
別紙２　施設等の機能一覧
分類 主な施設機能 供用開始

1 博多南地域交流センター 平成12年

2 和白地域交流センター 平成15年

3 西部地域交流センター 平成22年

4 東市民センター 昭和52年

5 博多市民センター 昭和58年

6 中央市民センター 昭和55年

7 南市民センター 昭和53年

8 城南市民センター 昭和59年

9 早良市民センター 昭和57年

10 西市民センター 昭和63年

11 ホール，楽屋，練習室 昭和38年

12 千代音楽・演劇練習場 平成3年

13 祇園音楽・演劇練習場 平成12年

14 大橋音楽・演劇練習場 平成17年

15 千早音楽・演劇練習場 平成28年

16 ホール，楽屋，練習室 平成11年

17 会議室 平成6年

18 常設展示室，特別展示室，ホール　等 昭和54年

19 常設展示室，企画ギャラリー，ホール　等 平成11年

20 常設展示室，特別展示室，講堂，講座室　等 平成2年

21 展示棟（有料），町屋棟（実演・体験スペース），土産処　等 平成7年

22 友泉亭公園 昭和56年

23 楽水園 平成7年

24 松風園 平成18年

25 体験学習施設 平成17年

動物園 動物園 昭和28年

植物園 植物園 昭和55年

27 展示室，ドームシアター，サイエンスホール　等 平成29年

28 海の中道青少年海の家 平成元年

29 背振少年自然の家 昭和59年

30 映像ホール 平成8年

26

総合図書館（映像ホール）

多目的ホール，会議室，和室，体育館，トレーニングルーム

ホール，視聴覚室，音楽室，実習室，研修室，会議室，和室，多目的室

練習室，楽器庫

日本庭園（屋外庭園，野点広場，屋内茶室）

宿泊棟，研修室，工作室，プレイホール，キャンプ場　等

施設名等

地域交流センター

市民センター

市民会館

音楽・演劇練習場

地域コミュニティ

文教

科学館

動植物園

アイランドシティ中央公園

アジア美術館

博多座（市民檜舞台）

赤煉瓦文化館

美術館

博物館

博多町家ふるさと館

有料公園（日本庭園）

青少年施設



分類 主な施設機能 供用開始施設名等
31 東体育館 昭和55年

32 博多体育館 昭和59年

33 中央体育館 昭和58年

34 南体育館 昭和57年

35 城南体育館 昭和63年

36 早良体育館 平成7年

37 西体育館 平成6年

38 平成19年

39 メインアリーナ，補助競技場，トレーニング室，武道場，屋内25Mプール，屋外徒歩プール 昭和47年

40 メインアリーナ，サブアリーナ，武道場，弓道場，トレーニングルーム，多目的室，研修・会議室 平成30年

41 東市民プール 昭和50年

42 博多市民プール 昭和54年

43 中央市民プール 昭和50年

44 南市民プール 昭和51年

45 城南市民プール 屋内25Mプール，屋内幼児プール，屋外徒歩プール 平成6年

46 早良市民プール 屋内25Mプール，屋外徒歩プール 昭和49年

47 総合西市民プール 屋内50Mプール，屋内25Mプール，屋内幼児プール，トレーニングルーム 平成7年

48 グラウンド 平成17年

49 舞鶴公園 野球場(1面)，球技場(1面)，テニス場(3面)，大規模競技場(1面) 昭和23年

50 山王公園 野球場(1面) 昭和24年

51 小戸公園 球技場(1面) 昭和17年

52 東平尾公園 野球場(3面)，テニス場(19面)，大規模競技場(3面)，公園内屋内運動施設（弓道場） 昭和51年

53 長住中央公園 野球場(1面) 昭和40年

54 平和中央公園 野球場(1面) 昭和44年

55 社領南公園 野球場(1面) 昭和46年

56 汐井公園 野球場(1面)，テニス場（4面) 昭和49年

57 西部運動公園 野球場(1面)，球技場(1面)，テニス場(10面) 昭和54年

58 大井中央公園 野球場(1面)，テニス場(3面) 昭和56年

59 上月隈中央公園 野球場(2面)，テニス場(2面) 昭和57年

60 東油山公園 野球場(1面) 昭和57年

61 榎田中央公園 野球場（1面) 昭和58年

62 箱崎公園 野球場(1面) 昭和58年

63 柏原中央公園 野球場(1面) 昭和60年

64 愛宕浜中央公園 球技場(1面) 平成元年

65 百道中央公園 球技場(1面) 昭和63年

66 今津運動公園 野球場(1面)，球技場(3面)，テニス場(18面)，公園内屋内運動施設（体育館） 平成4年

67 桧原運動公園 野球場(1面)，テニス場(7面) 平成5年

68 香椎浜公園 野球場(2面) 平成18年

69 青葉公園 テニス場（7面） 平成13年

70 西南杜の湖畔公園 野球場（1面），球技場（1面），テニス場（4面） 平成15年

71 雁の巣ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 野球場（19面），球技場及び多目的グラウンド（9面），テニス場（4面） 昭和47年

72 月隈北緑地 パークゴルフ場 平成11年

73 四箇田園スポーツ広場 ソフトボール場 昭和63年

74 田尻田園スポーツ広場 軟式野球場・ソフトボール場 昭和61年

75 飯氏田園スポーツ広場 ソフトボール場 平成9年

76 ホール，講堂，研修室　等 平成6年

77 福祉 会議室，研修室，ホール　等 平成10年

78 研修室，軽運動室，ホール　等 平成18年

79 平尾霊園 昭和30年

80 三日月山霊園 昭和53年

81 西部霊園 平成元年

82 火葬炉，告別室，待合室　等 平成17年

83 海づり公園 海づり公園 釣台，海洋釣堀 昭和60年

84～177 自転車駐車場 自転車駐車場 駐輪場 昭和60年

墓苑市立霊園

火葬施設（葬祭場）

競技場，トレーニング室，武道場，弓道場

屋内25Mプール，屋外徒歩プール

社領スポーツ広場

有料運動施設有りの公園

田園スポーツ広場

健康づくりサポートセンター

市民福祉プラザ

男女共同参画推進センター

地区体育館

ももち体育館

市民体育館

総合体育館

その他

スポーツ・健康

プール


	編集

