
新潟市の公民館について（令和元年度） 

□施設の状況 

 公民館数 ４４館  

  内訳 地区館２５館 

うち 中央館１館 人事，施設，予算等のとりまとめ → 中央

        基幹公民館８館 区で１つ 公民館運営審議会をもつ

→ 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）

     分館 １９館

□公民館職員数  

 職員１３８人（内訳 ： 正職員７６人  再任用１７人  非常勤嘱託４５人）

□予算 

 歳入  ３５，２３６千円

 歳出 ３２７，２３０千円

主要事業 家庭教育振興事業             １０，５１０千円

地域コミュニティ活動事業         ３，１０７千円

子ども生活体験・ボランティア活動推進事業 １，９８３千円

□組織目標 

  市民の生涯にわたる学習活動を支援するために，あらゆる世代が主体的に

学習を進められる機会の充実に努めるとともに，現代的・社会的課題に対

する市民の意識向上を図り，地域課題の解決と地域活動の活性化を支援し

ます。

※参考 

平成３０年度実績 

事業 主催事業数   ７８３事業

延べ参加者数  ２３５，５５２人

貸館 利用団体数     ３，８４９団体

のべ利用者数  ７５０，１３３人
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H31.4.1

４４施設

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 ｓ52 独立 ※建設予定の北区役所にH33機能移転

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 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 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 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 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 s55 出張所と併設

地区館 4

東地区公民館 s40 出張所と併設

関屋地区公民館 Ｈ2 独立

●亀田地区公民館 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 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 Ｈ2２ 独立

●新津地区公民館 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 Ｈ27 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

●白根地区公民館 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 味方公民館 Ｈ15 管理味公、カギ地元

分館 4 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 月潟西公民館 ｓ34 現在使用せず

s54 独立

●坂井輪地区公民館 s54 独立

西地区公民館 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 黒埼北部公民館 ｓ59 管理黒埼公

　（※黒埼市民会館） 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
（※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 漆山公民館 Ｈ4 管理はコミ協

峰岡公民館 ｓ60 管理はコミ協

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 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 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 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 s57 独立

※併設館（2枚看板）

（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。

西蒲区
s55文化会館と併設

かたひがし生活体験館

江南区

秋葉区

南区

s55 体育館と併設

西区

Ｈ18市民会館に

区　名

北区

東区

中央区
中央公
民館

公民館体系図
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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３０年度 平成２９年度 平成２８年度 
定期 不定期 定期 不定期 定期 不定期 

中央 ２８３ １９８ ２９１ １９８ ３００ ２３８ 
鳥屋野地区 １０３ １３３ ９９ １２７ １０５ １２３ 
東地区 ８３ ３８ ８８ ３６ ９０ ３６ 
関屋地区 ８６ ４８ ８７ ４５ ９１ ５６ 
合計 ９７２ ９７１ １，０３９ 
前年比 ＋１ △６８  

（館ごとの稼働率） 

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度 
中央 ５９．３ ５８．９ ５８．４ 
鳥屋野地区 ５０．９ ５２．６ ５５．１ 
東地区 ３０．８ ３２．３ ３８．９ 
関屋地区 ４２．０ ４４．４ ４８．２ 
４館平均（％） ４５．８ ４７．１ ５０．２ 
前年比 △１．３ △３．１  

（サークル利用者数） 

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度
中央 96,893 98,467 101,020 
鳥屋野地区 51,569 50,729 52,380 
東地区 34,285 34,205 36,329 
関屋地区 35,771 34,194 37,844 
合計 218,518 217,595 227,573 
前年比 +923 △9,978  

- 3 -


