
 
１０ 
１０ 
１２ 
 
 
 
１４ 
１５ 



1 

 

 

 

はじめに ～本提言の目的～ 

  
 
 今期の福岡市社会教育委員会議においては、研究調査を担う分科会を設置し、「今日の福岡

市における社会教育のあり方について」をテーマとして、調査および研究討議を行ってきた。

この調査成果については、すでに分科会により、「福岡市公民館訪問調査報告」として別冊でま

とめられている。 
 本提言はこの調査結果もふまえ、福岡市における社会教育についてその目的や今日的役割に

ついて整理すると共に、今後の方向性について示そうとするものである。 
 今日、社会の変化や「組織的な教育活動」の担い手の多様化が見られるなかで、福岡市の社

会教育についても、固有の展開と蓄積に基づく形で、「社会教育」のイメージを再定義し、生き

生きとした訴求力のあるものとすることが求められている。また生涯学習・社会教育の目的に

ついて個人の自己実現のみに狭義に捉える傾向がある中で、集い・学び・つながることを通じ

て、“いかに社会・地域へ働きかけていくのか”という視点も重要と考えられる。 
 またこうした状況の変化のなかで、福岡市社会教育の中核施設である公民館は平成 16 年度、

コミュニティ支援体制強化のため創設された各区地域支援部を窓口として区に移管され、生涯

学習とコミュニティ支援を一体化した事業の推進が求められるようになった。第 9 次福岡市基

本計画（平成 24 年）においても「目標２：さまざまな支え合いとつながりができている」の

重要施策として公民館は位置づけられ、「公民館の「集まる」「学ぶ」「つなぐ」という機能を活

用し、自治協議会、関係団体と連携した地域コミュニティ活動支援に取り組むと共に、小学校

をはじめとするさまざまな地域の施設について、ボランティアや住民の活動拠点としての活用

を促進する」ことが明言されている。だが新体制を迎え早 10 年が過ぎた今も、具体的な方向

性の整理や支援体制の整備は必ずしも十分ではない。社会教育委員会議における分科会設置の

提案は、公民館関係者はもとより市行政関係各課においても、こうした課題についての自覚が

高まったことが背景にある。 
 このため本提言は、公民館を基盤として発展してきた福岡市の社会教育における、地域づく

りと公民館の関係の整理を行うことを特に重視している。ここから、今後の福岡市における社

会教育のあり方を示していくことを目指すものである。 
 
 

平成２８年６月１日 
 

福岡市社会教育委員会議   
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１ 福岡市における社会教育の歴史的経緯と現代的課題 

 

（１）歴史的経緯 

① 戦後社会教育の出発―社会教育協議会の設立と普及 

福岡大空襲の傷跡残る終戦から二度目の夏に、福岡市の社会教育は動き出した。昭和

22 年７月に新設された社会教育課は、まず、各校区の小学校校長を社会教育推進委員と

して委嘱し、地域の社会教育の推進を図った。それと並行して、校区単位で社会教育協

議会の設置を進めた。その中心的な担い手は、各町内会の代表であった。 
社会教育協議会では、戦後の地域復興や自治活動の再生と社会教育活動が一体的に取

り組まれ、地域に民主主義の理念を普及していく役割が期待された。翌 23 年には、ほぼ

全小学校区単位で、社会教育協議会が設置された。その活動内容は、精霊祭、慰霊祭、

敬老会、新年会、福祉、衛生、生活改善、地域環境づくりなど多岐にわたり、地元自治

会の予算で運営された。大都市でありながら、小学校区を基本単位として地域振興や自

治活動と社会教育活動が一体的に取り組まれるという福岡市の社会教育の特徴は、こう

した歴史的背景を持つ。 
 

② 公民館の誕生―地域に支えられた館建設と維持 

昭和 24 年６月、社会教育法が制定され、その中核的施設として公民館が位置づけら

れた。当時の文部省社会教育課長の寺中作雄は、公民館を「社会教育の機関であり、社

交娯楽機関であり、自治振興機関であり、産業振興機関であり、青年育成機関であり、

その他其の町村に於いて必要と思えば尚色々の機能を持たしめて運営する事が出来るが、

要するにそれらの機能の綜合された町村振興の中心機関」として構想した。 
福岡市においては、各校区の社会教育協議会を中心に、成人教育、スポーツ、レクリ

エーション活動などが行われてきたが、公民館設置の要望が高まってきたので、福岡市

は社会教育の総合的推進施設として、小学校区ごとに公民館を設置することにした。福

岡市の公民館整備計画では、文化的施設に恵まれない周辺地区から都市部へと進めてい

くこととした。 
昭和 27 年１月、福岡市に社会教育法に基づく公民館が 10 館誕生する。当時の職員体

制は、地元推薦の公民館長と公民館主事１名、事務員１名であった。草創期の公民館は、

小学校の講堂入口の土間を間借りして机を置いただけの館や、小学校の体育倉庫の半分

をベニヤで仕切った３坪足らずといった状況だった。公民館の維持・運営費も地元から

の寄付金や自治会費に頼らざるを得ない状況であった。 
翌 28 年、福岡市は公民館舎の建設計画を策定したが、用地は地元で準備し、建設費

の半額は寄付によるものであった。当時の極めて厳しい財政状況の中で、公民館建設費

を工面する余裕はなかった。学校教育の二部授業を解消するために校舎の増築と学校新

設が最優先課題であったからである。 
昭和 29 年度までに全校区に公民館が設置されたことにより、福岡市の社会教育は、

公民館を中心に発展していくことになる。なお、公民館の建設費と維持・運営費が、全

額公費に移行したのは、政令指定都市になった昭和 47 年以降である。 
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③ 急速な都市化と社会教育 

終戦時約 25 万人だった人口は、市町村合併による増加と人口流入により、昭和 25 年

で約 40 万となった。この頃には、百貨店や商店街の売り上げは、戦前の水準を回復し、

店舗の増築やビルの新築が相次いだ。昭和 28 年に市立動物園が開園し、昭和 29 年には

旧記念館と通俗博物館を転用した中央公民館が設置された。昭和 35 年には、須崎公園を

整備して、市民会館と県立文化会館（図書館と美術館）を設置することが決定された。 
昭和 30 年代半ばになると、和白町、金武村、周船寺村、元岡村、北崎村との合併が

成立し、人口は 64 万を超え、面積は 207 平方キロメートルに達した（終戦時約 130 平

方キロメートル）。この頃公民館主事は、自主研修会を月例で開催していた。公民館の若

い主事は、こうした自主研修会に加えて、先輩の実践を見学したり、ブロックごとの公

的研修会などに参加したりして力量を高めていくことで、高度化、多様化する学習ニー

ズに対応していた。また、昭和 33 年からは公民館に順次市職員が公民館主事として配置

されるようになった。  
昭和 40 年代から 50 年代にかけては、油山青年の家、少年科学文化会館、歴史資料館、

今宿野外活動センター、市民体育館、市民図書館、婦人会館、市美術館などの大型の社

会教育施設が相次いで開設された。 
昭和 47 年に政令指定都市として発足し、東区、博多区、中央区、南区、西区の５区

が誕生した。昭和 50 年に早良町を合併し、人口は 100 万人を突破した。この同じ年に、

山陽新幹線博多駅開業、九州自動車道開通（古賀～鳥栖）、地下鉄空港線・箱崎線工事の

着工など都市インフラも整備されていく。 
急速に都市化が進む中で、「豊かな人間性を育て地域の連帯意識を高めること」と「高

度化する学習ニーズに対応するため」に、各区に市民センターが建設されることになっ

た。市民センターは、区のコミュニティセンターと中央公民館としての機能を持ち、公

民館と有機的に連携した活動が期待された。それに伴い、公民館で勤務していた市職員

の主事は、市民センター指導係に異動し、公民館に配置される嘱託公民館主事を指導・

助言する体制へ移行した。 
 

④ 社会教育行政の再編と公民館 

昭和 52 年の東市民センターに始まり、昭和 58 年の博多市民センターの開館により、

全ての公民館主事が嘱託化された。 
嘱託公民館主事たちは、生活者としての視点で地域を見つめ、出会いと役割を巧みに

創出しながら、ゆるやかに地域を変えていった。そのためには、交流活動から学びを導

き出す社会教育的な視点が不可欠となる。それを支えていたのが、市民センター指導係

による相談・指導・助言であった。この機能を維持・向上するために、市民センター指

導係の公民館支援担当職員には、国立社会教育研究所や福岡市教育センターなどでの長

期研修や先進地視察などが行われていた。 
市民センター指導係は、公民館職員研修にも力を注いでいた。新任研修に加えて、区

ごとに公民館研修を連絡会に合わせて毎月２回行うこともあった。さらに、区内をいく

つかのブロックに分けて公民館職員自らが企画する研修会なども開催していた。例年３
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月には各区で大規模な公民館研究集会を開催し、公民館職員だけでなく、講座・学級や

グループ活動のメンバー、公民館運営審議会委員、社会教育関係団体指導者なども集い、

学びあう場としていた。 
昭和 50 年代半ばになると、臨時教育審議会答申や中央教育審議会答申において、生

涯学習社会への移行が提言され、民間活力の利用も含めた社会教育行政の再編が進めら

れていく。福岡市でも、生涯学習に関する調査研究が進められ、公民館には「生涯学習

時代への対応」と「コミュニティ形成への支援」の二つの観点から見直しが提言された。 
平成 10 年には、本庁の主席社会教育主事も廃止された。 
平成 12 年、公民館条例が改正され、公民館業務に地域コミュニティ支援が明記され

た。同年、月曜休館が廃止され通年開館になる。翌年度からは、市民センターが区役所

に移管され、市民センターの社会教育主事は、区役所の生涯学習推進担当主査と兼務発

令となった。そして、平成 16 年、公民館に対する日常的な連絡調整及び指導・助言は、

地域支援課が担当するという現行の支援体制に移行した。自治協議会制度発足に伴い、

公民館を市長部局へと移管したことを受けての機構改革であった。公民館には、生涯学

習事業とコミュニティ支援事業の一体的推進によって、校区の自律経営の基盤を支える

役割が期待されるようになった。 
社会教育行政組織の再編が進む中で、社会教育施設の移管や指定管理が相次いで行わ

れた。平成 15 年度に社会体育課が市民局へ、平成 20 年度に自然体験施設や少年科学文

化会館がこども未来局へ移管された。平成 24 年度からは、市民センターへ指定管理者制

度が導入され、区役所の生涯学習推進課が指定管理者の所管と社会教育・人権教育に関

する専門的及び技術的指導を行う体制になっている。 
そのような中で，社会教育支援体制については、知識やスキルや人的ネットワークを

積み上げていくことが難しくなった。 
生涯学習事業とコミュニティ支援事業を一体的に推進する公民館のイメージは、戦後

の地域復興と自治再生を使命とした社会教育の原点と重なる部分もあると言えよう。そ

れにふさわしい公民館支援体制の再構築が求められている。 
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（２）現代的課題 ～福岡市の学習支援・地域支援の拡充と公民館～ 

① 福岡市の人口増と流動性の高さ 

九州ブロックの拠点都市であり、伸び続ける商業・サービス業を核とした経済都市で

ある福岡市の人口構成の変動は著しい。 
近年では、政令指定都市のなかで最も高い人口増加数を見せている。平成 27 年 10 月

段階で人口は 153 万 8 千人となり、政令指定都市第 5 位となっている。若年層、特に若

年女性の転入を中心に、九州各地から人が流入しているのが人口増の主要因であると言

えるだろう。また、グローバル都市としての展開がなされる中、平成 10 年代以降の外国

人の人口増も注目される。 
この急激な人口増加に伴い、福岡市は全体として流動性が高い構成員からなる都市と

なっている。 
 

② 地域特性の違い 

全市的な構成員の多様性に加えて、福岡市は地域ごとに大きく住民構成が異なる点で

の地域の多様性も指摘できる。集合住宅の多さも特徴の一つである。行政区単位、さら

には校区単位でみると、人口増減や、高齢化率、外国人数、子どもの数など、住民構成

において違いがある特性を有している。 
 

③ 地域社会の活性化を支える学習支援・地域支援の必要性 

構成員の流動性の高さと地域の多様性は、地域社会の活性化の大きな源泉となり得る

一方で、地域社会の不安定化のリスク要因ともなり得る。このリスク要因を取り除き、

活性化につなげるにあたって、重要なのは次の 2 点である。 
第一が、個々の構成員に対しての支援、特に学習面での支援である。 
地域社会の活性化を担うのは当然のことながら、一人ひとりの市民となる。市民の持

つ能力を最大限に発揮する環境を醸成することが、地域社会及び福岡市全体の活性化へ

とつながる。その際、個人の能力発揮と向上につながる学習活動を支援することは、地

域社会の活性化にとっての重要な基盤となる。福岡市の特徴である流動性の高さを意識

するならば、個々の構成員のニーズに対応するきめ細やかな学習支援が求められる。 
第二が、それぞれの地域の特性に応じた形での地域支援である。 
多様性という特徴を有する福岡市においては、全市一律的な支援のみでなく、地域の

特性に応じた支援がなされる必要がある。上述の個人への支援と並行する形での地域支

援がなされることで、地域社会の活性化が期待される。 
 

④ 公民館の役割 

福岡市が校区という生活単位で公民館を配置し、地域の実情に詳しい公民館長や主事

を中心として、学習支援や地域支援を実施することができるのは大きな利点となる。実

際、多くの公民館では、各地域の特性に応じた学習活動・地域活動が展開されている。 
 今後も人口構成の大きな変動が予想される福岡市において、校区に根差した公民館と

専門職員は地域社会の活性化の重要な拠点となるだろう。 
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２ 福岡市公民館訪問調査から考える公民館の現段階 

 

（１）校区の視点 

   福岡市の公民館の重要な特徴は、市内全域に公立公民館として小学校区ごとに配置され

ている点にある。これを個人の暮らしや学び・諸活動への参加において、各組織の活動や

相互連携において、そして地域づくり全体を考えていく上で、鍵として改めて位置づけた

い。 
 

① 校区の生活や学びの拠点としての公民館 

公民館が人々の生活圏に細やかに配置されていることは、昨今一層の重要性を増して

いる。子どもや子育て層や高齢者にむけた「カフェ」「サロン」活動が公民館の間に広が

っているが、それらは目的としてより、新たなつながりや学びが生まれるきっかけとし

て行われている事業であると職員に自覚されている。人々が地域や文化に出会い、暮ら

しの新たなスタイルを創造する窓口としての公民館の可能性である。「たくさんの人に来

てもらえる公民館に」と語る職員の多さも、市民に目を向け、声を聞こうとする職員意

識の高まりを示すものと思われる。こうした拠点性は、職員や地域のリーダーの働きを

介して、地域のつながりや組織の継続にも活かされている。 
 

② 小学校と公民館の連携 ～子どもを育む地域力の向上へ～ 

ほぼ全ての公民館が、小学校との連携に積極的に取組んでいる。施設同士が隣接する

校区も多く、公民館が社会科の地域学習や総合的な学習の時間など学校の教育課程に組

み込まれていること、日常的な関係づくりに努力する職員の多さなどに支えられている。 
一方で公民館は、各種団体との連携を通して、子どもの多種多様な体験活動等に取り

組んでいる。子どもだけでなく、支える中高生や親が活躍する機会も広がっている。ま

た、公民館という場を子どもの居場所として意図的に開放する館もある。 
校区ごとに公民館を配する福岡市においては、学校と地域が子どもを育むパートナー

として育ち合いながら、地域の教育力を有機的に高めていく可能性が開かれている。 
 
③ 連携・協働による地域づくり 

公民館を核とする展開の可能性は、地域づくりにおいても広がっている。福岡市の校

区まちづくりの軸となる自治協議会は、校区内の自治会・町内会のほか校区で分野別の

活動を行っている団体等で構成されている地域を代表する組織である。校区全体にわた

る事業を実施すると共に、それぞれが持つ機能、テーマに沿って活動を行っている。 
設立 10 年の経過のなかで各自治協議会は、成り立ちや歴史が異なる中にも、独自の

仕組みや体制を築いてきた。同時に、公民館と自治協議会の関係も各々の展開を見せて

いる。今回の福岡市公民館訪問調査においては「共通の目標に向かって事業・活動が共

有できること」「（相互の）役割の（適切な）線引き」「自治協議会と公民館の対等性」に

関して、課題も抱えつつ、校区ごとに試行錯誤を行う様子がうかがえた。 
また校区の施設・機関にはその施設ならではの地域情報が蓄積される。児童の登下校
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見守りや、学校行事への地域住民の参加など、最近の新たな展開の中で日常的な協力関

係が広がっている小学校が典型だろう。 
各種団体との連携が問われる中でも、特に公民館と自治協議会は、適切な関係を保ち

ながら、連携・協働による地域づくりに取り組むことが望まれている。今日の世相のな

かで、「地域の自治のしくみ」を確立・維持していくことは簡単ではない。また公立施設

でありながら、地域の一員でもある公民館は他団体との連携が難しい場合もあり，それ

ぞれの地域に応じた連携の発展にむけて、公民館への支援のあり方も考えていく必要が

ある。 
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（２）地域自治と専門的支援の関係 

① 人のつながりをベースとした公民館運営 

今回の福岡市公民館訪問調査を通して、公民館を支える重要な基盤として改めて浮彫

りになったのは、「人のつながり」である。 
公民館は、地域のネットワークに根ざして機能するだけでなく、公民館長や主事たち

が地域からの信頼なくして推挙されることはなく、その根拠のほとんどは地域活動の経

験であることは、今回の福岡市公民館訪問調査で明らかであった。福岡市では、公民館

長や主事の採用方法として、市による公募性をとらずに地域推薦に基づいて行っている。

また現在の自治協議会の前身的存在である町内会連合会は、公民館と同じエリアにおい

て組織され、公民館と地域組織が連動しやすいことも背景にあるだろう。 
一般的に公民館は単なる貸館施設として受け止められその実態がわかりにくいが、こ

うした推薦方式による公民館は、具体的な"人"への信頼を介して、地域の中で存在してい

る。少なくとも自治協議会をはじめとする地域組織にとって、公民館は"見えやすい"状態

にあると言っていいだろう。 
 

② 地域と公民館の関係をめぐる基本的な考え方 

地域にはそれぞれ固有の論理や力学が存在する以上、公民館と地域の関係には一定の

留意が必要である。校区を運営する自治組織である自治協議会と、学習に基づく個人と

地域への支援が期待される公民館は、それぞれ別の役割を担う対等な機関である。しか

し現実には公民館が自治協議会の下部組織的な位置に置かれる場合もあるようである。

公民館職員が自治協議会と公民館の役割の違いを十分認識していない場合もあった。地

域の構成員の多様化が進む中で、地域における様々な力学が公民館活動に影響を与える

ことを防ぎ、個人の学習ニーズに即した支援を通して開かれた組織・地域を実現してい

くことは、今後一層重要性を増していくだろう。 
公民館職員は、市の嘱託職員としての顔と、地域の信頼に支えられる顔、両者の立場

を持ち合わせて存在している。公民館職員がその立場の両面性を活かした仕事を創造し

ていくことが期待される。そのためにも社会教育の専門的知見を持つことが、今後一層

重要な要素となってくるだろう。 
 

③ 自助努力により奮闘してきた公民館をいかに支えるか 

福岡市公民館訪問調査では、休日にもアンテナをはり、ネットワークや経験を駆使し

て情報収集をするなど、多くの公民館長や主事たちは、経験・経歴等の持ち合わせる条

件を可能な限り発揮しながら仕事に従事していた。また、それぞれ固有の地域性を反映

し、多様性に富む公民館運営も展開されてきた。公民館運営と地域自治が連動するよう

に公民館職員の仕事のありようが位置づけられていると言っていいだろう。しかし、職

員の自助努力に多くを頼り、社会教育の知見が引き継がれているかどうかの濃淡を含め、

状況に依存して公民館の現在が成り立っているのも事実である。地域の住民構成がます

ます変化していく中で、福岡市型公民館の良さを活かしつつ、現場の奮闘をいかに公的

に支えるか、根本的に検討すべき時期に来ていると言えるだろう。 
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（３）校区に対する支援の視点 

公民館は、「生涯学習を推進する社会教育施設」「地域コミュニティを支援する施設」「地

域と共働してまちづくりを進める行政の機関」という３つの位置づけを持つ。その実現の

ために公民館の現場には「集まる（活動の場の提供・ふれあいと交流の場の提供）」「学ぶ

（学習機会の提供・学習を通した人材育成・学習成果の社会への還元）」「つなぐ（地域住

民・団体・機関及びＮＰＯ等との連携の推進）」という基本的な機能を最大限発揮しながら

実践を展開することが求められている（『平成 26 年度公民館事業方針』）。 
福岡市の公民館事業は全館必須で行う事業の「基本事業」と任意で行う事業の「推進事

業」の２区分がある。基本事業は、「人権問題学習講座」「子どもの健全育成関連事業」の

２分野である。推進事業は、「地域コミュニティ支援事業」「地域の実態に即した事業・社

会の動向に対応した事業」「地域・家庭教育連携事業」「地域体育振興事業」「その他、地域

課題の解決に必要な事業」の５分野である。 
公民館では、これらの７事業を巧みに組み合わせながら、総合的に事業を展開している。

すなわち、ある問題やテーマを基点にしながら、そこに近接する学習課題や地域資源を結

びつけながら事業が行われているのである。そして、質の高い実践においては、「集まる」

と「つなぐ」と「学ぶ」が有機的かつ継続的に作用し合う仕掛けや仕組みを公民館の働き

かけで創出していた。公民館職員には、主催事業を企画し、講座・学級活動を支援してい

く学習支援の役割と同時に、地域の諸資源を有機的につないで、地域の関係性を編み直し

ていくコミュニティワーカー（※）としての役割が求められている。 
このように複雑かつ高度な専門性が求められる仕事を支えていくためには、区役所によ

る支援体制が重要になる。区役所の支援に求められるのは、一つには、学習支援のための

指導・助言である。二つには、まちづくりのための指導・助言である。三つには、公民館

主事に対するスーパーバイズ（相談・指導・助言）とリスクマネージメント（公民館現場

の安全への配慮や職員のメンタルヘルスなどへの配慮）である。 
今回の福岡市公民館訪問調査では、区役所の支援体制の充実を求める意見が多数寄せら

れた。 
企業経験や転居経験による知識やノウハウを公民館現場に援用している例や、NPO と

の出会いによって共同事業を通して相互に力量を高めあっていた例もあるが、いずれにせ

よ区役所の支援体制が充実したならば、さらなる実践の質的向上が期待できよう。 
 
 
 

 

 

 

 

※コミュニティワーカー：地域社会開発の考えに基づいて地域福祉だけでなく、子育て・環境・人権・ 

男女平等・地域経済・地域文化等幅広い地域支援に関する人材のこと。  
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３ 今後にむけての方向性と具体的取組 

 

（１）今後の方向性 

① 地域を育む社会教育 

ここまで見てきたように福岡市では、戦後以来の社会教育の歴史の中で、校区毎に配

置された公民館を中心に、地域を育む社会教育の実現が図られてきた。 
そもそも社会教育法第三条は「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用し

て、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成する」ことを国及び

地方公共団体の任務として定めている。「社会の中にある教育であり、生活の中にある教

育」（寺中作雄『社会教育法解説』）とも言われる社会教育は、人々の暮らしを育み、地

域社会を育む教育として考えられてきた。 
すでに福岡市においては、地域住民の流動化・地域性の多様化が進んで来ており、今

後のグローバル都市としての展開の中で、その傾向は加速することが予想される。地域

の諸課題への対応が一層迫られるだろう今後に向けて、「地域を育む社会教育」を目指す

方向を一層堅持・発展させていくことが有効だろう。 
 

② 社会教育の基盤となる、公民館の性格をめぐって 

全国的に公民館のあり方は、その事業展開のみならず、職員の雇用形態や設置主体等

をめぐって、一層の多様性を見せつつある。 
福岡市の場合、その歴史的変遷の中、関わる人々の努力によって、行政専門機関でも

単なる地域施設でもなく、「行政と地域」両方の顔を持つ方向に発展してきた。その特徴

は、一方で住民として地域の人々とのつながりと信頼を拠り所としながら、一方で市の

嘱託職員としてその任にあたっている公民館職員の立ち位置に如実に現れている。 

本提言は改めて、「地域を育む社会教育」に向かうにあたり、公民館の持つこの両面性

を、福岡市型公民館の強みとして、積極的に捉える。 

あわせて、福岡市は一貫して、公民館を社会教育施設として堅持してきた。そのため、

各区役所の社会教育主事たちの公民館職員への支援を通して、地域づくりを担いうる社

会教育の専門性を持つ人材が、地域には数多く育ってきた。公民館が社会教育法に基づ

く社会教育施設の顔を持つ存在であることは、今後においても重要であると考える。 

 
③ 公民館と他主体との連携協働について 

公民館を地域づくりに深く関わる存在として位置づける以上、地域の他主体との連

携・協働を一層進展させていくことが求められる。 
なかでも公民館と自治協議会は、同じ地域づくりに向かう存在として、相互に立場を

理解し合い、各々が担う範囲を明確化しながら、互いの本分を発揮していくことが必要

だろう。そのために相互の情報の共有を進めることはもとより、すでに進みつつある地

域計画づくり等の機会を用いて、協働のありようを発展させていくことも有効である。 
また、学校との連携について、特に同じエリアを有する小学校とは、ほぼ全ての公民

館において連携の実績が重ねられている。地域学校協働本部の提案など地域と学校の連
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携をめぐる施策動向も見据えながら、公民館の存在とこの間の連携の実績をさらに活か

す、福岡市らしい一歩先んじた連携像が生まれていくことを期待したい。一方、従来は

都市・広域型展開に強みを持っていたＮＰＯが小地域に目を向けつつある中で、もとも

と多くのＮＰＯが拠点を構える福岡市においては、ＮＰＯと公民館の連携事例が増えつ

つある。特化された課題について深い知見をもつＮＰＯの強みと、地域情報や総合的な

判断等において強みをもつ公民館の強みを活かすためにも、相互理解にもとづく連携の

進展が望まれる。福岡市においてはこのほかにも主に地元スタッフと企業・ＮＰＯ等の

連携で実施される「わいわい広場」（放課後等の遊び場づくり事業）など、校区単位で展

開される諸事業が広がりをみせており、情報共有やトータルな地域ビジョンづくりの重

要性が一層増しつつある。 
 

④ 職員および中核的人材の養成の必要性 

「行政と地域」の顔を持つ公民館には、単に法や基準に頼るだけでも、地域の人々の

意思に応じるだけでもなく、地域や公民館の状況についての独自の見極めや事業展開が

求められる。しかしこの間、公民館職員がその拠り所となる考え方や方法等を学ぶ機会

は激減し、ほとんど職員たちの自助努力によって公民館の仕事が維持されてきた現実が

ある。 
今後福岡市においては、公民館職員及び公民館を支援し共に働く市職員が社会教育の

専門的知見をもつための研修等の機会を、積極的に設けていくことが求められる。 
同時に、社会教育の知見を地域で共有していくことも重要である。自治協議会や地域

住民、また、学校職員やＮＰＯ職員等に対して研修等の積極的な展開を期待する。 
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（２）具体的取組 
① 社会教育に携わる人材の確保と研修 

◯ 福岡市職員と教職員を対象とする社会教育に関する研修の充実 

教育委員会や市民局だけでなく、市の組織として行っているさまざまな広報活動、

あるいは社会教育や生涯学習等活動に取り組んでいる専門職や部局を範囲として、

社会教育や生涯学習に関する基礎的な研修を展開することが求められる。保健師、

福祉系職員、教員などの専門職やあらゆる部署の職員も含まれる。さらに、この基

礎的な研修に加え、実践経験を踏まえて、社会教育や生涯学習の考え方や方法論等

に関する専門研修を実施することも考えられる。 
 

◯ 公民館長や主事の専門性を高めるための研修の充実 

館長や主事の研修として、従来の新任者研修だけでなく、継続的で長期的な視点

に立って、３年目研修、５年目研修、１０年目研修など、あるいは、単発でも数回

から１０回程度の連続研修等さまざまな機会に、さまざまな形で、公民館職員の希

望に応える研修（例えば、接遇研修や社会教育の原理論の講座、事例検討など）を

実施し、必要に応じて外部の研修に参加させることを検討していただきたい。 

区役所ごとに実施している自主的な研修についても、財政面などの支援をするこ

とが求められる。ただし、この場合、研修の自主性を損ねないことを前提としたい。 

 

◯ 公民館長や主事による社会教育主事講習の受講   

福岡市から毎年数名を社会教育主事講習に受講させるなど社会教育主事講習への

参加の促進を検討していただきたい。または一夏の社会教育主事講習への参加が難

しい場合は、何年かに分けての参加や、社会教育主事を養成している大学で、科目

等履修生になる手段などについても検討することが求められる。 

 
② 公民館に対する支援の充実に関すること 

◯ 地域づくりや主催講座などの実践事例や、公民館事業で講師となり得る人材の情

報蓄積と検索機能の整備 

いくつかの公民館では、地域が抱える問題に公民館から住民に働きかけ、一定の

成果を上げている。このことについて、公開できる範囲で、どのような地域課題に、

誰がどのように関わり、どのように地域が変わっていったのかを、公民館だけでな

く関係者にも執筆を求めて情報を蓄積することが求められる。この情報により他館

の職員は、自分の地域における課題に気付き、公民館として向き合うヒントを得る

ことができる。 

また、公民館の主催講座などの実践事例、あるいは、講師のデータベース化も考

えられる。教育委員会または区役所が主となり公民館での講座や自主サークルの講

師と内容を蓄積し、照会に応えられるようにすることが求められる。個人情報の保

護や情報提供の許可を得た上で，講師経験者や教職員及び官公庁職員等の講師とな

り得る人材の発掘に取り組んでいただきたい。 
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◯ 社会教育主事による支援体制の強化  

社会教育主事の定数を増やすと共に市役所職員の中で社会教育主事（補）の資格

を持つ職員の発掘が求められる。これまでに、大学等で単位を取得したり、社会教

育主事講習を受けたりした社会教育主事有資格者がいるはずである。 
社会教育主事の確保や養成に時間がかかるならば、退職した公民館長や主事に公

民館のアドバイザーとして活躍してもらうことも考えられる。 
 

◯ 区役所による支援体制の強化 

公民館への支援を行う地域支援課や生涯学習推進課の連携を強化すると共に、両

課の職員の在課期間についても従来より長くすることが望まれる。これにより、担

当地域の実情を把握した上で公民館に対する支援が期待できる。 
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会議区分 開催日 内  容  

全体会 平成 26年 11 月 18 日 ・分科会の設置及び研究調査テーマについて 

第 1 回分科会 平成 27年 1 月 6 日 

・福岡市における社会教育関係組織の推移及び公民館事

業方針について 

・研究調査テーマの展開について 
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・福岡市公民館について 

・行政の公民館への支援体制について 

第 3 回分科会 平成 27年 3 月 16 日 ・社会教育委員による「公民館訪問調査」(案)について 

第 4 回分科会 平成 27年 5 月 19 日 
・社会教育委員による「公民館訪問調査」の実施につい

て 

全体会 平成 27年 6 月 3 日 ・福岡市社会教育委員会議分科会報告事項について 

第 5 回分科会 平成 27年 8 月 27 日 
・公民館訪問調査報告 

・公民館訪問調査結果の分析方法について 

第 6 回分科会 平成 27年 10 月 7 日 
・公民館訪問調査における各委員の分析結果について 

・第２回社会教育委員会議への中間報告内容について 

第 7 回分科会 平成 27年 10 月 28 日 
・公民館訪問調査における各委員の分析結果について 

・第２回社会教育委員会議への中間報告の構成について 

第 8 回分科会 平成 27年 11 月 18 日 ・福岡市公民館訪問調査報告書について 

第 9 回分科会 平成 27年 12 月 9 日 
・平成２７年度第２回社会教育委員会議への報告内容に

ついて 

全体会 平成 28年 2 月 1 日 ・福岡市社会教育委員会議分科会報告事項について 

第 10 回分科会 平成 28年 2 月 23 日 
・「今日の福岡市における社会教育のあり方について」

提言の素案について 

第 11 回分科会 平成 28年 4 月 6 日 
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・「今日の福岡市における社会教育のあり方について」

提言案について 

 



 

 

提 言 
「今日の福岡市における社会教育のあり方について」 

～地域を育む社会教育を目指して～ 
 

平成２８年６月 
福岡市社会教育委員会議 
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生 涯 学 習 

 

 

１ 概要 

 

 生涯にわたり、自ら学び考える力や豊かな人間性をはぐく

むため、また、少子・高齢化やＩＴ化、グローバル化の進展

などによる社会・経済の急速な変化に対応するため、新しい

知識や能力を主体的に習得していくことが求められていま

す。 

 福岡市では、このような生涯学習に関する情報の提供や市

民の学習活動を支援しています。 

 社会教育施設については、公民館の整備を年次計画により

進めており、令和２年度は２館の改築をしました。また、市

民センターでは、平成 14 年度から月曜休館日を開館し、市

民の学習の機会や場の拡大を図っています。 

 また、市民一人ひとりの連帯意識を高め、地域の教育機能

の活性化を図るため、各種講座や研修並びに各種団体の育成、

学習活動の援助を行い、指導者やボランティアの養成確保に

努めています。 

 さらに、今なお社会に根強く残っている同和問題をはじめ

とする一切の差別をなくすため、社会教育の全領域において、

基本的人権の尊重を基調とする施策を展開しています。 

 

２ 生涯学習情報の提供 

 

 市民の学習活動を支援するため、公民館や大学、民間事 

業者等の関連機関・団体と連携し、学習情報や人財リスト 

の提供を行っています。 

 いつでも、どこでも、簡単に生涯学習に関する情報を入手

できるように、ホームページ「福岡市学習情報提供システム 

まなびアイふくおか」を平成 14 年度に開設し、学習情報等

を提供しています。 

（http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/） 

 「講座・イベント情報」で福岡都市圏のさまざまな機

関・団体等の講座・イベント等を紹介 

 「講師・指導者情報」で福岡市と外郭団体の７つの人財

リスト「福岡市地域人財バンク」を紹介 

 「公民館情報」で市内 148館の講座・イベントやサーク

ル情報等を発信 

 さまざまな生涯学習関連機関・団体等のホームページ

へリンク 

 

 福岡市地域人財バンク登録リスト 

 生涯学習関係講師リスト 

 シニアボランティア情報 

 環境教育・学習人材リスト 

 博多マイスター 

 福岡市スポーツリーダーバンク 

 アミカス人材情報 

 文化芸術人材情報リスト 

３ 公民館 

 

 「市民がさまざまな学習を通して、自律的に、豊かに生き

ていける社会」の実現を目指して、人権問題をはじめ子育て

支援やまちづくり、防災・防犯など、さまざまな地域課題の

解決に役立てるため、講座等の各種事業を実施しています。 

 また、コミュニティづくりの「核」となる施設と位置づけ、

自主的な活動を促進するため、多様な人材の発掘・育成等を

通して、コミュニティの活性化に向けた支援を行っています。 

利用時間 午前９時～午後１０時 

休 館 日 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

※臨時休館あり 

施 設 講堂・学習室・和室・事務室（児童等集会室・

地域団体室） 

 

○設置状況          （令和３年４月１日現在） 

区 設置数 区 設置数 

東 29 城南 11 

博多 22 早良 24 

中央 14 西 23 

南 25 合 計 148館 

 

○公民館利用状況 (148館)       (令和２年度) 

 利用人数（人） 

主催事業 108,161 

主催会議 22,613 

行政利用 49,908 

地域諸団体 422,854 

図書利用 38,218 

グループ・サークル 892,932 

その他 354,177 

館内計 1,888,863 

主催事業 18,398 

グループ・サークル 1,186,204 

その他 9,803 

館外計 1,214,405 

合計 3,103,268 

  

 利用回数 

主催事業 5,301 

主催会議 1,490 

行政利用 2,658 

地域諸団体 43,150 

図書利用 23,113 

グループ・サークル 148,750 

その他 76,859 

計 301,321 



― 2 － 

 

(1) 公民館講座 

子育て、男女共同参画社会の形成、環境問題や国際理解

等の現代的課題に関する学習機会を提供するとともに、子

どもの健全育成関連事業、高齢者地域参画事業、地域活動

ボランティア養成等への支援を実施しています。 

(令和２年度) 

  館数 回数 
延べ受講

者数 

子どもの健全育成関連事業 133 1,065 24,757 

地域人材育成事業 

 地域活動ボランティア

養成講座 
28 121 2,523 

 地域リーダー育成講座 30 170 2,893 

地域の実態に即した事業・社会の動向に対応した事業 

 安全・安心まちづくり

講座 
30 70 1,739 

 男女共同参画学習講座 38 89 1,799 

 環境問題学習講座 37 89 1,598 

 高齢者地域参画支援講

座 
137 1,050 22,865 

多文化共生関連事業 4 10 188 

 その他 98 865 23,787 

家庭・地域の教育力向上関連事業 

 家庭教育学級 32 85 1,964 

 乳幼児ふれあい学級 122 895 19,503 

 子育てサポーター養成

講座 
7 16 443 

 その他 43 272 6,817 

地域体育振興事業 34 152 5,419 

 

(2) 人権教育の推進 

市民一人ひとりの同和問題をはじめ様々な人権問題に

対する正しい認識と人権意識の高揚を目指して、日常的な

啓発に努めるとともに、地域指導者、社会教育関係団体、

グループ・サークル会員等を対象とした研修を実施してい

ます。 

 

 

４ 市民センター 

 

 市民の教育、文化の振興を図り、社会福祉の増進に寄与す

るとともに、地域連帯意識の高揚に資するため、行政区単位

に設置している市民センターは、区の中央公民館的役割とし

て各種講座・講演会、指導者の養成研修などが開催されると

ともに、市民の学習や文化、地域活動の場として利用されて

います。 

 平成 14 年度からは、月曜休館日を開館し、市民の学習機

会や場の拡大を図るとともに、地域団体等の利用に対する減

免規定を設けました。平成 24 年度からは、指定管理者制度

を導入し、市民サービスの向上に努めています。 

 

利用時間 

午前９時～午後９時（ホールは午後１０時ま

で、図書館は午前１０時～午後６時、東図書

館のみ午前９時～午後８時） 

休 館 日 

毎月最終月曜日（その日が休日に当たる時

は、その日後において最初の休日でない日） 

年末年始（１２月２８日～１月３日） 

 

(1) 東市民センター 

○建物構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上２

階建(一部４階建) 

○敷地面積 9,343㎡ 

○延床面積 11,564㎡ 

○主要施設 ホール(800 人固定席)、視聴覚室、実習

室、会議室、研修室、和室、託児室、図

書館(東図書館) 、駐車場（38台、有料）、

市営千早駅前駐車場（200台、有料、一般

との共用） ※音楽・演劇練習場を併設 

 

(2) 博多市民センター 

○建物構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建 

○敷地面積 3,043㎡ 

○延床面積 4,725㎡(うち１階屋内駐車場 627㎡) 

○主要施設 ホール(500 人固定席)、視聴覚室、音楽

室、実習室、会議室、和室、託児室、図

書館(博多図書館)、博多区山王子どもプ

ラザ、駐車場（88台，無料，博多体育館

との共用） 

 

(3) 中央市民センター 

○建物構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建 

(一部４階建) 

○敷地面積 4,382㎡ 

○延床面積 3,888㎡ 

○主要施設 ホール(500 人固定席)、視聴覚室、音楽

室、実習室、会議室、和室、託児室、図

書館(中央図書館)、駐車場（128 台，有

料，中央体育館との共用） 

 

(4) 南市民センター 

※改修工事のため閉館中 

（令和４年７月末までの予定） 

 

 

(5) 城南市民センター 

○建物構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上４階建 

○敷地面積 7,437㎡ 

○延床面積 4,048㎡ 

○主要施設 ホール(500 人固定席)、視聴覚室、音楽

室、実習室、会議室、和室、託児室、図

書館(城南図書館)、駐車場（73台，有料） 
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(6) 早良市民センター

○建物構造 鉄筋(一部鉄骨鉄筋)コンクリート造地下

１階地上４階建(一部５階建) 

○敷地面積 4,381㎡ 

○延床面積 4,094㎡ 

○主要施設 ホール(500 人固定席)、視聴覚室、音楽

室、実習室、会議室、和室、託児室、図

書館(早良図書館) 

(7) 西市民センター

○建物構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上４階建

(一部５階建) 

○敷地面積 4,338㎡ 

○延床面積 5,208㎡ 

○主要施設 ホール(800 人固定席)、視聴覚室、音楽

室、実習室、会議室、和室、自習室、託

児室、児童図書室、ホール客室後部に親

子室を設置、図書館(西図書館)、駐車場

（32台，有料） 

市民センターの利用状況 

〇主催者別利用状況 

（令和２年度） 

市民センター 

区分 
東 博多 中央 南 城南 早良 西 計 

主催事業 
199件 34件 172件 39件 48件 111件 54件 657件 

4,781人 787人 2,518人 559人 644人 1,887人 955人 12,131人 

団体 
787 1,032 661 879 478 825 487 5,149 

15,751 22,863 17,108 13,142 9,794 13,896 12,249 104,803 

グループ及び

サークル

2,934 1,120 2,563 837 829 1,640 1,324 11,247 

28,655 10,221 21,363 11,463 7,807 13,778 11,261 104,548 

公共団体 
277 73 139 195 90 386 465 1,625 

10,459 2,273 7,993 2,797 3,093 8,404 13,374 48,393 

計 
4,197 2,259 3,535 1,950 1,445 2,962 2,330 18,678 

59,646 36,144 48,982 27,961 21,338 37,965 37,839 269,875 

〇会場別利用状況 

（令和２年度） 

市民センター 

区分 
東 博多 中央 南 城南 早良 西 計 

ホール
189件 84件 152件 113件 73件 164件 132件 907件 

18,256人 11,426人 18,268人 10,073人 5,792人 10,072人 14,779人 88,666人 

会議室及び研

修室 

2,399 1,075 1,351 941 550 1,088 767 8,171 

25,476 13,527 13,388 8,671 7,847 12,467 9,079 90,455 

和室 
797 275 634 253 224 496 383 3,062 

4,942 1,038 2,746 874 948 1,764 1,572 13,884 

視聴覚室 
390 270 443 214 139 346 325 2,127 

7,773 5,064 6,410 4,681 2,777 6,689 5,367 38,761 

音楽室 
- 344 471 254 293 439 501 2,302 

- 3,080 3,871 1,845 2,155 3,414 5,026 19,391 

実習室 
422 211 484 175 166 429 222 2,109 

3,199 2,009 4,299 1,817 1,819 3,559 2,016 18,718 

計 
4,197 2,259 3,535 1,950 1,445 2,962 2,330 18,678 

59,646 36,144 48,982 27,961 21,338 37,965 37,839 269,875 
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５ 空港周辺共同利用会館 

 

航空機の騒音により学習活動が著しく阻害されている地

域の住民について、その障害の緩和を目的とした、学習、集

会等の活動のため設置しています。 

設 置 数 １７館 

利用時間 午前９時～午後１０時 

休 館 日 
毎週月曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

施  設 集会室・学習室・休養室 

 

 

６ 家庭教育 

 

(1) 家庭教育支援事業 

家庭の教育力の向上や、子どもの基本的生活習慣の定着

に向け、入学説明会等を活用した学習会、家庭教育支援パ

ンフレット活用研修会、早寝・早起き・朝ごはん啓発講演

会や家庭教育支援講座などを開催しています。 

 

(2) 不登校児童生徒の保護者支援事業 

自分の子どもが不登校の経験のある保護者が、現在不登

校で悩んでいる保護者達を当事者の立場から支援する事

業で、同じ親としての目線で悩みを受け止め、共感すると

いう特徴を生かし、保護者の孤立防止や、子どもにとって

の家庭教育支援をしています。 

 

 

７ 子ども読書活動の推進 

 

 子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、子どもの

自主的な読書活動を推進する環境の整備を図るため、平成 17

年３月に「福岡市子ども読書活動推進計画」を策定。平成 23

年５月に第２次計画、平成 29 年２月には第３次計画を策定

しました。 

 家庭・地域・学校・図書館等での取組みを促進するため、

「福岡市子どもと本の日（毎月 23日）」の普及、子ども読書

フォーラム、スタンバード文庫事業などを実施しています。 

 

 

８ 青少年教育の充実 

 

(1) 雁の巣児童体育館 

本施設は、雁の巣地区児童生徒が米空軍基地（昭和 47年

撤収）により課外活動の制限を受けることを緩和するため

に設置されたもので、体育・レクリエーション活動を通じ

て同地区児童生徒をはじめとする福岡市児童生徒の心身

ともに健全な育成を図ることを目的としています。 

○建物構造 鉄骨平屋建 

○敷地面積 842㎡ 

○延床面積 427㎡ 

○主要施設 体育館、事務室ほか 

 

利用時間 午前９時～午後９時 

休 館 日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日以

降最初の平日） 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○利用状況 

（令和２年度） 

利用団体数 団体利用者 個人利用者 合 計 

96 4,134人 6,057人 10,191人 

 

(2) 障がい者青年学級 

市内特別支援学校高等部を卒業した知的障がいのある

青年を対象に、慣れ親しんだ環境、教員のもとで卒業後の

家庭生活の自立及び社会生活の状況を把握し、相談等の機

会を確保するとともに、孤立しがちな障がいのある青年に

学習・交流の場や機会を提供しています。 

 

令和２年度障がい者青年学級（６学級）実施状況 

学級名 開設場所 開催日数 延べ受講者数 

福岡中央 福岡中央 

特別支援

学  校 

日 

1 

人 

22 

若  久 若久特別

支援学校 
1 4  

東 福 岡※ 東 福 岡

特別支援

学  校 

 

-  

 

- 

生の松原※ 生の松原

特別支援

学  校 

- 

 

- 

 

博  多 

高等学園 

特別支援

学校「博

多高等学

園」 

1 74 

屋 形 原※ 屋 形 原

特別支援

学  校 

- - 

計  3 100 

※は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし 

 

 

９ 成人教育（令和２年度実施状況） 

 

ＰＴＡ研修事業 

子どもたちの健やかな成長のために、保護者と教職員が

協力して、共に学び、活動するＰＴＡが、社会教育関係団

体として、適切な運営と自主的な活動を行うため、ＰＴＡ

活動に関する基本的内容について研修会、研究集会等を実

施しています。 

① ＰＴＡ研修講座（７区で小・中学校ごとに実施） 

 各学校におけるＰＴＡ活動の推進のため、役員・委員

としての基礎的な知識を習得するための研修を行って

います。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止） 

② ＰＴＡ研究集会（７区で小・中学校ごとに実施） 

 各単位ＰＴＡが、意見交換や情報交換を行い、ＰＴＡ

活動の効果的な推進を図るために開催しています。（令

和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

一部中止 参加者数 289人） 

③ ＰＴＡ啓発研修大会 

 生涯学習の視点に立った研修活動を推進し、会員の資

質向上を図るために全市的な講演会等を開催していま

す。（オンライン開催 参加者数 1,602人） 
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④ 特別支援教育啓発研修会 

 特別支援教育への理解を深め、特別支援学校ＰＴＡと

小・中学校ＰＴＡとの相互理解・交流を図るための研修

を行っています。（令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止） 

⑤ ＰＴＡ指導資料の刊行 

 ＰＴＡ活動の活性化を図るため、ＰＴＡ活動の正しい

理解と人権尊重の視点に立った活動を目指して、指導資

料「歩みつづけるＰＴＡ」を刊行し、単位ＰＴＡの役員・

委員等に配布しています。（Ａ４版 67ページ 750冊） 

⑥ 単位ＰＴＡ人権教育研修 

 ＰＴＡ会員が人権についての理解を深め、学校での人

権学習を積極的に受けとめ、人権を尊重し、人の多様性

を認め合う地域づくりを目指すために実施しています。

（令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため一部中止 全 117回 参加者数 14,419人） 

 

 

10 社会教育関係職員研修（令和２年度実施状況） 

 

(1) 一般研修 

教育委員会や区役所の社会教育関係職員を対象に、行政

の推進や社会教育事業の具体的な企画・運営などについて

認識を深める研修を実施しています。（新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止） 

 

(2) 基礎・応用研修 

公民館職員等を対象に、社会教育に関する基礎・応用研

修を実施しています。（新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため一部中止 ３回 受講者数 115人） 

 

(3) 人権教育研修 

公民館及び社会教育関係団体等における人権教育研修

が効果的に実施されるよう、助言・指導にあたる主任社会

教育主事等関係職員の人権についての理解を深める研修

を実施しています。（新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため一部中止 ２回 受講者数 73人） 

 

(4) 社会教育主事講習 

社会教育主事の資格取得のための講習に職員を派遣し

ています。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中

止） 

 

(5) 社会教育主事専門講座 

都道府県・指定都市の指導的立場にある社会教育主事と

しての力量を高めるための、高度かつ専門的な知識・技術

に関する研修に参加しています。（１回 受講者数１人） 

 

(6) 九州大学社会教育主事講習修了者研修 

社会教育主事講習ＯＢ同士の交流を促し、情報交換や学

習機会の提供など、社会教育主事および社会教育士として

今後の活動の手助けになる研修に参加しています。（１回 

受講者数２人） 

 

 

 

 

 

11 社会教育における人権教育の推進 

 

 社会教育のあらゆる機会に、基本的人権の尊重を基調とす

る総合的な視点に立った人権教育を積極的に推進します。 

 

(1) 市民を対象とした人権教育の推進 

 すべての市民が同和問題など、様々な人権問題を自ら

の課題としてとらえ、人権についての理解や認識を深め

るとともに、人権を確立するための方法と手段について

学習することができるよう、研修会や指導者研修会を実

施しています。また、人権教育の充実を図るため、社会教

育関係職員等を対象とした研修を実施しています。 

 

(2) 人権啓発地域推進組織の育成・支援 

 「人権を尊重し、人の多様性を認め合うまち」の実現に

向け、地域において市民が自主的に人権に関する学習や

啓発に取り組む人権啓発地域推進組織の育成・支援を行

っています。現在、全市 145 小学校区（うち１校休校）

中 141校区、145組織（令和３年４月１日現在）が結成さ

れ、それぞれの地域の状況に即した、講演会・研修会、人

権まつりや人権週間の開催、広報紙や人権カレンダーの

発行、人権標語入り看板やのぼりの作成など、創意工夫

をこらした多彩な取組が展開されています。 

 

(3) 地域の教育力育成・支援事業 

 地域の自主的・主体的な学習活動及びその成果を実践

する活動等を支援し、社会全体で子どもをはぐくむ「共

育」を推進する主体の育成・支援を図ります。 

○ 家庭の教育力パワーアップ事業 

 家庭の教育力の向上を図ることを目的として、保護

者同士や地域とのつながりの中で、家庭教育の重要性

について理解を深め、保護者として成長しようとする

活動を行う地域グループを支援します。 

○ 共生する地域づくり事業 

 人の多様性を認め合い、共生する地域づくりを推進

することを目的として、住民同士の交流や相互理解を

図りながら、人権問題の解決に向けた学習や啓発活動

を行う地域グループを支援します。 

○ 地域学び場応援事業 

 生徒の家庭学習の習慣化や学習意欲の向上を図り、

学力の向上等につなげることを目的として、中学生を

対象に放課後等において補充学習に取り組む地域グル

ープを支援します。 
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(4) 社会教育関係職員等を対象とした研修 

（令和２年度） 

事業名 内容 実施回数 参加人数 

公民館職員等人権教

育研修 

人権教育を推進する社会教育関係職員としての役割と公民館に

おける人権教育の取組についての研修 

回 

131 

人 

2,104 

 

公民館人権教育研修 

公民館における学級講座に人権教育を位置付け、また組織的な地

域ぐるみの活動として推進し住民の人権問題に対する認識を深

めるための研修 

 

310 

 

 

9,434 

 

団体・地域指導者等

研修 

社会教育関係団体指導者や地域指導者を対象に人権問題への理

解と、取組を促進するための研修 

 

12 

 

 

451 

人権講座 

人権を考える集い 

地域指導者の人権問題に対する正しい認識と人権意識の高揚を

図るための講座及び研修 

 

28 

 

1,745 

教育委員会職員 
人権教育研修 

職員一人ひとりが人権問題を自らの課題として正しくとらえ、業

務遂行に当たって、その趣旨を十分反映させていく力をつけると

ともに、管理・監督職員の指導力の一層の充実を図り、各職場ぐ

るみの取組を強化するための研修 

 

3 

 

1,251 

社会教育関係職員研

修(再掲) 

公民館及び社会教育関係団体等における人権教育研修が効果的

に実施されるよう、助言・指導にあたる主任社会教育主事等の

社会教育関係職員の人権についての理解を深める研修 

 

2 

 

 
73 

 

 

 

(5) 研修等関連教材一覧（人権啓発 DVD 令和２年度購入分） 

 

題  名 所要時間 内 容 （ ね ら い ） 

にんげん図鑑 

人権問題と向き合うために 
30分 

 マイノリティをテーマ・題材にしたドキュメンタリー映画とビデオ作品で構

成。同和問題、外国人、障がい者、高齢者、ＬＧＢＴの人権問題など、あらゆ

る人権課題に対する向き合い方を分かりやすく提示した内容。 
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12　資料

(1)　主な社会教育担当組織

（令和３年４月１日現在）

教 育 次 長 総 務 部 人 権 ・ 同 和 教 育 課

理 事

教 育 支 援 部 生 涯 学 習 課 （ 兼 務 ）

東 市 民 セ ン タ ー （ 兼 務 ）

博多市民センター（兼務）

中央市民センター（兼務）

南 市 民 セ ン タ ー （ 兼 務 ）

城南市民センター（兼務）

早良市民センター（兼務）

西 市 民 セ ン タ ー （ 兼 務 ）

総 合 図 書 館

事 業 管 理 部 運 営 課

図 書 サ ー ビ ス 課

　分館１０館

文 学 ・ 文 書 課

映 像 資 料 課

　　副　市　長

市 民 局 長 コミュニティ推進部 公 民 館 支 援 課

　公民館１４８館

※ 各 区 地 域 支 援 課

生 涯 学 習 課

※ 各 区 生 涯 学 習 推 進 課

美 術 館 事 業 管 理 課

学 芸 課

ア ジ ア 美 術 館 運 営 課

学 芸 課

博 物 館 運 営 課

学 芸 課

市 史 編 さ ん 室

市　　　長

教 育 委 員 会

教　育　長

市 長 部 局

経済観光文化局長
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(２) 市民センター（区生涯学習推進課）・公民館の体制 

 

 生涯学習事業とコミュニティ支援事業を一体的に推進し、地域の課題や住民ニーズに対応した生涯学習

事業の充実を図るため、社会教育施設である市民センター・公民館の管理運営及び施設整備業務を市長

部局（区役所・市民局）へ移管。（ただし、基幹的業務・専門業務は、引き続き教育委員会が執行） 
① 教育委員会による執行業務 
  ◆基幹的業務 ＝ 条例・規則の所管、基本的方針の策定、公民館長の任免 等 
  ◆専門的業務 ＝ 社会教育に関する専門的・技術的事項に関する助言・指導 
 
② 市長部局による執行業務 
  ◆管理運営業務 ＝ 施設の管理、各種事業の実施、地域コミュニティ支援 等 
  ◆施設整備業務 ＝ 施設の改築や維持補修 等 
  （注）市民センターの会議室等の貸出業務、施設の維持管理業務等について、平成 24 年度から指定管理者制度を導入 

 

 

公民館等への支援体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民局コミュニティ推進部 教育委員会教育支援部 

公民館支援課 生涯学習課 生涯学習課 
 

【 兼 務 】 

同一所属 

連携 
課長･主任社会教育主事･生涯学習係 

各     区    役     所 

地域支援課 生涯学習推進課 

公民館長の兼務 
校区担当職員の配置 

市民センター館長及び 
主任社会教育主事等の兼務 

公 民 館 
住民の生涯学習及び地域 
コミュニティ活動の支援 

・管理運営に関する支援 
・施設整備に関する支援 
・館長（特別職）・主事の任免 

・社会教育に関する専門的・

技術的な助言及び指導 

・管理運営に関する支援 

区役所による 

一体的支援 

総務部 
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(3)　社会教育施設等一覧

　公民館（148館） （令和3年4月1日現在）

館番 館　名 所在地 電話番号 開設年月日 館舎面積

東区（29館）

14 馬出 東区馬出一丁目12-33 〒 812-0054 651-0605 S28.4.1 496㎡

20 筥松 東区筥松一丁目21-1 〒 812-0061 621-4999 S28.1.1 496

28 箱崎 東区箱崎一丁目27-17 〒 812-0053 651-7708 S27.1.1 496

40 香椎 東区香椎駅前二丁目17-19 〒 813-0013 661-3258 S30.2.1 496

41 多々良 東区多々良一丁目56-2 〒 813-0033 691-3767 S30.2.1 496

42 名島 東区名島二丁目42-26 〒 813-0043 681-0155 S31.4.1 496

48 和白 東区和白三丁目28-31 〒 811-0202 606-3001 S35.8.27 496

53 香住丘 東区香住ヶ丘一丁目27-1 〒 813-0003 681-4704 S37.4.1 496

61 千早 東区千早六丁目2-21-101 〒 813-0044 661-3240 S40.7.12 337

67 志賀 東区大字志賀島736-60 〒 811-0323 603-6706 S46.4.5 496

勝馬分館 東区大字勝馬1587-2 〒 811-0325 H13.4.1 329

68 西戸崎 東区西戸崎五丁目1-1 〒 811-0321 603-0201 S46.4.5 496

78 若宮 東区若宮三丁目27-1 〒 813-0036 662-5454 S51.4.1 496

80 美和台 東区美和台一丁目3-12 〒 811-0212 607-0294 S52.4.1 496

81 城浜 東区城浜団地32-2 〒 813-0045 671-6181 S52.4.1 496

83 和白東 東区高美台二丁目1-8 〒 811-0214 607-2442 S53.4.1 496

85 八田 東区八田二丁目16-20 〒 813-0031 681-5371 S53.12.1 496

97 舞松原 東区水谷一丁目7-13 〒 813-0041 672-2199 S56.4.1 496

102 香椎東 東区香椎台一丁目3-7 〒 813-0014 672-7098 S57.4.1 496

115 奈多 東区奈多二丁目14-2 〒 811-0204 607-4697 S60.4.1 496

116 青葉 東区青葉三丁目10-8 〒 813-0025 691-9799 S60.4.1 496

122 香椎浜 東区香椎浜二丁目4-31 〒 813-0016 682-1697 S62.4.1 496

124 香椎下原 東区下原一丁目4-2 〒 813-0002 682-6334 H1.4.1 496

128 東箱崎 東区箱崎七丁目16-23 〒 812-0053 632-4127 H3.4.1 496

129 千早西 東区千早三丁目3-3 〒 813-0044 683-3933 H4.4.1 496

138 松島 東区松島三丁目15-11 〒 813-0062 612-1533 H8.4.1 496

140 香陵 東区香椎浜一丁目8-7 〒 813-0016 663-4485 H8.10.29 496

142 三苫 東区三苫三丁目3-41 〒 811-0201 606-4511 H11.4.1 496

145 照葉 東区香椎照葉二丁目2-12 〒 813-0017 674-3101 H21.7.1 496

148 照葉北 東区香椎照葉三丁目2-1 〒 813-0017 410-6071 R2.10.1 537

博多区（22館）

3 冷泉 博多区上川端町6-25 〒 812-0026 281-2245 S29.4.1 496

4 奈良屋 博多区奈良屋町1-6 〒 812-0023 271-4461 S29.4.1 652

5 御供所 博多区上呉服町2-27 〒 812-0036 281-5512 S29.4.1 496

6 大浜 博多区下呉服町10-15 〒 812-0034 281-0343 S28.4.1 496

11 住吉 博多区住吉五丁目6-1 〒 812-0018 441-6955 S29.4.1 496

13 東光 博多区東比恵二丁目21-22 〒 812-0007 441-7792 S28.1.1 496

15 千代 博多区千代一丁目20-11 〒 812-0044 651-0066 S28.4.1 496

18 吉塚 博多区吉塚二丁目21-15 〒 812-0041 611-6320 S28.4.1 496

19 東住吉 博多区博多駅前四丁目11-12 〒 812-0011 431-1271 S27.4.1 496

24 席田 博多区空港前三丁目19-32 〒 812-0002 611-0315 S27.1.1 496

27 月隈 博多区月隈三丁目27-3 〒 812-0858 503-4106 S28.1.1 496

43 那珂 博多区那珂三丁目10-2 〒 812-0893 471-9329 S35.4.1 496

44 板付 博多区麦野一丁目29-12 〒 812-0882 581-1117 S30.4.5 496

45 那珂南 博多区元町三丁目1-2 〒 812-0877 571-4319 S35.4.1 496

52 春住 博多区博多駅南三丁目11-30 〒 812-0016 441-6269 S37.3.29 496

71 東吉塚 博多区吉塚六丁目6-10 〒 812-0041 611-2001 S49.4.1 496

87 板付北 博多区板付二丁目2-20 〒 812-0888 574-0651 S54.2.1 496

88 東月隈 博多区東月隈四丁目3-1 〒 812-0854 504-1360 S54.4.1 496

89 美野島 博多区美野島二丁目6-11 〒 812-0017 474-0070 S54.4.1 496

郵便番号
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館番 館　名 所在地 電話番号 開設年月日 館舎面積郵便番号

113 三筑 博多区三筑二丁目9-4 〒 812-0887 573-4664 S59.4.1 496

125 弥生 博多区那珂四丁目9-2 〒 812-0893 451-4534 H1.4.1 496

144 堅粕 博多区博多駅東一丁目8-2 〒 812-0013 473-6010 H16.8.1 496

中央区（14館）

1 大名 中央区大名二丁目6-53 〒 810-0041 751-4212 S29.4.1 519

2 当仁 中央区唐人町三丁目1-11 〒 810-0063 751-6824 S28.4.1 496

7 簀子 中央区大手門三丁目10-7 〒 810-0074 712-2268 S29.4.1 496

8 警固 中央区警固一丁目11-2 〒 810-0023 731-4655 S29.4.1 496

10 春吉 中央区春吉一丁目17-13 〒 810-0003 761-2528 S29.4.1 496

12 草ヶ江 中央区六本松一丁目11-1 〒 810-0044 741-7998 S28.4.1 496

21 平尾 中央区平尾三丁目29-23 〒 810-0014 531-6885 S29.4.1 496

22 高宮 中央区大宮二丁目2-11 〒 810-0013 531-0029 S29.4.1 496

37 赤坂 中央区赤坂二丁目5-126 〒 810-0042 751-4691 S29.9.1 496

55 笹丘 中央区笹丘一丁目13-41 〒 810-0034 761-7375 S37.4.1 496

57 舞鶴 中央区舞鶴二丁目6-1 〒 810-0073 771-3541 S39.1.15 496

60 南当仁 中央区今川二丁目11-15 〒 810-0054 741-9053 S40.4.12 496

63 小笹 中央区平和五丁目13-75 〒 810-0016 531-9428 S42.5.4 496

98 福浜 中央区福浜一丁目2-2 〒 810-0066 761-8060 S56.4.1 496

南区（25館）

25 三宅 南区三宅二丁目25-42 〒 811-1344 541-1088 S27.1.1 496

26 花畑 南区花畑三丁目35-6 〒 811-1356 566-9061 S27.1.1 496

33 玉川 南区向野一丁目3-23 〒 815-0035 541-3212 S28.1.1 496

36 西高宮 南区平和一丁目7-16 〒 815-0071 531-4767 S29.4.1 496

38 曰佐 南区的場二丁目17-6 〒 811-1314 591-5542 S29.10.1 496

46 大楠 南区大楠一丁目22-13 〒 815-0082 521-7044 S33.4.1 496

54 若久 南区若久一丁目11-20 〒 815-0042 541-4200 S37.4.1 496

58 宮竹 南区井尻二丁目4-17 〒 811-1302 581-5050 S39.7.15 496

65 長住 南区西長住二丁目4-3 〒 811-1361 551-4189 S44.4.1 496

66 老司 南区老司三丁目1-8 〒 811-1346 565-1700 S45.4.1 496

69 西花畑 南区花畑四丁目6-8 〒 811-1356 567-0072 S48.6.25 496

73 筑紫丘 南区筑紫丘二丁目22-15 〒 815-0036 512-6477 S49.10.15 496

75 長丘 南区長丘二丁目22-23 〒 815-0075 511-0456 S50.4.1 496

79 弥永 南区弥永団地30-1 〒 811-1322 582-4645 S51.4.1 496

82 東花畑 南区屋形原二丁目8-3 〒 811-1351 511-6655 S52.4.1 496

103 弥永西 南区弥永二丁目14-1 〒 811-1323 582-9620 S57.4.1 496

104 東若久 南区若久六丁目30-12 〒 815-0042 541-9548 S57.4.1 496

109 鶴田 南区鶴田四丁目51-30 〒 811-1352 566-2593 S58.4.1 496

117 野多目 南区野多目二丁目8-12 〒 811-1347 565-4223 S60.4.1 496

120 高木 南区高木三丁目11-7 〒 815-0004 585-1332 S61.12.1 496

123 大池 南区寺塚二丁目9-11 〒 815-0074 511-4231 S63.4.1 496

126 塩原 南区塩原一丁目27-2 〒 815-0032 541-0547 H2.4.1 496

130 柏原 南区柏原五丁目20-10 〒 811-1353 565-8978 H4.4.1 331

135 西長住 南区西長住一丁目10-1 〒 811-1361 551-3515 H5.9.1 496

141 横手 南区横手四丁目24-9 〒 811-1311 572-5661 H10.4.1 496

城南区（11館）

17 長尾 城南区長尾一丁目3-14 〒 814-0123 871-5619 S27.4.1 496

35 鳥飼 城南区鳥飼四丁目13-1 〒 814-0103 821-5227 S28.4.1 496

59 別府 城南区別府一丁目15-19 〒 814-0104 821-7489 S39.7.15 496

64 七隈 城南区七隈四丁目26-38 〒 814-0133 871-6905 S44.4.1 496

76 堤 城南区樋井川七丁目21-1 〒 814-0153 863-5533 S50.4.1 496

90 城南 城南区茶山六丁目21-5 〒 814-0111 843-9418 S54.9.1 496

95 片江 城南区片江五丁目35-20 〒 814-0142 871-1219 S55.8.11 496

96 金山 城南区友丘六丁目9-36 〒 814-0112 801-2830 S55.10.1 496

99 南片江 城南区南片江一丁目24-21 〒 814-0143 862-2453 S56.4.1 496
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館番 館　名 所在地 電話番号 開設年月日 館舎面積郵便番号

110 田島 城南区田島三丁目7-29 〒 814-0113 822-0307 S58.4.1 496

118 堤丘 城南区堤一丁目20-2 〒 814-0151 861-4821 S61.4.1 496

早良区（24館）

9 西新 早良区西新二丁目10-10 〒 814-0002 851-9925 S28.4.1 496

16 原 早良区原二丁目5-2 〒 814-0022 821-6414 S27.1.1 496

34 高取 早良区高取一丁目14-13 〒 814-0011 851-9705 S28.4.1 496

39 田隈 早良区野芥二丁目8-1 〒 814-0171 863-7151 S29.10.1 496

56 室見 早良区室見三丁目2-18 〒 814-0015 843-9577 S38.5.1 496

62 百道 早良区百道三丁目1-2 〒 814-0006 831-2401 S41.5.1 496

70 原西 早良区原五丁目12-16 〒 814-0022 851-7683 S48.6.1 496

74 早良 早良区早良二丁目9-33 〒 811-1122 804-2420 S50.3.1 1,064

84 原北 早良区南庄四丁目4-11 〒 814-0031 831-7556 S53.4.1 496

86 飯倉 早良区飯倉七丁目29-27 〒 814-0161 864-0818 S54.1.4 496

92 賀茂 早良区賀茂一丁目33-7 〒 814-0164 863-7741 S55.4.1 496

93 有田 早良区次郎丸一丁目1-6 〒 814-0165 861-7679 S55.4.1 496

100 野芥 早良区野芥七丁目23-20 〒 814-0171 862-3119 S56.4.1 496

105 大原 早良区原四丁目8-13 〒 814-0022 822-0428 S57.4.1 496

106 四箇田 早良区四箇六丁目5-26 〒 811-1103 811-2180 S57.4.1 496

114 飯原 早良区原七丁目3-21 〒 814-0022 864-4545 S59.4.1 496

121 有住 早良区室住団地4-1 〒 814-0035 822-0352 S61.12.1 496

127 田村 早良区田村三丁目24-22 〒 814-0175 862-7349 H2.9.1 496

131 内野 早良区内野八丁目1-5 〒 811-1123 804-8512 H4.4.1 331

曲渕分館 早良区大字曲渕700-1 〒 811-1133 H21.4.1 324

133 飯倉中央 早良区飯倉二丁目21-1 〒 814-0161 851-3565 H4.9.1 432

134 小田部 早良区小田部六丁目6-10 〒 814-0032 851-8846 H5.4.1 496

136 入部 早良区東入部二丁目14-14 〒 811-1102 803-1247 H5.9.1 496

137 脇山 早良区大字脇山2474-4 〒 811-1111 803-1815 H6.9.14 496

139 百道浜 早良区百道浜三丁目6-24 〒 814-0001 845-5859 H8.4.1 496

西区（23館）

23 姪浜 西区姪の浜二丁目10-6 〒 819-0002 881-0384 S28.1.1 496

29 壱岐 西区拾六町団地1-14 〒 819-0045 881-1093 S27.1.1 496

30 能古 西区能古726-9 〒 819-0012 881-0873 S28.4.1 496

31 玄洋 西区横浜一丁目2-1 〒 819-0166 806-9811 S27.1.1 496

32 今津 西区今津2131-3 〒 819-0165 806-2021 S27.1.1 496

47 金武 西区大字金武2136-1 〒 819-0035 812-1967 S35.8.27 496

49 周船寺 西区大字飯氏876-1 〒 819-0371 806-1371 S36.4.1 496

50 元岡 西区太郎丸一丁目3-41 〒 819-0384 806-5132 S36.4.1 496

51 北崎 西区大字宮浦1978-1 〒 819-0201 809-1733 S36.4.1 496

72 玄界 西区大字玄界島21-3 〒 819-0205 809-1243 S49.4.1 496

77 下山門 西区下山門四丁目14-38 〒 819-0052 881-8383 S50.4.1 496

91 内浜 西区小戸四丁目11-32 〒 819-0001 882-1371 S54.9.1 496

94 壱岐南 西区戸切二丁目18-20 〒 819-0032 812-0686 S55.4.1 496

101 西陵 西区上山門三丁目5-1 〒 819-0054 891-6342 S56.5.11 496

107 壱岐東 西区橋本一丁目14-2 〒 819-0031 811-2185 S57.4.1 496

108 石丸 西区石丸二丁目5-10 〒 819-0025 881-4983 S57.9.1 496

111 福重 西区福重四丁目25-2 〒 819-0022 882-1839 S58.4.1 496

112 愛宕 西区愛宕四丁目11-11 〒 819-0015 891-7962 S58.11.1 496

119 城原 西区上山門一丁目26-12 〒 819-0054 891-7966 S61.4.1 496

132 今宿 西区今宿青木138-1 〒 819-0162 806-0242 H4.4.1 496

143 愛宕浜 西区愛宕浜四丁目41-10 〒 819-0013 885-4551 H11.4.1 496

小呂分館 西区大字小呂島61-1 〒 819-0011 805-2013 H2.4.1 282

146 姪北 西区姪の浜二丁目20-28 〒 819-0002 895-1075 H22.4.1 496

147 西都 西区女原北12-11 〒 819-0377 834-2352 H29.4.1 496
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その他

電話番号 設置年月日 延床面積㎡

606-3457 S46.4.1 427

674-3981 S52.7.16 11,564

472-5991 S58.8.26 4,725

714-5521 S55.3.23 3,888

561-2981 S53.7.22 5,218

862-2141 S59.8.1 4,048

831-2321 S57.2.14 4,094

891-7021 S63.3.1 5,208

571-2921 S57.2.22 10,713

852-0600 H8.4.1 24,120

674-3982 H8.4.1 753

608-8490 H15.8.9 644

472-5996 H8.4.1 541

502-8580 H12.1.30 563

751-9534 H8.4.1 486

561-3048 H8.4.1 478

864-4823 H8.4.1 562

845-8835 H8.4.1 520

884-3874 H8.4.1 552

807-8802 H22.7.20 610

714-6051 S54.11.3 14,526

263-1100 H11.1.1 9,101

845-5011 H2.10.18 16,728

611-0051 S46.4.1 610

504-1624 S51.4.1 657

611-8522 S52.4.1 591

641-0525 S53.4.1 574

622-5541 S53.4.1 560

611-5755 S54.5.1 560

573-4687 S54.4.16 550

572-1153 S54.5.15 569

503-5539 S55.4.15 547

473-7432 S55.4.15 564

582-3750 S55.10.1 561

473-7763 S56.7.15 559

641-5571 S57.3.1 562

572-8005 S59.4.1 560

573-0271 H 4.4.1 572

631-2027 H 6.4.1 572

622-7811 H 7.4.1 590

空港周辺共同利用会館 東箱崎会館 東区箱崎七丁目3-4

空港周辺共同利用会館 松島会館 東区松島一丁目10-17

空港周辺共同利用会館 馬出会館 東区馬出五丁目34-14

空港周辺共同利用会館 三筑会館 博多区諸岡六丁目31-31

空港周辺共同利用会館 弥生会館 博多区諸岡一丁目18-11

空港周辺共同利用会館 東光会館 博多区東光二丁目20-10

空港周辺共同利用会館 板付北会館 博多区板付二丁目13-25

空港周辺共同利用会館 那珂会館 博多区東那珂一丁目13-9

空港周辺共同利用会館 板付会館 博多区麦野一丁目1-5

空港周辺共同利用会館 那珂南会館 博多区光丘町一丁目2-1

空港周辺共同利用会館 東月隈会館 博多区浦田一丁目20-1

空港周辺共同利用会館 箱崎会館 東区箱崎一丁目36-41

空港周辺共同利用会館 東吉塚会館 博多区吉塚本町10-24

空港周辺共同利用会館 吉塚会館 博多区吉塚五丁目15-3

空港周辺共同利用会館 席田会館 博多区東平尾二丁目20-1　

空港周辺共同利用会館 月隈会館 博多区月隈六丁目23-17

空港周辺共同利用会館 筥松会館 東区原田二丁目8-25

美術館 中央区大濠公園1-6

アジア美術館 博多区下川端町3-1

博物館 早良区百道浜三丁目1-1

早良図書館 早良区百道二丁目2-1

西図書館 西区内浜一丁目4-39

西部図書館 西区西都二丁目1-1

中央図書館 中央区赤坂二丁目5-8

南図書館 南区塩原二丁目8-2

城南図書館 城南区片江五丁目3-25

和白図書館 東区和白丘一丁目22-27

博多図書館 博多区山王一丁目13-10

博多南図書館 博多区南本町二丁目3-1

埋蔵文化財センター 博多区井相田二丁目1-94

福岡市総合図書館 早良区百道浜三丁目7-1

東図書館 東区千早四丁目21-45

城南市民センター 城南区片江五丁目3-25

早良市民センター 早良区百道二丁目2-1

西市民センター 西区内浜一丁目4-39

博多市民センター 博多区山王一丁目13-10

中央市民センター 中央区赤坂二丁目5-8

南市民センター 南区塩原二丁目8-2

施設名 所在地

雁の巣児童体育館 東区雁の巣一丁目6-20

東市民センター 東区千早四丁目21-45
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（４） 附属機関 

 ① 福岡市社会教育委員                                          （令和３年９月１日現在） 

設置目的等 社会教育に関する諸計画の立案，教育委員会の諮問への答申，研究調査などを行います。 

設置年月日 昭和25年４月18日 

根拠法令等 社会教育法，福岡市社会教育委員条例 

主管課 生涯学習課 

任期 ２年 

構成員・名簿 

 

 

 

現員20名 

＜学 校 教 育 関 係 者＞  浦 美保子   増田 瑞穂 

＜社 会 教 育 関 係 者＞  石内 絵衣子  川添 浩美   木内 潤子   萩尾 憲子 

  宮浦 寛    山本 啓湖   緒方 蓉子   上村 篤子   下山 いわ子 

＜家 庭 教 育 関 係 者＞  馬場 郁子   重永 侑紀 

＜学 識 経 験 者＞  伊藤 嘉人   楠  正信   古市 勝也 

  圓入 智仁   添田 祥史   植上 一希      橋爪 秀三 

 

② 市民センター運営審議会                                        （令和３年８月１日現在） 

設置目的等 館長の諮問に応じ，市民センターにおける各種の事業の企画・実施につき調査審議します。 

設置年月日 昭和52年７月16日 

根拠法令等 社会教育法，福岡市立市民センター条例 

主管課 各区生涯学習推進課 

任期 ２年 

構 

成 

員 

・ 
名 
簿 

センター（現員） 東(14) 博多(15) 中央(13) 南(15) 城南(13) 早良(14) 西(14) 

＜学校教育関係者＞ 

 

 

 

＜社会教育関係者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜家庭教育関係者＞ 

 

 

＜学 識 経 験 者＞ 

 

古賀 茂信 

小野村 リサ 

 

 

丸岡 良光 

山下 喜久男 

堤  幸子 

宮路 享 

兼城 三由紀 

大寳 孝子 

岩崎 八重子 

板倉 由美子 

角田 真理子 

 

 

 

松重 豊子 

 

 

緒方 泉 

田村 典明 

阿利 英治 

波多江 貴志 

 

 

川上 哲司 

阿部 悦子 

後藤 るり 

上田 憲美 

高橋 美恵 

橋口加代美 

松本 文彦 

西  滋修 

山本美和子 

富岡 仁子 

 

 

梶原 裕美 

 

 

古市 勝也 

浮田 英彦 

田中 栄司 

永野 主税  

 

 

野田 孝恵 

南 幸盛 

木内 潤子 

伊藤  浩司 

植田 香代子 

伊藤 和美 

瀬戸山 隆 

小嶺 俊江 

吉川 三恵 

 

 

 

吉丸 美代子 

 

 

坂本  昭 

 

平島 篤 

八尋 哉 

 

 

永岡 修一 

印口 亜希子 

戸部田 宣子

森山 忠明 

中野 節美

橋本 繁義 

桐島 正則 

原口 學 

岩子 律二 

森田 眞由美 

 

 

茅野 美幸 

 

 

河野 洋子 

桜川 冴子 

池田 彰治 

阿久根 健一郎 

 

 

小熊坂 哲 

椎木 磨美 

石川 節子 

門田 行子 

石内 絵衣子 

上野 善和 

緒方 公代 

谷村 幸子 

 

 

 

 

橋口 千生子 

 

 

手嶋 恵美 

添田 祥史 

松岡 泰二 

福崎 浩信 

 

 

上薗 幸則 

片渕 輝昭 

田村 恵美 

今釜 亮 

田中 淳子 

緒方  豊子 

長  ハル 

永柄 弘子 

村上 美知 

 

 

 

岸川 なつ代 

 

 

川上 具美  

冨永 明子 

冨澤 一史 

西田 淳一 

 

 

古庄 綾 

合原 洋子 

高岡 悦代 

吉田 直信 

田嶋 悦子 

髙橋 吉文 

田中 栄一 

髙木 柾彌 

山本 啓湖 

萩原 香代子 

 

 

片倉 チヅ子 

 

 

吉武 春光 

 

 

（５） ＰＴＡ                                               （令和３年８月１日現在） 

名  称 代 表 者 所  在  地 会 員 数 主 な 事 業 

福岡市ＰＴＡ協議会 岡村 耕二 
中央区天神一丁目10番１号 

（福岡市庁舎北別館） 

人 

約120,000 
・研修活動 

・広報活動 

・環境づくり活動 

福岡市立特別支援学校 

ＰＴＡ連合会 
立木 春香 

南区若久二丁目３番13号 

（若久特別支援学校内） 

 

約  1,600 

福岡市立高等学校 

ＰＴＡ連合会 
川口 三代次 

南区野多目五丁目31番１号 

（福翔高等学校内） 

 

約  3,600 
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(6) 福岡市公民館のあゆみ 

①社会教育協議会時代 
 昭和 22 年、敗戦により混乱の極に達した社会情勢を救い、社会の秩序を正し、道義を高揚するには、社会教育

の振興に待たねばならないと、本市は小学校長を社会教育推進員として委嘱した（学務課が担当）。 
 昭和 23 年７月、社会教育課が新設され、10 月に課の体制が整うとともに、社会教育協議会の設置案がつくられ、

昭和 24 年から同 26 年にかけて、社会教育協議会の結成が、各校区で急速に進められた。 
 社会教育協議会は、社会共同連帯の責任意識のもとに、文部省によって奨励されてきた公民館運動の精神をとり

いれて、社会教育の振興に努めた。また、組織としては、社会教育推進員の小学校長、再組織された婦人会、PTA、

青年団等の社会教育関係団体長、学識経験者等 1 校区 40 名程度の小学校区単位で連絡協議会が設けられた。事業

としては、社会教育関係団体との緊密な連絡を図り協調のもとに、敬老会、成人祭、講演会等、主として市民の協

力を前提とする大きな事業を開催し、市民の心を結びつける活動を続けてきた。 
 
②公民館の発足 

 昭和 25 年頃、公民館設置の気運が市民の間に盛り上がり、昭和 25 年４月に委嘱された社会教育委員の会議の中

心議題となった。 
 特に、昭和 26 年当初、全市に公民館を設置する計画案が出され、この計画を実現するために、専門委員会が設

けられ、約 3 ヶ月間、10 数回にわたって会議が開催され、公民館の設置方針案が作られた。 
 昭和 26 年 12 月に市議会に公民館設置案が上程され、 
 ①小学校区毎に設置する。 
 ②周辺地区より都心部に及ぼす。 
 ③設置年月日は昭和 27 年１月１日とする。 
等の基本方針が決定され、3 月までの 3 ヶ月間の経費として予算 50 万円が計上された。 
 その後、速やかに市内全校区に公民館を設置すべしとの方針から、まず 10 館の設置が決定され、今津、今宿、

壱岐、原、長尾、花畑、三宅、席田、東住吉、箱崎の公民館が設置された。 
 
③公民館建設のあゆみ 

 本市の社会教育体制は、昭和 26 年に制定された福岡市公民館条例に基づき、昭和 27 年１月１日に公民館が設置

されてから実質的に発足した。以来、１小学校区１公民館という原則にたって、市民の日常的な社会教育の中心施

設としての公民館が整備された。 
 当初、公民館用地は地元で準備し、建物は講堂、ステージを主としたもので、建築にあたっては市が 100 万円を

補助した。 
 昭和 30 年以降同 46 年まで、公民館舎の基準面積は、60 坪で市が建設し、そのうちの一部を地元が負担した。

また、昭和 30 年代の前半は、町村合併にともない、公民館の数も増えてきた。昭和 47 年度からは、全額市費で

80 坪の公民館を建設、さらに、昭和 52 年度からは 84 坪で鉄筋の公民館を建設した。また、昭和 52 年度からは、

用地を市費で取得するとともに、昭和 53 年度からは、人口の都市集中化とドーナツ化による市周辺部の飛躍的な

発展に対応するため、建設用地を先行取得するなど用地確保に積極的に努めるとともに建築数を増加させ、公民館

未設置校区の解消に努めた。 
 昭和 61 年度からは、公民館舎の建設面積を 100 坪に、平成６年度からは、学校週５日制による児童、生徒の地

域への受け入れや地域コミュニティ活動支援などの要請に応えるため、150 坪に拡充した。 
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④社会教育専門施設の整備 

 それまでの社会教育は、公民館を中心に展開されてきたが、多様化、高度化する市民の学習要求に応え、専門的

な社会教育施設の整備が進められた。 
 昭和 42 年以降、油山青年の家、青年センター、少年文化会館、市民体育館、今宿野外活動センター、歴史資料

館、市民図書館、婦人会館及び美術館等の全市を対象とする社会教育施設が逐次設置された。 
 昭和 47 年には政令指定都市となり、5 行政区の設置を契機に、各区の中心施設かつ中央公民館として市民センタ

ーの建設構想が進められ、昭和 52 年に開館した東市民センターに続き、南、中央、西（現早良）、博多の各市民セ

ンターが、7 行政区となった昭和 57 年以降、城南、西の各市民センターが順に設置された。 
 また、昭和 57 年には、埋蔵文化財センター、昭和 59 年には背振少年自然の家、平成元年には海の中道青少年海

の家、平成 2 年には博物館、平成 8 年には総合図書館、平成 11 年にはアジア美術館が設置されるなど、社会教育

施設の整備が図られてきた。 
 
⑤生涯学習時代を迎えて 

 自由時間の増大、産業構造の転換などを背景に、市民の生涯学習への関心が高まる中で、国においては、21 世紀

社会を展望し、生涯学習社会の実現に向け、平成 2 年 7 月『生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関

する法律』が制定されて、本格的な取り組みが始められた。 
 その後、平成 3 年 6 月には、国の生涯学習審議会の社会教育文科審議会施設部会が『公民館の整備・運営のあり

方について』の中間答申をまとめ、その中で、公民館が「地域における生涯学習を推進する中核的な施設として、

他の生涯学習関連施設との連携の中心」となり、一層発展していくための具体的な整備、運営のあり方を示した。 
 本市においては、公民館を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、新しい時代に対応した公民館のあり方につ

いて、生涯学習時代への対応及びコミュニティ形成の観点から検討し、平成 4 年 4 月、本市社会教育施設調査研究

委員会は、「新しい時代に対応した公民館のあり方」を提言した。 
 平成 12 年度、公民館業務に「地域コミュニティ活動支援」を位置づけ、地域コミュニティ形成に果たす公民館

の役割を明確にした。また、区レベルの生涯学習の拠点である市民センターと、福祉、環境など市民生活に密着し

た行政サービスを提供する区役所との連携を強化するため、平成 13 年度から、市民センターを区に移管し、「公民

館の地域コミュニティ支援に係る連絡調整」を市民センターの業務として位置づけた。 
また、平成 16 年度、コミュニティ支援体制を強化するため、区に地域と向き合う窓口である地域支援部を創設

するとともに、公民館を区に移管し、コミュニティづくりの「核」となる施設として位置づけた。 
 現在、公民館においては、生涯学習とコミュニティ支援を一体化した事業の推進が求められ、あらゆる世代の多

くの市民に親しまれる公民館として活用されている。 
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