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「公民館」と「生涯学習センター」は、法的にどのような違いがあるのか。
公民館は、社会教育法第２１条の規定により設置され、その施行においては東村山市立公
民館条例に基づき、市民相互の交流と、教育、文化の向上を図り、地域社会の健全な発展と
福祉の増進に資するためと定められております。
生涯学習センターは、地方自治法第２４４条に基づく「公の施設」となり、同法第２４４
条の２で「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならな
い。
」とされています。
地方自治法第２４４条では、
「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつて
その利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。」となってお
ります。
従いまして、公民館においては、社会教育施設として教育的観点から、実際生活に即する
教育、学術及び文化に関する各種の事業を行うことをもって、住民の教養の向上や社会福祉
の増進等に寄与することを目的としており、生涯学習センターについては、幅広く住民の福
祉増進を目的とし、個人の施設利用も可能となることからも、利用に関する制限に違いがあ
ると捉えております。
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社会教育法
第五章 公民館
（目的）
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学
術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化
を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
（公民館の設置者）
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。
２

前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般

財団法人（以下この章において「法人」という。
）でなければ設置することができない。
３

公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

（公民館の事業）
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、
この法
律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一

定期講座を開設すること。

二

討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

三

図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

四

体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

五

各種の団体、機関等の連絡を図ること。

六

その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

（公民館の運営方針）
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
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一

もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させそ

の他営利事業を援助すること。
二

特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持

すること。
２

市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教

団を支援してはならない。
（公民館の基準）
第二十三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運
営上必要な基準を定めるものとする。
２

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に
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従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努め
るものとする。
（公民館の設置）
第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に
関する事項を定めなければならない。
第二十五条及び第二十六条

削除

（公民館の職員）
第二十七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
２

館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監

督する。
３

主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第二十八条

市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦に

より、当該市町村の教育委員会が任命する。
（公民館の職員の研修）
第二十八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
（公民館運営審議会）
第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
２

公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。
第三十条

市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村

の教育委員会が委嘱する。
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２

前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審

議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基
準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第三十一条

法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員

は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。
（運営の状況に関する評価等）
第三十二条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に
基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（運営の状況に関する情報の提供）
第三十二条の二

公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を

深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状
況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
（基金）
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第三十三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条 の基金を設けることができる。
（特別会計）
第三十四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を
設けることができる。
（公民館の補助）
第三十五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、
設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
２

前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十六条

削除

第三十七条

都道府県が地方自治法第二百三十二条の二 の規定により、公民館の運営に

要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補
助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。
第三十八条

国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助

金を国庫に返還しなければならない。
一

公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反

したと
き。
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二

公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用

途に利用されるようになつたとき。
三

補助金交付の条件に違反したとき。

四

虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

（法人の設置する公民館の指導）
第三十九条

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営そ

の他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。
（公民館の事業又は行為の停止）
第四十条

公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する

公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育
委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
２

前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事

項は、都道府県の条例で定めることができる。
（罰則）
第四十一条

前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為を

した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
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（公民館類似施設）
第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
２

前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。__

地方自治法
第十章 公の施設
（公の施設）
第二百四十四条

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供

するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。
２

普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。
）は、

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
３

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い

をしてはならない。
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（公の施設の設置、管理及び廃止）
第二百四十四条の二

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあ

るものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ
ばならない。
２

普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なも

のについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするとき
は、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
３

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体
が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、
当該公の施設の管理を行わせることができる。
４

前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の

範囲その他必要な事項を定めるものとする。
５

指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

６

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書

を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
８

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利

用に係る料金（次項において「利用料金」という。
）を当該指定管理者の収入として収受さ
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せることができる。
９

前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、
あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
１０

普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正

を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実
地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
１１

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間
を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）
第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公
共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
２

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共

団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
３

前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

（公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て）
第二百四十四条の四

普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分

に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分につ
いては都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをす
ることもできる。
２

第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処

分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
３

普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関（指定管理者を含む。
）がし

た公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が
処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してする
ものとする。
４

普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立

て又は審査請求（第一項に規定する審査請求を除く。）があつたときは、議会に諮問してこ
れを決定しなければならない。
５

議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければなら

ない。
６

公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求（第一項に規定する審査請

求を除く。
）に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については__都道府
県知事に再審査請求をすることができる。
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