
新潟市公民館の概要（Ｈ29 年度）        H290626     

○公民館の基本 

   新潟市は、社会教育施設として、公民館を設置しており、地区館が２５館、分館が

１９館ある。地区館等には職員が配置されている。 

① 施設 地区館のうち、区の基幹公民館は８館 豊栄（北区）、中（東区）、中央（中

央区）、亀田（江南区）、新津（秋葉区）、白根（南区）、坂井輪（西区）、巻（西蒲

区） 公民館運営審議会を設置している。中央公民館がセンターの役割を持ち、人

事、施設、予算等を管理する。 

② 職員１４１人 （うち社会教育主事５０人※）正職員８０人（１７※）再任用１５

人（４※）非常勤嘱託４６人（２９※）。ほかに若干、臨時職員がいる。職員には、

併任辞令が出ており、地域課、文化会館などの仕事もしている。 

③ 予算 ・歳入１億９，７０６万円（公民館等使用料３，０６２万円 教育債１億５，

９３０万円[小須戸地区公民館解体事業] ほかに行政財産使用料、雑入等） 

・歳出５億２，５１６万円（施設管理４億９，４８１万円，事業３，０３５万円）  

○役割 

  市民の生涯にわたって学ぶことを担保する場である。 

（教育には、家庭教育、学校教育、社会教育[生涯学習]がある） 

  貸館と事業の２つの役割がある。 

① 事業 公民館が主催する事業は主に３つである。①子育て支援  ②地域課題に

取り組む人材の育成，支援  ③学社民の融合による地域教育力の向上 

② 貸出 団体利用 ５人以上で登録制 貸館の可否に関する基準による。なお、社

会教育法で、①営利 ②宗教 ③政治 を除いているが、線引きはあいまい。 

○課題、懸案事項 

  ① 役割の明確化  

   ・予算減のなか、事業の内容、方法等を見直し、公民館でなければできない事業を

実施する→旧市町村の既存事業、地域課や文化会館の業務等を整理。（事業）   

  ・コミセン，市民会館，集会場，自治公民館等より利用しやすくするには。（貸館） 

  ・学びのセーフティネット 

② 施設の老朽化 昭和５０年代建設が多く、改修、修理、修繕に追われる。 

③ 公民館の在り方  

・分館は地域移管、基幹は直営。地区館の位置づけは？→当面は現状のまま。 

・民間委託、指定管理は可能か？→当面は現状のまま。指定管理はそぐわない。 

公民館運営審議会の正副議長会議による検討 

④ 公民館使用料が５年目、見直しが必要か→不必要 

⑤ 職員の資質と利用者サービスの向上 

⑥ 新しい公民館利用者の開拓（27 年度 952,189 人） 

⑦ ＰＲの強化、認知度とイメージの向上を図る。フェイ

スブック、ロゴマーク、パブリシティの活用 

新潟市中央公民館長：五十嵐政人 
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中央館 地区公民館　２５ 分館　１９ 備　　考

●＝審議会を設置する公民館(基幹公民館）

●豊栄地区公民館(5,3) ｓ52 独立 ※建設予定の北区役所にH33機能移転

()内は正職･再任用数、嘱託等数 建設 濁川公民館（連）ｓ53 連絡所に併設

地区館 2 北地区公民館(3,2) 南浜公民館（連）ｓ52 連絡所に併設

分館 2 ｓ56 出張所等と併設、管理は公民館

●中地区公民館 (4,2) ｓ52 出張所と併設

（※山の下まちづくりセンター）
地区館 2 石山地区公民館(3,2) 木戸公民館 ｓ49 管理石山公（管理人）

分館 1 ｓ54 出張所と併設

●中央公民館(8,5) Ｈ17 生涯学習センターと併設

（※生涯学習センター）
鳥屋野地区公民館(3,2s55 出張所と併設

地区館 4

東地区公民館(3,2) s40 出張所と併設

関屋地区公民館(3,1) Ｈ2 独立

●亀田地区公民館 (5,2) 大江山公民館（農） ｓ55 農村環境改善センター

（※江南区文化会館） Ｈ24 文化会館と併設(管理は地域課）

曽野木地区公民館(3,1) 両川公民館（連） Ｈ3 連絡所に併設

地区館 3 s62 出張所に併設

分館 2 横越地区公民館(3,1) Ｈ2２ 独立

●新津地区公民館 (3,5) s40 地域学園と併設(管理は地域課）

　（※新津地域学園）
小須戸地区公民館(3,1Ｈ27 まちセンとして建て替え、館を持たずまちセンで事業実施

地区館 2

秋葉区

区　名

北区

東区

中央区

江南区

中央公
民館

公民館体系図

●白根地区公民館 (7,4) H12 学習館と併設(管理は公民館）

　（※白根学習館）

地区館 3 味方地区公民館(3,0) 味方公民館 Ｈ15 管理味公、カギ地元

分館 4 s55 西白根公民館 Ｈ15 管理味公、カギ地元

管理公民館 七穂公民館 Ｈ16 管理味公、カギ地元

月潟地区公民館(3,0) 月潟西公民館 ｓ34 現在使用せず

s54 独立

●坂井輪地区公民館 (4,2s54 独立

西地区公民館 (3,2) 赤塚公民館（連） ｓ55 連絡所に併設

地区館 4 s55 独立 中野小屋公民館（連） 連絡所に併設

分館 4 ｓ58

黒埼地区公民館 (3,2) 黒埼北部公民館 ｓ59 管理黒埼公（嘱託1）

　（※黒埼市民会館） Ｈ18 黒埼南部公民館 Ｈ23 管理はコミ協委託

併設、管理は地域課

小針青山公民館(3,2)

（※西新潟市民会館） Ｈ９ 市民会館と併設、管理は地域課

●巻地区公民館 (7,2) 漆山公民館 Ｈ4 管理巻公（嘱託１）

峰岡公民館 ｓ60 管理巻公（嘱託１）

管理は地域課 巻ふるさと会館 ｓ55 管理巻公、カギ地元

地区館 5 岩室地区公民館 (3,1) 巻やすらぎ会館 ｓ51 管理巻公、カギ地元

分館 6 s54 独立

間瀬公民館 ｓ60 管理岩室公、カギ地元

西川地区公民館 (4,0) s53 学習館と併設、管理は公民館

（※西川学習館）
Ｓ50

潟東地区公民館 (3,1) かたひがし生活体験館管理潟東公民館

　（※潟東ゆう学館） Ｈ13 ゆう学館と併設、浴場あり、管理は地域課

中之口地区公民館(3,0s57 独立

※併設館（2枚看板）

南区

西区

西蒲区
s55文化会館と併設

市民会館に併設

体育館と併設

（連）：連絡所，（農）：農村環境改善センター　　併設している館は、北、白根、西川を除いて出張所、地域課等が施設管理。
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公民館の利用状況について 

（中央・鳥屋野・東地区・関屋分） 
（利用団体数） 

 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 
 定期 不定期 定期 不定期 定期 不定期 
中央 ３００ ２３８ ２９９ ２０８ ３０４ ２６１
⿃屋野地区 １０５ １２３ １１０ １５６ １１１ １５３
東地区 ９０ ３６ ９０ ３８ ９２ ２５
関屋地区 ９１ ５６ ８９ ５８ ９１ ５５
合計 １，０３９ １，０４８ １，０９２
前年⽐ △９ △４４

 

 

（館ごとの稼働率） 

 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 
中央 ５８．４ ６１．５ ６０．３ 
⿃屋野地区 ５５．１ ５４．５ ５５．８ 
東地区 ３８．９ ３６．５ ３２．２ 
関屋地区 ４６．１ ４８．４ ５０．６ 
４館平均（％） ４９．６ ５０．２ ４９．７ 
前年⽐ △０．６ ＋０．５  

 

（利用者数） 

 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 
中央 101,020 111,954 113,450 
⿃屋野地区 52,380 52,889 48,808 
東地区 36,329 35,059 ※8,021 
関屋地区 37,844 34,538 34,292 
合計 227,573 234,440 204,571 
前年⽐ △6,867 29,869  

          ※東地区公⺠館・・平成 26 年に耐震⼯事のため⼀時休館 
 


