
令和４年度　東京都公民館連絡協議会　「公民館に関する調査」結果一覧
基本情報(今回） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

市名称 昭島市 町田市 小金井市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 西東京市

部署名 教育委員会生涯学習部市民会館・公民館 教育委員会生涯学習部生涯学習センター 生涯学習部公民館 教育部公民館　管理担当 教育部　中央公民館 教育部公民館課　もとまち公民館 教育委員会教育部公民館 公民館 教育部公民館事業係 教育部中央公民館 教育部公民館

E-Mail sikaikankominkan@city.akishima.lg.jp syougaig130@city.machida.tokyo.jp k020401@koganei-shi.jp kominkan@city.kodaira.lg.jp 　pubhall@city.hino.lg.jp
motomati-

kouminkan@city.kokubunji.tokyo.jp
sec_kominkan@city.kunitachi.lg.jp f-hall@city.fussa.lg.jp nishikou@city.komae.lg.jp chuokominkan@city.higashiyamato.lg.jp kouminkan@city.nishitokyo.lg.jp

電話番号 042-544-1407 042-728-0071 042-383-1184 042-341-0861（直通）
042-581-7580（中央）　042-592-0864（分

室）
042-325-4221 042-572-5141 042-552-2118(直通） 03-3480-3201（直通） 042-564-2451 042-464-8211

ＦＡＸ 042-564-9656 042-728-0073 042-387-1226 042-341-0883
042-581-2110（中央）　042-594-1915（分

室）
042-326-1227 042-573-0480 042-552-2228 03-3480-3203 042-563-5934 042-464-8212

人口（R4.4.1現在） 　114,068人 426,659人 124,539人 195,014人（令和4年4月1日） 187,060人 128,011人 76,278人 56,193人 82,952人 85,086人 205,829人

市面積 17.34㎢ 71,65㎢ 11.30k㎡ 20.51㎢ 27.55㎢ 11.46㎢ 8.15㎢ 10.16 ㎢ 6.39㎢ 13.42㎢ 15.85㎢

２-１　公民館について

①市内に公民館施設の設置 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

②公民館の設置及び運営に係る例規（条例や規
則）の名称

昭島市公民館条例
昭島市公民館条例施行規則

昭島市民会館・公民館庶務規則

町田市公民館条例
町田市公民館条例施行規則
町田市生涯学習センター条例

町田市生涯学習センター条例施行規則

小金井市公民館条例
小金井市公民館条例施行規則

小平市立公民館条例
小平市立公民館条例施行規則

日野市公民館設置条例
日野市公民館使用条例

日野市公民館使用条例施行規則
日野市公民館運営規則

国分寺市立公民館設置及び管理に関する
条例

国分寺市公民館使用条例
国分寺市公民館使用条例施行規則

国分寺市立公民館処務規則

国立市公民館条例
国立市公民館処務規則

国立市公民館運営規則等

福生市公民館条例
福生市公民館条例施行規則
福生市公民館分館設置規則

狛江市立公民館条例
狛江市立公民館条例施行規則

東大和市立公民館条例
東大和市立公民館条例施行規則
公民館運営事務処理取扱基準

東大和市立公民館図書室及び図書貸出規程
東大和市立公民館保育室運営要綱
東大和市立公民館講師派遣要綱

東大和市立公民館庶務規則

西東京市公民館設置及び管理等に関する
条例
西東京市公民館設置及び管理等に関する
条例施行規則

③公民館に係る当初予算額(令和４年度） 8，606千円 118,857千円 201,013千円 188,557千円 29,011千円 162,748千円 123,859千円 179,623千円 135,300千円 68,431千円 341,526千円

内訳
(正規職員給料・月額会計年度任用職員報酬を除
く）

施設管理費関係　　　　　0千円
公民館運営審議会　1,411千円
公民館管理運営費　1,357千円
学級・講座事業費    3,198千円
市民文化祭事業費　2,604千円
地域生活支援事業費　 36千円
その他　　　　　　　　　     0千円
※施設管理費関係は、公民館が市民会館
との併設館のため、合算して計上してある
ことから公民館としての金額は記入してあ
りません。

施設管理費関係　 87,974千円
事業費関係     　　29,883千円
その他　　　　　　　　1,000千円

公民館維持管理経費等　71,179千円
公民館事業費　　           14,406千円
その他事業費等　         115,428千円

施設管理費関係   173,494千円
公民館事業           15,063千円
その他　　　　　　　　　　　 0千円

公運審関連経費　　　　　668千円
施設管理関連経費    15,604千円
事業運営関連経費　  12,739千円

公民館運営審議会　 1,184千円
公民館事業           23,658千円
施設管理費関係   137,906千円

施設管理費関係  95,635千円
公民館事業        20,817千円
その他　　　　　　　 7,407千円

　　　施設管理関係　144,632千円
　　　公民館事業       27,639千円
　　　その他               7,352千円

施設管理費関係　　 86,393千円
公民館運営費　　　　28,749円
公民館事業費関係　20,158千円

施設管理費関係　43,949千円
公民館事業　　　　23,351千円
その他　　　　　　　  1,131千円

職員人件費　             83,762千円
公民館運営審議会費　 1,371千円
公民館運営管理費　    81,073千円
公民館維持管理費　  150,601千円
公民館活動事業費　    24,719千円

※西東京市のみ職員人件費の記載があっ
たためそのまま掲載しています。

④市内の公民館数 1 1 5 11 2 5 1 3 2 5 6

⑤休館日
火曜日（国民の祝日の場合、この日後の最
初の休日以外の日）、12月28日から1月4日
まで

毎月第4月曜日（国民の祝日に関する法律
に規定する休日に当たるときは、その翌
日）、年末年始（12月29日から1月3日まで）

毎月第１・３火曜日、
年末年始12月29日から１月３日まで

月曜日（（祝日を除く）、仲町公民館は毎月
第3木曜日）、年末年始

国民の祝日に関する法律に定める日
毎月曜日
12月29日～同月31日まで並びに1月2日及
び3日

本多公民館：第1及び第3月曜日(休日に当
たる場合を除く。），年末年始
他の4館：第3月曜日，年末年始及び祝日
※他の４館については，月曜日以外の祝日
の開館を令和４年度から試行実施中

毎週月曜日
年末年始

月曜日（月曜が祝日の場合開館とし、最初
に来る平日を休館日とする。）

①毎月第１、３火曜日
②祝日（中央公民館は成人の日、海の日、

敬老の日及び体育の日を除く）、
③年末年始（12/28-1/4）

月曜日、年末年始（12月28日から1月4日ま
で）

毎月第4月曜日、
年末年始

⑥開館時間 9時～22時 8時30分～22時 ９時～22時 9時～22時
9時～21時30分

（職員執務時間は8時30分～17時15分）
8時30分～22時

※試行開館日は8時30分～17時
９時～22時 9時～22時

９時～21時30分
※祝日開館のみ９時～17時

８時30分～22時 9時～22時

⑦貸出時間帯（利用区分）

午前（9時～12時）
午後1（13時～16時）
午後2（16時～19時）
夜間（19時～22時）

午前（9時～12時30分）
午後（13時～17時）
夜間（18時～22時）
全日（9時～22時）

９時～22時
午前（9時～12時）
午後（13時～17時）
夜間（18時～22時）

午前（9時～12時）
午後（13時～17時）

夜間（18時～21時30分）

午前（8時30分～12時）
午後（13時～17時）
夜間（18時～22時）

区分なし。最大4時間半まで。
午前（9時～12時）

午後（13時～16時30分）
夜間（17時30分～22時）

午前（９時～12時）
午後（13時～17時）

夜間（18時～21時30分）

午前（9時～12時）
午後（13時～17時）

夜間（18時～21時30分）

午前（9時～13時）
午後（13時～16時）

夕方（16時～18時30分）
夜間（18時30分～22時）

⑧祝日開館の実施の有無 あり あり あり あり 無 有 あり あり あり あり あり

⑨開館する祝日 元旦以外の祝日は原則として開館 元日以外のすべての祝日 休館日以外は開館 元日以外の祝日 なし
本多公民館：元日を除くすべての祝休日
他４館：月曜日以外の祝日の開館を令和４
年度から試行実施中

月曜日以外の祝日 すべての祝休日
①成人の日　②海の日
③敬老の日　④スポーツの日
※中央公民館のみ実施

月曜日以外の祝日
（12月28日～１月４日を除く）

年末年始(12/29～1/3)及び休館日を除き
開館

２-２施設使用料について

①施設使用料の設定 あり あり なし あり あり
あり

（社会教育教育法20条の目的以外の利用のと
き）

無 あり あり あり 無

②-１施設使用料の設定が「あり」の場合

使用料の見直し予定 なし 2019年10月に施設使用料改訂済 金額変更予定あり なし 無 無 あり 未定 あり 無

予定ありの場合、実施時期 未定 無 未定
市民センター改修（中央公民館）にあたり、
見直す場合がある
実施時期：令和７年11月頃

未定

②-２見直しの内容
消費税率の引き上げに伴い，
引き上げ相当額を計上した。

減免規定の変更 未定

現在、減免の対象となっている「社会教育
法第20条の目的で活動している団体」に対
しても使用料を徴収する方向で検討されて
いる。

②-３使用料の減免規定 あり あり あり 無 あり あり あり 無

②-４減免規定が「あり」の場合 あり あり

減免の根拠となる例規
昭島市公民館条例
昭島市公民館利用団体登録に関する要綱

町田市公民館条例第7条第2項及び町田市
公民館条例施行規則第4条第8項

小平市立公民館条例、小平市立公民館条
例施行規則

日野市公民館使用条例 国分寺市公民館使用料条例
福生市公民館条例

福生市公民館条例施行規則
狛江市立公民館条例

狛江市立公民館条例施行規則
東大和市立公民館条例

減免の要件
社会教育法第22条に規定する事業のほ
か、公民館の目的達成のため必要な事業

市の事業で使用するとき。また、保育室以
外の部屋を使用する場合において、保育の
ために保育室を使用するときの、保育室に
係る使用料

市、委員会及び官公署が利用するとき。社
会教育関係団体がその目的のために利用
するとき。委員会が特別の理由があると認
めるとき。

「社会教育法第20条の目的に使用する場
合には、使用料を徴収しない」（条例第8条）

公民館を使用するものについて，社会教育
法第20条の目的に使用する以外は，使用
料を徴収する。ただし，特別の理由がある
ときは，国分寺市教育委員会教育長は，使
用料の減免をすることができる。（条例第６

条）

社会教育法第20条の目的に使用する場合
及び委員会が公益上必要であると認めた

場合は無料

(１)国又は地方公共団体が公益の目的の
ために使用するとき
(２)市又は委員会が主催若しくは共催する
事業で使用する場合
(３)障がい者及び障がい者の介護者又は障
がい者を支援する者10人以上で構成する
団体が使用する場合
(４)障がい者を支援することを目的に活動
する者10人以上で構成する団体がその目
的に沿って使用する場合
(５)その他，市長が必要と認めたとき
◎主に高校生以下の者で構成する団体が
使用する場合

市、教育委員会との共催等は全額、市、教
育委員会の後援で行うバザー等は１／２

減免率 100% 100% 100% 10割 規定なし 100%
（1）～（５）　100％

◎　50％
全額、１／２

③施設使用料の設定が「無し」の場合

施設使用料の導入予定 あり 無 無し

予定ありの場合、実施時期 未定

２-３公民館運営審議会について

①公民館運営審議会の設置 あり
無（別に町田市生涯学習センター運営協議

会を設置）
あり あり あり あり あり あり あり あり あり

②公民館運営審議会が「あり」の場合

設置状況 全体でひとつ設置 館にひとつ設置 市で１会議体を設置 全体でひとつ設置 全体でひとつの設置 全体でひとつ設置 全体でひとつ設置 全体でひとつ設置 全体でひとつ設置 全体でひとつ設置 全体でひとつ設置

公民館運営審議会の任期 ２年 ２年 2年 ２年 2年 ２年 ２年 2年 ２年 ２年 2年

公民館運営審議会の人数 10人 11人 10人 12人 10人以内 12人 15人 10人 10人 12人 14人

過去５年以内で直近３件の諮問状況

諮問件名①
「これからの公民館事業のあり方（公民館
事業の基本方針）」

「町田市生涯学習センターに求められる役
割について」（町田市生涯学習審議会に諮
問）
※町田市生涯学習審議会は生涯学習全体
の附属機関

公民館緑分館の委託化について なし
第2次日野市公民館基本構想・基本計画の

中間検証
国分寺のまちを共に創りだす公民館活動
の今後について

新型コロナウイルス感染拡大時における教
育機関としての公民館事業について

人生100年時代における公民館の役割につ
いて

・新しい生活様式を踏まえた狛江市立公民
館事業のあり方について
・狛江市立公民館事業の評狛江市公民館
事業評価の実施について

公民館開館50周年記念事業について
西東京市公民館事業評価の位置付けと事
業計画との関係について

諮問年月/答申年月

①R1.8/R2.9※コロナ禍により審議できず中
間報告として提出（継続協議）
②R4.5　新型コロナウイルス感染症が続く
のなか公民館は当面どのようにあったらい
いのかを研究協議し、建議という形で意見
具申。答申は継続協議中。

H30.6　／　R2.3 R4.11～ Ｒ４．７　/　Ｒ５．３予定 Ｈ30.4/R1.6 R3.5　/R4.10 R4.7　　/　R5.2（予定） R３.６/R４.３ H30.2　/　H30.11 H30.６.27  /  H31.４.24

諮問件名②
「今後の生涯学習センターのあり方につい

て」（町田市生涯学習審議会に諮問）
公民館中長期計画の策定について

世代をこえて新たにつながる『学び』を創り
出すには

新型コロナウイルス感染症対策下における
公民館の役割について

狛江市立公民館事業の評価のあり方につ
いて

コロナ禍を踏まえた公民館事業の在り方に
ついて

西東京市公民館の主催事業における市民
との協働・市民参加のあり方について

諮問年月/答申年月 R3.1　／　R3.11 H28.1/H29.7 Ｒ２．３　/　Ｒ４．３ R2.10/Ｒ3.6 R１.５/R３.３ R3.10　/　R5.2（予定） Ｈ28.3.23　/　Ｈ29.1.25

諮問件名③ 公民館業務の見直しについて
公民館における利用者交流のあり方につ

いて
まちとひとをつなぐ持続可能な公民館活動
について

狛江市立公民館における今後の保育室の
運用とあり方について

諮問年月/答申年月 H26.10/H26.12 Ｈ30．９　/　Ｈ31．２ R3.12/ H29.７/H31.３
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基本情報 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

市名称 昭島市 町田市 小金井市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 西東京市

２-４施設予約について

①予約開始時期は使用日のどのくらい前からか。
利用日の３カ月前の１日から（小ホールは
利用日の5カ月前の１日から）

2ヶ月前の1日から8日
使用日が属する月の３か月前の20日から
抽選申込（ただし、宿泊利用を除く）

抽選：利用する月の２か月前の10日から19
日（中央公民館ギャラリーは７か月前、中央
公民館ホールは５ケ月前）
先着：使用する月の前月１日午前９時から

使用日の2か月前の1日から7日の間に抽
選申請

会場受付日：使用する月の前々月の11日
～19日。20日に抽選発表（施設予約システ
ム）
先着順受付：使用する月の前月１日午前９
時から（施設予約システム）
【年１回の特例予約】
ホール：使用する月の５か月前の10日から
展示室：使用する月の３か月前の10日から

利用する月の1か月前の第一土曜日

（上記の前月末の木曜日までに団体から希
望予約票を投函させ、その後土曜日に会場
調整会を実施）

現在はコロナ対応として希望の重なりのあ
る団体のみ会場調整会に参加。

1か月前
抽選予約：利用する月の３ヶ月前の1日～
10日
随時予約：利用する月の３ヶ月前の21日～

抽選予約：使用しようとする月の2月前の月
の初日から
随時予約：使用しようとする月の1月前の月
の初日午前9時から

2ヶ月前の1日から

②最大貸出可能施設数 月３回
各部屋午前・午後・夜間をそれぞれ1単位と
数えて最大5単位（ただし利用月1ヶ月前の
15日以降は特に制限を設けていない。）

１か月、４回・１６時間の範囲内 １週、１部屋、１単位が原則 ５枠 各館での対応（特に制限なし） 1部屋まで 特に制限なし 予約は16枠まで 抽選申込みは４枠まで。随時予約は制限なし なし

③最大連続使用可能日数 ３日
午前・午後・夜間をそれぞれ1単位と数えて
最大5単位（ただし利用月1ヶ月前の15日以

降は特に制限を設けていない。）
原則５日 ギャラリーのみ、６日間 なし

本多公民館の展示室のみ展示目的に限り７日
間
その他は原則週１回（連続使用不可）

原則週に１枠、ロビーのみ7日間まで可能 5日 ２日間
②の内容に反しない限り、連続で使用する
ことができる。

3日

④-１採用している予約方法 施設予約システム
施設予約システム

電話、窓口による受付
公共施設予約システム 公共施設予約システム 施設予約システム 公共施設予約システム 電話、窓口による受付 その他　【窓口のみ】 施設予約システム 施設予約システム

④-２システムの運用開始時期 平成17年1月1日 平成14年11月
平成１６年12月（本稼動平成１７年１月より
随時予約等含み）

平成18年12月 平成26年４月 平成29年６月 平成17年10月 平成31年４月 平成27年10月 平成14年　10月

④-３システムベンダーの名称 富士通ジャパン 株式会社パスコ
インフォテック株式会社（R5.3.31迄）
株式会社パスコ（R4.12.1以降）R4年度内は並行稼働

株式会社パスコ 株式会社ワイイーシーソリューションズ 株式会社パスコ 株式会社コンピュータービジネス 富士通㈱ （株）ＴＫＣ
株式会社　富士通システムズ・イースト（導
入当時）

システムの運用範囲

予約機能（受付、変更、取消） ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

抽選機能 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

支払機能 なし 無 ○【支払機能は使用していません】 ○【支払機能は使用していません】 ○【支払機能は使用していません】 ○

その他 ○【統計・集計機能等】 【○予約受付のみ　　　】 ○【統計・集計機能等（EUC）】 ○【統計・集計機能等】 ○【利用者登録機能、統計機能　】

④-４システムの運用をしていない場合

導入予定 無 無

ありの場合、実施時期

⑤先行予約（行政使用等）制度

先行予約の制度 なし あり 無し あり あり あり あり あり あり あり 無

先行予約の対象事業
先行予約制度はありませんが、昭島市また
は昭島市教育委員会の主催事業について
は、適宜予約を受け付けています。

市の事業で使用するとき。
先行予約制度として運用していないが、主
催事業、行政使用、後援事業の場合は管
理者の権限で先に予約を行っている

行政使用の場合、おおむね１年前から受け
付ける。
一つの分館に限って定期的な利用をする団
体は、四半期ごとに受け付ける。（例：4～6
月分を1月に受け付ける。）

公民館主催事業、公民館委託事業、他課、
関係機関で館長が認めた事業等

教育委員会主催事業：当該年度の前年の
10月１日から受付可
市長部局主催事業：当該年度の前年の10
月１日から受付可
その他：国分寺市社会福祉協議会，国分寺
市国際協会，国分寺消防署等主催事業に
ついては行政と同様に受付可

行政使用の場合、市民向け説明会や講演・
講習会に限り、基本的に2か月前から受付
を行っている。

行政の使用、市の後援事業
行政使用の場合、利用する月の４ヶ月前の
20～25日に先行予約期間を設けている。
（他に規定あり）

市役所・関係機関の会議・事業、自主グ
ループによるイベント、公開学習会等にお
けるホール及び学習室等の利用（４か月先
まで）

⑥現在の予約方法に係る課題とその対処法、及び
今後の考え等

全庁的な予約システムであり、施設により
別途登録をするなど、複雑な面がある。

システムが古く、データの抽出・出力にかか
る自由度が低い。新型コロナ対応等で、特
定のデータが必要な際に対応できないケー

スが生じている。

特に課題はないが、随時課題等確認し、予
算の範囲内で今後の改修時により扱いや
すいシステムに予算の範囲内で変更予定。

インターネットによる申込みとなり、９年が
経過した。運用にも慣れて来ており、苦情
等もほとんど聞かれなくなった。
　システムの操作方法については新規利用
者や高齢者が、稀に公民館窓口に問い合
わせる程度である。

ほとんど苦情はなくなったが，複数のグ
ループをつくって抽選の当選確率を上げよ
うとするグループへの対応が今後の課題

【課題】予め利用希望票を投函できない、会
場調整会に参加できない、窓口に来られな
い団体は希望日予約が難しい。
【対処法】会場調整会後に電話で仮予約を
受付る。

新型コロナウイルスの感染防止や、デジタ
ル化が進んだ社会状況により、窓口の他に
インターネットによる予約の選択肢もあると
考えている。
しかし、例規改正、抽選会との兼ね合い、イ
ンターネット操作ができない方への配慮な
どについて検討を要する。

・新型コロナ終息後を見通した機械抽選の
継続
・複数の団体をつくって抽選の当選確率を
上げようとする利用者への対応
・活動しないにも関わらず、予約を取り消さ
ない団体への対応

・現在、先行予約は指定の時間に公民館窓
口で実施しており、利用希望日が重なった
場合は利用団体同士で直接調整してもらっ
ている。この方式で特段トラブルは起きてい
ない。直接団体同士で調整できるため、今
後もこの方式を継続していく。

２-５重複抽選

①採用している抽選方法 機械抽選 機械抽選 機械抽選 機械抽選 機械抽選 機械抽選 話し合い その他 機械抽選 機械抽選 機械抽選

②実施している抽選方法を採用した理由
機械抽選の迅速性、公平性、効率化などの

ため
迅速性、公平性、効率化の観点から。

利用者間の、平等性を尊重するため。（機
械的に50％とした）

小平市で採用しているシステムの仕様によ
る

日野市で採用しているシステムの仕様によ
る

国分寺市で採用しているシステムの仕様に
よる

先着順では、早朝から列ができるなど対応
が困難であったため、調整会（話し合い）を
実施してきた。

条例の規定による（申請が同時のときは協
議またはくじによる）。実際の運用として
は、前月1日に抽選会を行い、申請の受付
順をくじで決める。公平性が保たれる。

新型コロナウイルス感染症防止対策のた
め
※従来の調整会（重複している団体同士で
の話し合い）から機械抽選に変更した。

機械抽選による決定が利用者にとってより
公平であると考えたため

インターネットによる申込みが可能となるな
ど、利用者の便益性を向上し、公平な抽選
を実現するため。

⑤-１現在の抽選方法の見直し・変更の予定 なし なし なし なし なし なし なし なし なし（継続したいと考えている） なし なし

⑤-２今後採用予定の抽選方法 なし

理由

３　リモート環境について(新設）

①公衆Wi－Fiの設置館数 1 1 5/5 2/11 2/2 1/5 1 3/3 2/2 1/5 1/6

②モバイルルータ貸出可能館数 0 0 0 0 0 5/5 1 0 0 1/5 5/6

③リモート機器（PC，スピーカーなど）貸出可能館
数

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1/5 6/6

４　バリアフリー環境(新設）

①-１誰でもトイレ設置館数 1 1 5/5 11/11 2/2 4/5 1 3/3 2/2 5/5 6/6

①-２オストメイト対応トイレ設備館数 1 0 3/5 1/11 0 4/5 1 1/3 2/2 0 3/6

①-３トイレ内のベビーチェア設置数 1 1 2/5 5/11 0 5/5 0 1/3 2/2 5/5 5/6

①－4おむつ替えシート設置館数 1 1 5/5 11/11 1 5/5 1 2/3 2/2 5/5 5/6

②「専用」授乳スペース設置館数 0 1 1/5 2/11 0 0 1 1/3 0 0 2/6

④施設内貸出用車いすの有無 有 有 有 1館のみ有 有 有 有 有 有 有 有
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