
ふ　り　が　な ふ　り　が　な

公　民　館　名 公　民　館　名
しゃりちょうこうみんかんゆめほ－るしれとこ まつもとしだいさんちくこうみんかん

斜里町公民館ゆめホ－ル知床 松本市第三地区公民館
うらほろちょうよしのこうみんかん たじみしわきのしまこうみんかん

浦幌町吉野公民館 多治見市脇之島公民館
なかしべつちょうそうごうぶんかかいかん みずなみしひよしこうみんかん

中標津町総合文化会館 瑞浪市日吉公民館
はちのへしりつおおだてこうみんかん えなしかさぎこみゅにてぃせんたー

八戸市立大館公民館 恵那市笠置コミュニティセンター
とおのしかみごうちくこうみんかん ふじのみやしりつゆのこうみんかん

遠野市上郷地区公民館 富士宮市立柚野公民館
すみたちょうりつしもありすちくこうみんかん しまだしりつはつくらこうみんかん

住田町立下有住地区公民館 島田市立初倉公民館
いちのせきしふじさわしみんせんたー はままつしなんようきょうどうせんたー

一関市藤沢市民センター 浜松市南陽協働センター
とめしよねやまこうみんかん おおぶしりつきたやまこうみんかん

登米市米山公民館 大府市立北山公民館
しろいししさいかわこうみんかん とよはししほんごうちくしみんかん

白石市斎川公民館 豊橋市本郷地区市民館
だいせんしりつよつやこうみんかん ふくちやましりつにっしんちいきこうみんかん

大仙市立四ツ屋公民館 福知山市立日新地域公民館
にかほしにかほこうみんかん きょうたなべしりつちゅうおうこうみんかん

にかほ市仁賀保公民館 京田辺市立中央公民館
ながいしちほうこみゅにてぃせんたー ながおかきょうしちゅうおうしょうがいがくしゅうせんたー

長井市致芳コミュニティセンター 長岡京市中央生涯学習センター
あいづわかまつししょうがいがくしゅうそうごうせんたー かさいしぜんぼうこうみんかん

会津若松市生涯学習総合センター 加西市善防公民館
ふくしましまつかわがくしゅうせんたー いたみしりつほくぶがくしゅうせんたー

福島市松川学習センター 伊丹市立北部学習センター
こおりやましりつひわだこうみんかん ならしりつあすかこうみんかん

郡山市立日和田公民館 奈良市立飛鳥公民館
かしましりつとよさとこうみんかん くらよししうわなだこうみんかん

鹿嶋市立豊郷公民館 倉吉市上灘公民館
ちくせいしりつなかこうみんかん とっとりしりつおもかげちくこうみんかん

筑西市立中公民館 鳥取市立面影地区公民館
たかさきしみさとこうみんかん はまだしりつくもぎこうみんかん

高崎市箕郷公民館 浜田市立雲城公民館
まえばししふじみこうみんかん まつえしみほのせきこうみんかん

前橋市富士見公民館 松江市美保関公民館
かわぐちしりつとづかこうみんかん みまさかしおおはらこうみんかん

川口市立戸塚公民館 美作市大原公民館
さいたましりつかたやなぎこうみんかん ふちゅうしこくふこうみんかん

さいたま市立片柳公民館 府中市国府公民館
ふかやしやつもとこうみんかん ひろしましふないりこうみんかん

深谷市八基公民館 広島市舟入公民館
きみつしすなみこうみんかん さんようおのだしであいこうみんかん

君津市周南公民館 山陽小野田市出合公民館
いんざいしりつちゅうおうこうみんかん ほうふしかつまこうみんかん

印西市立中央公民館 防府市勝間公民館
しろいしがくしゅうとうきょうようしせつ あなんしりつみのばやしこうみんかん

白井市学習等供用施設 阿南市立見能林公民館
ひらつかしりつあさひみなみこうみんかん まつやましばんちょうこうみんかん

平塚市立旭南公民館 松山市番町公民館
あつぎしりつなんもうりこうみんかん うわじましりつたかみつこうみんかん

厚木市立南毛利公民館 宇和島市立高光公民館
さんじょうししただこうみんかん いまばりしたちばなかるちゃーせんたー

三条市下田公民館 今治市立花カルチャーセンター
しばたしちゅうおうこうみんかん さがしりつしんえいこうみんかん

新発田市中央公民館 佐賀市立新栄公民館
あさひちょうりつおおえのしょうこうみんかん さがしりつわかくすこうみんかん

朝日町立大家庄公民館 佐賀市立若楠公民館
いみずしさんがこみゅにてぃせんたー しまばらしりつあんなかこうみんかん

射水市三ケコミュニティセンター 島原市立安中公民館
かなざわしひょうたんまちこうみんかん ながさきしちゅうおうこうみんかん

金沢市瓢簞町公民館 長崎市中央公民館
かがしりつきんめいこうみんかん おおいたしおおいたちゅうおうこうみんかん

加賀市立金明公民館 大分市大分中央公民館
ななおしのとじまちくこみゅにてぃせんたー かごしましこおりやまこうみんかん

七尾市能登島地区コミュニティセンター 鹿児島市郡山公民館
ふくいしさこうこうみんかん いぶすきしりついまいずみこうくこうみんかん

福井市酒生公民館 指宿市立今和泉校区公民館
えいへいじちょうえいへいじこうみんかん ひおきしつちばしちくこうみんかん

永平寺町永平寺公民館 日置市土橋地区公民館
かいししきしまこうみんかん なはしはんたがわこうみんかん

甲斐市敷島公民館 那覇市繁多川公民館
しおじりしひろおかこうみんかん

塩尻市広丘公民館
38 長野県

36 福井県 74 鹿児島県

33 石川県 71 大分県

30 富山県 68 佐賀県

37 山梨県 75 沖縄県

35 福井県 73 鹿児島県

34 石川県 72 鹿児島県

32 石川県 70 長崎県

31 富山県 69 長崎県

29 新潟県 67 佐賀県

28 新潟県 66 愛媛県

27 神奈川県 65 愛媛県

26 神奈川県 64 愛媛県

25 千葉県 63 徳島県

24 千葉県 62 山口県

23 千葉県 61 山口県

22 埼玉県 60 広島県

21 埼玉県 59 広島県

20 埼玉県 58 岡山県

19 群馬県 57 島根県

18 群馬県 56 島根県

17 茨城県 55 鳥取県

16 茨城県 54 鳥取県

15 福島県 53 奈良県

14 福島県 52 兵庫県

13 福島県 51 兵庫県

12 山形県 50 京都府

11 秋田県 49 京都府

10 秋田県 48 京都府

9 宮城県 47 愛知県

8 宮城県 46 愛知県

7 岩手県 45 静岡県

6 岩手県 44 静岡県

5 岩手県 43 静岡県

4 青森県 42 岐阜県

3 北海道 41 岐阜県

2 北海道 40 岐阜県

第72回優良公民館表彰　表彰館一覧

No. 都道府県名 No. 都道府県名

1 北海道 39 長野県

・・・公民館 ・・・公民館と同等の施設

・・・優秀館


