◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

1

北海道

2

青森県

3

岩手県

4

宮城県

5

秋田県

6

山形県

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

環境生活部 文化・スポーツ局
文化振興課
・文化に係る企画及び総合調整に関すること
・文化振興に関すること
スポーツ振興課
・スポーツに係る企画及び総合調整に関すること
・スポーツの振興に関すること

○

文化スポーツ部
文化振興課
・文化芸術振興に関すること
・文化施設に関すること
・世界遺産の保存管理、普及啓発に関すること
スポーツ振興課
・スポーツの振興に関すること
・社会体育施設に関すること

○

観光文化スポーツ部
文化振興課
・文化振興に関すること
・芸術文化団体の育成・支援に関すること
・文化施設に関すること
スポーツ振興課
・スポーツの推進に関すること
・生涯スポーツの振興に関すること
・スポーツ施設の整備・管理に関すること

○

企画調整部 文化スポーツ局
生涯学習課
・生涯学習行政の総合企画・調整に関すること
文化振興課
・文化行政の総合企画・調整に関すること
スポーツ課
・スポーツ振興に係る総合企画・調整に関すること

○

○

○

7

福島県

8

茨城県

○

9

栃木県

○

10

群馬県

○

生活文化スポーツ部
文化振興課
・文化振興に関すること、芸術文化団体の育成・支援、著作権指導等
スポーツ振興課
・生涯スポーツ振興、競技力向上対策事業等に関すること

11

埼玉県

○

県民生活部
スポーツ振興課
・生涯スポーツに関すること

12

千葉県

13

東京都

○

生活文化局 文化振興部
・文化推進施策の総合的な企画・調整・推進等に関すること
オリンピック・パラリンピック準備局 スポーツ推進部
・スポーツ及びレクリエーションの普及振興等に関すること

○

国際文化観光局 文化課
・文化行政の総合的企画及び調整に関すること
スポーツ局 スポーツ課
・スポーツの振興に係る総合的企画及び調整に関すること
・スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること
福祉子どもみらい局 青少年課
・青少年健全育成に係る社会環境健全化活動の推進に関すること
・青少年関係団体の指導及び育成に関すること

○

県民生活・環境部
スポーツ課
・県民スポーツの推進等に関すること
文化振興課
・文化行政の推進等に関すること

14

○

神奈川県

15

新潟県

16

富山県

○
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◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

17

石川県

○

県民文化スポーツ部
文化振興課
・文化振興に係る総合的な企画・調整及び推進に関すること等
スポーツ振興課
・スポーツ振興に係る総合的な企画・調整及び推進に関すること等

18

福井県

○

健康福祉部 地域福祉課人権室
・人権意識の普及啓発
観光営業部 文化振興課
・芸術や文化の振興に関すること、文化団体の育成・指導等

19

山梨県

○

県民生活部 生涯学習文化課
・生涯学習の推進、芸術及び文化の振興

○

県民文化部 次世代サポート課
・青少年健全育成に関すること
・放課後児童クラブに関すること
県民文化部 文化政策課
・芸術文化の振興に関すること

20

長野県

21

岐阜県

22

静岡県

23

愛知県

24

25

三重県

滋賀県

環境生活部 環境生活政策課
・生涯学習の推進に係る事務
・社会教育の推進に係る事務
・家庭教育の推進に係る事務

○

○

文化・観光部 総合教育局 総合教育課
・教育に関する大綱の策定

○

環境生活部 文化振興課
・生涯学習の企画調整に関すること
・生涯学習に関する情報の収集、提供に関すること
・県立図書館、総合博物館、県立美術館、斎宮歴史博物館及び県生涯学習センター
の運営に関すること（教育委員会との共管）
健康福祉部 子ども・家庭局 少子化対策課
・青少年健全育成条例の施行に関すること
健康福祉部 子ども・家庭局 子育て支援課
・放課後子ども総合プラン

○

健康医療福祉部 子ども・青少年局
・青少年関係団体の指導育成に関すること
県民生活部 文化振興課
・文化振興施策の企画に関すること
県民生活部 スポーツ局
・生涯スポーツに関すること
琵琶湖環境部 環境政策課
・琵琶湖博物館に関すること
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課
・環境学習の推進に関すること

○

26

京都府

○

文化スポーツ部 文化政策課
・文化行政の企画に関すること
・生涯学習（教育委員会の所管に係るものを除く）に関すること
・文化施設の整備に関すること
・京都府立植物園、京都府立京都学・歴彩館、京都府立文化芸術会館、
京都府立ゼミナールハウス、京都府立府民ホール、京都府立堂本印象美術館及び
京都府立陶板名画の庭に関すること
・その他文化行政（文化芸術課及び教育委員会の所管に属するものを除く）に関すること

27

大阪府

○

府民文化部 文化・スポーツ室文化課
・生涯学習の推進に関すること
・芸術文化の振興に関すること
・文化行政の企画、調整及び推進に関すること

28

兵庫県

○

企画県民部県民生活局県民生活課
・生涯学習に関する総合的施策の企画及び推進に関すること
・生涯学習に関する行政の総合調整に関すること

○

くらし創造部 青少年・社会活動推進課
・健全育成・活動支援に関すること
・青少年の活動支援･生涯学習の振興に関すること
くらし創造部 スポーツ振興課
・総務及びスポーツ振興企画に関すること
・スポーツ推進及びスポーツ支援に関すること
・総務及びスポーツ振興企画に関すること
地域振興部 文化振興課
・文化行政の総合企画及び調整に関すること
・文化芸術の振興に関すること
・国民文化祭の開催に関すること
地域振興部 文化資源活用課
・文化資源の活用に関すること
・文化資源を活かしたプロジェクト等に関すること

29

奈良県
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◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

30

教育委員会
のみに設置

和歌山県

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

環境生活部 県民局 青少年・男女共同参画課
・青少年健全育成推進のための総合企画及び総合調整
・青少年団体等の自主的かつ健全な活動の助長
・青少年施設の管理、運営、整備
企画部 企画政策局 文化学術課
・芸術及び文化の振興に関すること

31

鳥取県

○

地域振興部スポーツ課
・スポーツ振興に関すること
・競技力向上に関すること
地域振興部文化政策課
・文化芸術の振興に関すること

32

島根県

〇

環境生活部文化国際課
・芸術及び文化の振興に関すること
健康福祉部青少年家庭課
・青少年の健全育成の推進及び総合調整に関すること

〇

環境文化部
文化振興課
・芸術文化、地域文化その他の文化の振興に関すること
スポーツ振興課
・生涯スポーツに関すること

○

政策創造部 県立総合大学校本部
・県立総合大学校に関すること

○

スポーツ・文化部 文化局 文化振興課
・文化施設の管理、文化事業・団体の支援及び推進に関すること
スポーツ・文化部 文化局 まなび推進課
・生涯学習に関する総合企画、総合調整及び推進に関すること

33

岡山県

34

広島県

○

35

山口県

○

36

徳島県

37

香川県

38

愛媛県

○

39

高知県

○

文化生活スポーツ部
文化振興課
・芸術文化、地域文化その他の文化の振興に関すること
スポーツ課
・生涯スポーツに関すること

40

福岡県

○

人づくり・県民生活部 社会活動推進課
・生涯学習の振興に関する施策の企画及び調整
・生涯学習の振興に関する事業の推進
・生涯学習に関する指導助言

41

佐賀県

○

県民環境部 まなび課
・生涯学習・社会教育に関すること
・佐賀県立生涯学習センターに関すること

○

文化観光国際部
文化振興課
・文化振興にかかる施策の企画、立案、推進及び総合調整に関すること
企画振興部
スポーツ振興課
・県民スポーツの振興に関すること
・スポーツツーリズムの振興に関すること
福祉保健部 こども政策局
こども未来課
・家庭教育に関すること、青少年の保護育成、健全育成に関すること

○

企画振興部 芸術文化スポーツ振興課
・芸術文化行政に係る総合企画及び連絡調整に関すること
企画振興部 ラグビーワールドカップ2019推進課
・ラグビーワールドカップ2019大分開催に関すること
生活環境部 私学振興・青少年課
・青少年の健全育成に係る行政の総合企画、推進及び調整に関すること

42

長崎県

43

熊本県

44

○

大分県

45

宮崎県

○

総合政策部 みやざき文化振興課
・文化の振興及び文化団体の育成及び指導に関すること
福祉保健部 こども政策局 こども政策課
・就学前教育に関すること
福祉保健部 こども政策局 こども家庭課
・青少年の健全育成に関すること

46

鹿児島県

○

県民生活局 生活・文化課
・文化芸術の振興に係る施策の企画及び総合調整
県民生活局 青少年男女共同参画課
・青少年対策等の企画及び総合調整

47

沖縄県

○
3

◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

48

49

50

51

52

53

54

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

市民文化局文化部
・芸術、文化活動の振興
スポーツ局スポーツ部
・スポーツの振興 他

○

文化観光局 文化スポーツ部 スポーツ振興課
・スポーツの普及、振興
文化観光局 文化スポーツ部 文化振興課
・文化行政の企画、調査研究及び連絡調整に関すること
・文化活動の促進に関すること
子供未来局 子供育成部 子供相談支援センター
・青少年等の健全育成及び啓発に関すること
各区 家庭健康課
・青少年等健全育成に関すること

○

市民局 市民生活部 男女共同参画課
・男女共同参画に係る施策の企画及び実施に関すること
スポーツ文化局 文化部 文化振興課
・文化芸術都市の創造に係る施策の企画及び推進に関すること
スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課
・スポーツの振興に関すること
子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課
・子育て支援施策の企画及び推進に関すること
子ども未来局 子ども育成部 青少年育成課
・青少年に係る施策の企画及び調整に関すること

○

市民局 生活文化スポーツ部 文化振興課
・文化行政の企画、文化振興事業の実施、文化芸術活動の支援等
（文化財に関する事務は除く）
市民局 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課
・スポーツの振興に関すること
市民局 生活文化スポーツ部 男女共同参画課
・男女共同参画に関すること
こども未来局 こども未来部 健全育成課
・子どもの健全育成に関すること
・子ども・若者支援に関すること

○

政策局 政策部 男女共同参画推進課
・男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること
市民局 市民協働推進部 市民活動支援課
・各区が実施する市民活動支援センター事業の運営支援事務
市民局 スポーツ振興部 スポーツ振興課
・スポーツ・レクリエーション振興施策の総合的な企画、調整及び実施に関すること
（他の局の主管に属するものを除く）
文化観光局 文化芸術創造都市推進部 文化振興課
・文化施策の総合的な企画及び事務の実施、文化芸術活動の総合的な支援、
文化施設の整備及び運営管理並びにこれらに係る企画、調査及び調整に関すること
こども青少年局 青少年部 青少年育成課
・青少年育成施策に係る企画及び調整、青少年育成施策の振興に係る事業の実施及び
調整に関すること
各区地域振興課
・区民の生涯学習の支援、社会教育、地域の文化振興、区民のスポーツ振興、
青少年の健全育成に関すること 他

○

市民文化局 市民スポーツ室
・スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く）
区役所地域振興課
・区のスポーツ振興に関すること（スポーツ施設の管理運営・指定管理者選定）
市民文化局 市民文化振興室
・文化に関すること（文化財の保護に関することを除く）
こども未来局 青少年支援室
・青少年教育施設（４施設）の管理運営に関すること
区役所生涯学習支援課
・各区市民館（公民館）の管理運営に関すること（事務委任）
（施設の管理運営については事務委任、社会教育振興事業については教育委員会からの
補助執行）
・社会教育振興事業に関すること（補助執行）

○

こども・若者未来局 こども・若者支援課
・児童及び青少年健全育成
こども・若者未来局 青少年学習センター
・青少年及び青少年団体の指導及び育成
市民局 文化振興課
・文化芸術の振興
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◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

55

56

57

58

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

文化スポーツ部 文化政策課
・文化活動の振興及び調整
文化スポーツ部 文化創造推進課
・文化創造に関わる施策の推進（他の課及び機関の所管に関するものを除く）
文化スポーツ部 歴史文化課
・文化財の調査、保存及び活用
文化スポーツ部 スポーツ振興課
・スポーツ振興施策の企画及び調整
各区地域課・地域総務課
・区の文化の振興及び活動、区の文化財の維持管理・活用、区のスポーツの振興
※区によっては、地域課及び地域総務課以外の課が所管する事務あり。

○

子ども未来局 青少年育成課
・青少年の健全育成、指導、施設管理
観光交流文化局 文化振興課
・文化振興事業、文化施設の管理、文化団体の育成指導
市民局 生涯学習推進課
・生涯学習施策の企画調整、推進事業、生涯学習施設の管理運営
観光交流文化局 文化財課
・文化財の保護、調査、登呂博物館の管理、文化財施設の管理
観光交流文化局 スポーツ振興課
・スポーツ振興事業、施設管理
市民局 男女参画・多文化共生課
・男女共同参画の推進
観光交流文化局 スポーツ交流課
・スポーツ交流事業の企画、運営
市民部 創造都市・文化振興課
・生涯学習の推進・調整・総括に関すること
・生涯学習施設の総括に関すること
・文化芸術及び音楽文化の施策の企画、調整及び実施に関すること
・創造都市の推進・総合調整に関すること
市民部 文化財課
・文化財に関すること
市民部 文化財課博物館
・博物館に関すること
市民部 美術館
・美術館に関すること
市民部 美術館秋野不矩美術館
・秋野不矩美術館に関すること
市民部 中央図書館
・図書館に関すること
市民部 スポーツ振興課
・スポーツ振興の企画・調整・推進に関すること
各区役所まちづくり推進課、東・南区区民生活課、舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍
山の各協働センター
・生涯学習の推進に関すること、生涯学習施設に関すること

○

○

子ども青少年局 青少年家庭部 青少年家庭課
・青少年教育に関すること
・青少年の社会参画の推進に関すること
・青少年交流プラザに関すること
・その他青少年の自立支援に関すること
・青少年の保護育成の推進に関すること
・児童の健全育成に関すること
・児童厚生施設に関すること
・その他青少年の自立支援及び育成に関すること
子ども青少年局 青少年家庭部 放課後事業推進室
・放課後施策の企画及び調整に関すること
・トワイライトルームに関すること
・トワイライトスクールに関すること
区役所 区政部 地域力推進室(生涯学習に関連する事務に限る)
・社会教育に関すること
・市民文化及び体育の向上に関すること
・青少年の保護育成の推進に関すること
・社会教育関係諸団体及び文化体育団体に関すること
・貯蓄増強に関すること
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◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

59

60

61

62

63

64

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

文化市民局 文化芸術企画課
・芸術、文化活動の振興
文化市民局 男女共同参画推進課
・男女共同参画
文化市民局 地域づくり推進担当
・市民活動の支援
文化市民局 スポーツ企画担当
・スポーツ普及に関する企画・調整、施設管理
文化市民局 スポーツ振興担当
・競技水準の向上、市民スポーツの指導 他
子ども若者はぐくみ局 育成推進課
・青少年活動の推進
子ども若者はぐくみ局 はぐくみ創造推進室
・事業の推進・関係機関との連絡調整

○

経済戦略局 スポーツ部
・スポーツに関する事務
経済戦略局 文化部
・博物館群の運営に関する事務等
こども青少年局 企画部
・青少年の健全育成に関する事務
各区役所（24区）
・人権啓発・生涯学習・社会教育に関する事務等

○

文化観光局 文化部 文化財課
・文化財に関すること
・堺市文化財保護審議会に関すること
・堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会に関すること
・博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること
文化観光局 博物館
・堺市博物館及びみはら歴史博物館に関すること
・堺市博物館協議会に関すること
市民人権局 男女共同参画推進部 生涯学習課
・公民館に関すること
・生涯学習の振興に係る企画及び総合調整
・生涯学習の振興に係る調査及び研究並びに情報の収集及び提供
・生涯学習指導者の養成及び研修
・生涯学習の振興に係る関係機関及び関係部局との連絡調整

○

市民参画推進局 参画推進部 市民協働課
・市民活動の支援、NPO認証等及び支援
市民参画推進局 文化交流部 文化交流課
・芸術、文化活動の振興
市民参画推進局 参画推進部 男女活躍勤労課
・男女共同参画
こども家庭局 こども企画育成部 こども青少年課
・青少年の健全育成

○

市民生活局 スポーツ振興課
・生涯スポーツの推進に関すること
市民生活局 文化振興課
・文化振興に関すること
岡山っ子育成局 地域子育て支援課
・放課後子ども教室に関すること
・青少年育成に関すること
・青少年団体に関すること
・青少年の健全育成及び非行防止に必要な事項に関すること

○

市民局 生涯学習課
・生涯学習の振興に関する事務、社会教育及び社会教育施設に関する事務
（青少年教育及び青少年教育施設・博物館に関する事務を除く）
市民局 文化スポーツ部 スポーツ振興課
・スポーツ及びレクリエーションの振興に関する事務
市民局 文化スポーツ部 文化振興課
・文化の振興に関する事務
市民局 人権啓発部 人権啓発課
・人権教育の推進に関する事務
教育委員会 青少年育成部 育成課
・青少年の育成に関する事務
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◆資料2◆ 都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況
都道府県・
政令指定都市名

65

66

67

北九州市

福岡市

熊本市

教育委員会
のみに設置

知事部局
のみに設置

教育委員会と
知事部局の
両方に設置

知事部局における担当部課名及び事務分掌

○

市民文化スポーツ局 生涯学習課
・生涯学習の推進、社会教育委員、公民館類似施設等の助成
市民文化スポーツ局 生涯学習総合センター管理運営課
・生涯学習センターの管理運営
市民文化スポーツ局 文化企画課
・美術館、博物館等の管理及び連絡調整に関すること、芸術・文化の振興、
文化財に関すること
市民文化スポーツ局 スポーツ振興課
・スポーツの振興
子ども家庭局 青少年課
・青少年の指導育成、青少年対策、青少年教育施設の管理

○

市民局 公民館支援課
・公民館管理・運営、事業推進
市民局 スポーツ振興課
・市民スポーツ・レクリエーションの振興
市民局 スポーツ事業課
・国内、国際スポーツ大会の開催、支援
市民局 男女共同参画課
・男女共同参画推進活動の促進
経済観光文化局 文化振興課 文化施設課
・芸術・文化の振興
経済観光文化局 博物館運営課
・博物館の運営
経済観光文化局 美術館運営部 リニューアル事業課
・美術館の運営
経済観光文化局 埋蔵文化財センター
・埋蔵文化財の収蔵・保管・展示等
経済観光文化局 アジア美術館運営部 運営課
・アジア美術館の運営
こども未来局 青少年健全育成課
・青少年育成に係る事業の促進
各区役所 地域支援課
・公民館への指導助言、公民館の利用許可、公民館の運営
各区役所 生涯学習推進課
・社会教育の指導助言、生涯学習の推進、市民センター等の管理・運営

○

（教育委員会職務権限補助執行分）
市民局 市民生活部 生涯学習課
・生涯学習の推進、社会教育諸施策の企画実施、社会教育委員、 公民館の設置廃止、
公民館総括、関係教育機関との連絡調整
経済観光局 文化・スポーツ交流部 文化振興課
・文化財の保護及び活用並びに埋蔵文化財の発掘調査に関すること
各区役所 まちづくりセンター・交流室
・生涯学習支援、公民館の管理及び運営、公民館の使用許可、公民館事業の企画実施
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