
５５５５　　　　教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化

７３７３７３７３　　　　生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター利用状況利用状況利用状況利用状況
単位単位単位単位：：：：回回回回、、、、人 人 人 人 

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 654654654654 29,82729,82729,82729,827 168168168168 15,04015,04015,04015,040 118118118118 5,7815,7815,7815,781 106106106106 1,1151,1151,1151,115

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 512512512512 27,29727,29727,29727,297 134134134134 11,10111,10111,10111,101 120120120120 6,8076,8076,8076,807 56565656 1,0741,0741,0741,074

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 427427427427 27,90127,90127,90127,901 122122122122 13,35213,35213,35213,352 82828282 4,5724,5724,5724,572 54545454 971971971971

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 477477477477 31,54731,54731,54731,547 168168168168 10,79110,79110,79110,791 114114114114 10,38010,38010,38010,380 54545454 1,1541,1541,1541,154

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 612612612612 32,10432,10432,10432,104 152152152152 10,94310,94310,94310,943 151151151151 10,62310,62310,62310,623 58585858 864864864864

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 20202020 97979797 241241241241 2,7942,7942,7942,794 1111 5,0005,0005,0005,000

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 6666 130130130130 194194194194 3,0853,0853,0853,085 2222 5,1005,1005,1005,100

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 6666 102102102102 160160160160 3,3793,3793,3793,379 3333 5,5255,5255,5255,525

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 4444 67676767 134134134134 3,2053,2053,2053,205 3333 5,9505,9505,9505,950

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 10101010 168168168168 239239239239 4,3264,3264,3264,326 2222 5,1805,1805,1805,180

資料：生涯学習センター

７４７４７４７４　　　　関本公民館利用状況関本公民館利用状況関本公民館利用状況関本公民館利用状況

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 1,3551,3551,3551,355 17,08017,08017,08017,080 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   －

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 1,3431,3431,3431,343 15,23915,23915,23915,239 212212212212 3,3173,3173,3173,317 327327327327 3,2403,2403,2403,240 300300300300 4,0544,0544,0544,054

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 1,4411,4411,4411,441 13,42513,42513,42513,425 276276276276 3,3423,3423,3423,342 221221221221 1,8851,8851,8851,885 401401401401 5,2715,2715,2715,271

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 1,1801,1801,1801,180 12,64312,64312,64312,643 200200200200 2,5802,5802,5802,580 207207207207 1,7481,7481,7481,748 365365365365 5,8705,8705,8705,870

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 1,1651,1651,1651,165 11,80311,80311,80311,803 170170170170 2,2972,2972,2972,297 209209209209 1,5831,5831,5831,583 316316316316 5,3465,3465,3465,346

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   －

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 118118118118 873873873873 20202020 250250250250 50505050 315315315315 11111111 234234234234

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 172172172172 1,2321,2321,2321,232 18181818 199199199199 38383838 264264264264 9999 171171171171

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 164164164164 1,1851,1851,1851,185 16161616 179179179179 37373737 237237237237 8888 138138138138

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 118118118118 834834834834 16161616 148148148148 30303030 200200200200 17171717 343343343343

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 305305305305 3,3303,3303,3303,330

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 305305305305 2,9562,9562,9562,956

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 306306306306 1,0611,0611,0611,061

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 183183183183 706706706706

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 289289289289 1,0521,0521,0521,052

資料：関本公民館

回回回回　　　　数数数数

図書室図書室図書室図書室

　

第一研修室第一研修室第一研修室第一研修室 第二研修室第二研修室第二研修室第二研修室 視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

調理室調理室調理室調理室

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

回回回回　　　　数数数数

総総総総　　　　　　　　数数数数 和室和室和室和室 学習室学習室学習室学習室 大大大大ホールホールホールホール

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

　

茶室茶室茶室茶室・・・・和室和室和室和室 リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル室室室室 野外野外野外野外ステージステージステージステージ

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

総総総総　　　　　　　　数数数数 ホールホールホールホール 会議室会議室会議室会議室１１１１ 会議室会議室会議室会議室２２２２

 49 49 49 49



　　 　　 　　 　　 ５５５５　　　　教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化

７５７５７５７５　　　　河内公民館利用状況河内公民館利用状況河内公民館利用状況河内公民館利用状況
単位単位単位単位：：：：回回回回、、、、人 人 人 人 

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 858858858858 7,2337,2337,2337,233 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　  　 －　　  　 －　　  　 －　　  　 － 　　　 －　　　 －　　　 －　　　 － 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   －

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 859859859859 6,1076,1076,1076,107 127127127127 1,2671,2671,2671,267 256256256256 3,1103,1103,1103,110 126126126126 1,2151,2151,2151,215

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 843843843843 6,6906,6906,6906,690 134134134134 1,9161,9161,9161,916 264264264264 3,1053,1053,1053,105 107107107107 1,3221,3221,3221,322

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 809809809809 5,2735,2735,2735,273 121121121121 823823823823 257257257257 3,1783,1783,1783,178 103103103103 933933933933

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 749749749749 4,7614,7614,7614,761 130130130130 858858858858 236236236236 3,0483,0483,0483,048 71717171 524524524524

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　  　 －　　  　 －　　  　 －　　  　 － 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　  　 －　　  　 －　　  　 －　　  　 － 305305305305 458458458458

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 3333 30303030 42424242 318318318318 305305305305 167167167167

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　  　 －　　  　 －　　  　 －　　  　 － 32323232 264264264264 306306306306 83838383

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 2222 24242424 21212121 216216216216 305305305305 99999999

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 1111 9999 23232323 272272272272 288288288288 50505050

資料：関本公民館

７６７６７６７６　　　　黒子公民館利用状況黒子公民館利用状況黒子公民館利用状況黒子公民館利用状況
単位単位単位単位：：：：回回回回、、、、人 人 人 人 

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 745745745745 7,6557,6557,6557,655 　 　　－　 　　－　 　　－　 　　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　 　　－　 　　－　 　　－　 　　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   －

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 956956956956 6,4006,4006,4006,400 283283283283 2,4382,4382,4382,438 177177177177 1,2941,2941,2941,294 166166166166 2,1852,1852,1852,185

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 943943943943 6,4326,4326,4326,432 261261261261 2,3392,3392,3392,339 185185185185 1,2011,2011,2011,201 159159159159 2,4022,4022,4022,402

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 922922922922 6,7976,7976,7976,797 253253253253 2,3122,3122,3122,312 180180180180 1,3221,3221,3221,322 155155155155 2,5232,5232,5232,523

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 883883883883 6,3656,3656,3656,365 226226226226 1,9551,9551,9551,955 196196196196 1,4501,4501,4501,450 137137137137 2,3962,3962,3962,396

　　　　　　　　　　　　区 分区 分区 分区 分

年 度年 度年 度年 度 利用人員利用人員利用人員利用人員 利用人員利用人員利用人員利用人員

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度 　　 　－　　 　－　　 　－　　 　－ 　　　   －　　　   －　　　   －　　　   － 305305305305 663663663663

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 25252525 342342342342 305305305305 141141141141

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度 32323232 379379379379 306306306306 111111111111

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 29292929 572572572572 305305305305 68686868

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度 36363636 504504504504 288288288288 60606060

資料：関本公民館

大大大大ホールホールホールホール

　

調理室調理室調理室調理室 図書室図書室図書室図書室

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数回回回回　　　　数数数数

総総総総　　　　　　　　数数数数 和室和室和室和室 研修室研修室研修室研修室

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

第二研修室第二研修室第二研修室第二研修室 調理室調理室調理室調理室

回回回回　　　　数数数数

図書室図書室図書室図書室

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

　

回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数 回回回回　　　　数数数数

総総総総　　　　　　　　数数数数 和室和室和室和室 大大大大ホールホールホールホール 第一研修室第一研修室第一研修室第一研修室

 50 50 50 50


