
 
 

２－１ 運営はどこが行っていますか。

１．自治体 ２．運営委員会等 ３．委託 ４．その他 

68（４６％） 15（１０％） 57（３９％） 7（５％） 

 委託先名 その他

2
神奈川県立かながわ労働プ
ラザ

神奈川県 3 （財）神奈川県労働福祉協会  

5 市民活動センター 横浜市 3 社団法人横浜ボランティア協会  

6 横浜女性フォーラム 横浜市 3 （財）横浜市女性協会  

7 フォーラムよこはま 横浜市 3 財団法人 横浜市女性協会  

16 社会福祉センターホール 横浜市 3 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会  

17 吉野町市民プラザ 横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（管理
運営受託）

 

18 岩間市民プラザ 横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（管理
運営受託）

 

19
旭区民文化センター「サン
ハート」

横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託
内容としては「管理運営」となってい
ます。）

 

20
港南区民文化センター「ひ
まわりの郷」

横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託
内容としては「管理運営」となってい
ます。）

 

21
青葉区民文化センター「フ
ィリアホール」

横浜市 3 東急電鉄株式会社  

22
泉区民文化センター「テア
トルフォンテ」

横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託
内容としては「管理運営」となってい
ます。）

 

23
栄区民文化センター「リリ
ス」

横浜市 3
（財）横浜市芸術文化振興財団（委託
内容としては「管理運営」となってい
ます。）

 

25 潮田地区センター 横浜市 3 鶴見区民施設利用協会  

26 神之木地区センター 横浜市 3 神奈川区区民利用施設協会  

28 西地区センター 横浜市 3 西区区民利用施設協会  

29 藤棚地区センター 横浜市 3 西区区民利用施設協会  

30 野毛地区センター 横浜市 3 中区区民利用施設協会  

31 竹之丸地区センター 横浜市 3 中区民施設利用協会  

32 南地区センター 横浜市 3 南区区民利用施設協会  

33 永田地区センター 横浜市 3 南区区民利用施設協会  

34 港南地区センター 横浜市 2,3 港南区区民施設利用協会  

35 永谷地区センター 横浜市 3 港南区民施設利用協会  

36 初音ヶ丘地区センター 横浜市
2、
3

保土ヶ谷区区民施設利用協会  

38 若葉台地区センター 横浜市 3 旭区民利用施設協会  

39 白根地区センター 横浜市 3 旭区民利用施設協会  

42 釜利谷地区センター 横浜市
2、
3

金沢区民利用施設協会  

43 六浦地区センター 横浜市
2、
3

金沢区民利用施設協会  

44 菊名地区センター 横浜市 3 港北区民利用施設協会  

45 篠原地区センター 横浜市 3 港北区区民利用施設協会  

46 長津田地区センター 横浜市 3 緑区区民利用施設協会  

47 中山地区センター 横浜市 3 緑区民利用施設協会  

48 藤が丘地区センター 横浜市 3 青葉区区民利用施設協会  

49 奈良地区センター 横浜市 3 青葉区区民利用施設協会  



 
 

50 中川西地区センター 横浜市 3 都築区民利用施設協会  

51 仲町台地区センター 横浜市 3 都筑区区民利用施設協会  

52 東戸塚地区センター 横浜市 3 戸塚区民利用施設協会  

53 舞岡地区センター 横浜市 3 戸塚区民利用施設協会  

54 本郷地区センター 横浜市 3 栄区民利用施設協会  

55 豊田地区センター 横浜市 3 栄区区民利用施設協会  

56 立場地区センター 横浜市 3 泉区区民利用施設協会  

57 中川地区センター 横浜市 3 泉区区民利用施設協会  

58
瀬谷地区センター（地区セ
ンターと老人福祉センター
の複合施設）

横浜市 3 瀬谷区区民利用施設協会  

59 阿久和地区センター 横浜市 3 瀬谷区区民利用施設協会  

65 中小企業・婦人会館 川崎市 2 （財）川崎市中小企業・婦人会館  

66 男女共同参画センター 川崎市 4 （財）川崎市中小企業・婦人会館  

68 市民プラザ 川崎市 4 （財）川崎市指定都市記念事業公社  

69 総合自治会館 川崎市 4 （財）川崎市市民自治財団  

70 国際交流センター 川崎市 4 （財）川崎市国際交流協会  

71 市民活動センター 横須賀市 3
特別非営利活動法人 YMCAよこすかコ
ミュニティサポート

 

72
勤労福祉会館（ヴェルクよ
こすか）

横須賀市 3 横須賀市都市施設公社  

73 逸見公民館 横須賀市 3 財団法人 横須賀市生涯学習財団  

75 文化会館 横須賀市 3 横須賀芸術文化財団  

89 レイウエル鎌倉 鎌倉市 3
社団法人鎌倉市勤労福祉サービスセン
タ（14.10.01予定）

 

93 鎌倉生涯学習センター 鎌倉市 1  一部ボランティアによる参加。

94 市民活動センター 藤沢市 3
特定非営利活動法人。市民活動推進連
絡会。

 

105 市民会館 小田原市 3 (財)小田原市公益事業協会  

106
茅ヶ崎市民活動サポートセ
ンター

茅ヶ崎市 2
茅ヶ崎市民活動サポートセンター管理
運営委員会

 

110 市民文化会館 茅ヶ崎市 3 茅ヶ崎市文化振興財団  

129 文化会館 厚木市 3 財団法人厚木市文化振興財団  

136 総合福祉会館 海老名市 3 社会福祉法人海老名市社会福祉協議会  

143 市民文化会館 座間市 3
財団法人 座間市スポーツ・文化振興
財団

 

146
小松原コミュニティセンタ
ー

座間市 3 管理運営委員会  

151 文化センター 南足柄市 1,4  
市が設置した文化会館事業協会
で事業の企画運用に当たってい
る。

154 福祉会館 綾瀬市 3 社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会  

163 生涯学習センター 二宮町 4
二宮町文化施設等振興協会。ホール事
業はホール・ボランティアの協力によ
る。

 

174 福祉会館 開成町 3 開成町福祉会館協議会  

192 文化福祉会館 津久井町 1  
注記：館長・副館長・主事は教
育委員会職員。他に公民館運営
審議会を設置。

２－２   ２－１で「２ 運営委員会等」と回答した場合にお答えください。

２－２－１ 委員の選出はどのように行っていますか。また、委員の構成をお答えください。

選出の方法 



 
目次 ／ 次へ 

36 初音ヶ丘地区センター 横浜市
地元の自治会、婦人団体、青少年指導員連絡会、体育指導員連絡会、小中学校
等から、20名以内で選出

41 杉田地区センター 横浜市 センターを利用する地域内の組織機関を代表する25名以内の委員をもって構成

65 中小企業・婦人会館 川崎市 婦人団体・企業等の団体推薦

106
茅ヶ崎市民活動サポートセ
ンター

茅ヶ崎市 市の呼びかけによる公募、全員市民

132
コミュニティセンター(中
央林間会館)

大和市 地元住民組織から選出

133
コミュニティセンター(深
見中会館)

大和市 地元住民組織から選出

165 中井町井ノ口公民館 中井町 庁内で選出

192 文化福祉会館 津久井町 社会教育委員により公民館運営審議会を構成。

委員の構成 

41 杉田地区センター 横浜市
連合町内会自治会、青少年団体、婦人団体、青指、身指、老人クラブ、小中学
校（PTAを含む）知識経験者、その他

42 釜利谷地区センター 横浜市
町内会自治会、青少年団体、小学校・中学校、老人クラブ、青少年指導員、体
育指導員、その他

65 中小企業・婦人会館 川崎市 理事14名、監事2名、評議員27名

67
生活文化館（てくのかわさ
き）

川崎市 技能職団体関係者、市民団体関係者及び学識経験者 合計11名

123 文化会館 秦野市 社会教育委員、文化団体協議会の代表、文化会館事業協会の代表、公募市民

132
コミュニティセンター(中
央林間会館)

大和市 構成:自治会、子ども会、老人会、PTA、青少年指導員他

133
コミュニティセンター(深
見中会館)

大和市 構成:自治会、子ども会、老人会、PTA、青少年指導員他

138 勝瀬文化センター 海老名市 地域の各種団体の長、会長・副会長等22名で構成

139
柏ヶ谷コミュニティセンタ
ー

海老名市 地域の各種団体の長、会長・副会長等23名で構成

140
杉久保コミュニティセンタ
ー

海老名市 地域の各種団体の長、会長・副会長等34名で構成

141
中新田コミュニティセンタ
ー

海老名市 地域の各種団体の長、会長・副会長等15名で構成

165 中井町井ノ口公民館 中井町
1.小中学校長（x1), 2.教育・学術・文化・産業等の団体の長（x2), 3.学識経
験者(x5)--合計8名


