
別添 

集計事項 

社会教育行政調査票 

（教育委員会） 

  教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数（全国） 

  教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数（都道府県別） 

  社会体育担当職員を設置する教育委員会数 

  社会教育主事・社会教育主事補の設置状況 

  社会教育委員・社会教育関係指導員の設置状況 

  教育委員会における社会教育事業の実施状況 

  教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況（全国） 

  教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

  教育委員会における情報提供方法 

 

（都道府県知事部局・市町村長部局） 

  都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況(全国） 

  都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況(都道府県別） 

  都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座を実施した関連施設数 

  都道府県知事部局・市町村長部局における諸集会の実施状況 

  都道府県知事部局・市町村長部局における指導者研修事業の実施状況及び補助団体数 

  都道府県知事部局・市町村長部局における情報提供方法 

 

公民館調査票 

（公民館） 

  設置者別指定管理者別公民館数 

  設置者別本館・分館別公民館数 

  市（区）町村立公民館の設置状況 

  公民館の職員数 

  専任公民館主事数別公民館数 

  公民館におけるボランティア活動状況 

  公民館運営審議会等の設置館数 

  公民館運営審議会等の構成 
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  開館年別建物の単独・複合別公民館数 

  建築年別構造別公民館数 

  建物面積別公民館数 

   公民館の施設・設備の所有館数 

  公民館におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別公民館数 

  開館・閉館時刻別公民館数 

  公民館における学級・講座の開設状況（全国） 

  公民館における学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  公民館における諸集会の実施状況 

公民館における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

公民館における関係機関との事業の共催状況 

  公民館における情報提供方法 

  職員研修の実施（派遣）先別公民館数 

  公民館の利用状況 

  運営状況に関する評価の実施状況 

  耐震診断の実施状況 

 

（公民館類似施設） 

  設置者別指定管理者別公民館類似施設数 

  公民館類似施設の職員数 

  公民館類似施設におけるボランティア活動状況 

  公民館運営審議会等の設置施設数 

  開館年別建物の単独・複合別公民館類似施設数 

  建築年別・構造別公民館類似施設数 

  建物面積別公民館類似施設数 

  公民館類似施設の施設・設備の所有施設数 

  公民館類似施設におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別公民館類似施設数 

  開館・閉館時刻別公民館類似施設数 

  公民館類似施設における学級・講座の開設状況（全国） 
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公民館類似施設における学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  公民館類似施設における諸集会の実施状況（都道府県別） 

  公民館類似施設における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

公民館類似施設における関係機関との事業の共催状況 

  公民館類似施設における情報提供方法 

  職員研修の実施（派遣）先別公民館類似施設数 

  公民館類似施設の利用状況 

  運営状況に関する評価の実施状況 

  耐震診断の実施状況 

 

図書館調査票 

  設置者別指定管理者別図書館数 

  設置者別所管別図書館数（公立のみ） 

  設置者別本館・分館別図書館数 

  市（区）町村立図書館の設置状況 

  図書館の職員数（全国） 

  図書館の職員数（都道府県別） 

  専任図書館司書数及び司書補数別図書館数 

  図書館におけるボランティア活動状況 

  図書館協議会等の設置館数 

  開館年別建物の単独・複合別図書館数 

  建築年別構造別図書館数 

  建物面積別図書館数 

  図書館の施設・設備の所有館数 

  図書館の自動車文庫の台数 

  図書館におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  蔵書冊数別図書館数 

  図書・雑誌等 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別図書館数 

  開館・閉館時刻別公立図書館数 

  図書の貸出業務等の実施状況 

  図書館資料の図書館間相互貸借の実施状況 
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  図書館における事業実施状況 

  図書館における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

図書館における関係機関との事業の共催状況 

  図書館における情報提供方法 

  職員研修の実施（派遣）先別図書館数 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

博物館調査票 

（博物館） 

  設置者別指定管理者別博物館数 

  設置者別登録博物館及び博物館相当施設別博物館数 

  種類別博物館数 

  所管別博物館相当施設数（公立のみ） 

  博物館の職員数（都道府県別） 

  専任学芸員数及び学芸員補数別博物館数 

  博物館におけるボランティア活動状況 

  博物館協議会等の設置館数 

  開館年別登録（指定）年別建物の単独・複合別博物館数 

  建築年別構造別博物館数 

  博物館の土地面積 

  建物面積別博物館数 

  博物館の施設・設備の所有館数 

  博物館におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  博物館の資料の状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別開館時間数別等博物館数 

  開館・閉館時刻別博物館数 

  博物館の入館者数（全国） 

  博物館の入館者数（都道府県別） 

  博物館における入館料の状況（設置者別） 

  博物館における入館料の状況（種類別） 

  博物館における事業実施状況（全国） 

  博物館における事業実施状況（都道府県別） 
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  博物館における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

博物館における関係機関との事業の共催状況 

  博物館における情報提供方法 

  職員研修の実施（派遣）先別博物館数 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

（博物館類似施設） 

  設置者別指定管理者別博物館類似施設数 

  種類別博物館類似施設数 

  種類別所管別博物館類似施設数（公立のみ） 

  博物館類似施設の職員数（都道府県別） 

  専任学芸員数及び学芸員補数別博物館類似施設数 

  博物館類似施設におけるボランティア活動状況 

  博物館協議会等の設置施設数 

  開館年別建物の単独・複合別博物館類似施設数 

  建築年別構造別博物館類似施設数 

  博物館類似施設の土地面積 

  建物面積別博物館類似施設数 

  博物館類似施設の施設・設備の所有施設数 

  博物館類似施設におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  博物館類似施設の資料の状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別開館時間数別等博物館類似施設数 

  開館・閉館時刻別博物館類似施設数 

  博物館類似施設の入館者数（全国） 

  博物館類似施設の入館者数（都道府県別） 

  博物館類似施設の入館料の状況（設置者別） 

  博物館類似施設の入館料の状況（種類別） 

  博物館類似施設における事業実施状況（全国） 

  博物館類似施設における事業実施状況（都道府県別） 

  博物館類似施設における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

博物館類似施設における関係機関との事業の共催状況 

  博物館類似施設における情報提供方法 
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  職員研修の実施（派遣）先別博物館類似施設数 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

青少年教育施設調査票 

  設置者別指定管理者別青少年教育施設数 

  設置者別種類別青少年教育施設数 

  設置者別所管別青少年教育施設数（公立のみ） 

  青少年教育施設の職員数（全国） 

  青少年教育施設の職員数（都道府県別） 

  青少年教育施設におけるボランティア活動状況 

  開館年別建物の単独・複合別青少年教育施設数 

  建築年別構造別青少年教育施設数 

  建物面積別青少年教育施設数 

  青少年教育施設の施設・設備の所有施設数 

  青少年教育施設における宿泊定員等 

  青少年教育施設におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日の開館の有無別青少年教育施設数 

  開館・閉館時刻別青少年教育施設数 

  青少年教育施設における事業実施状況（全国） 

  青少年教育施設における事業実施状況（都道府県別） 

  青少年教育施設における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

青少年教育施設における関係機関との事業の共催状況 

  青少年教育施設における情報提供方法 

  青少年教育施設における学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  青少年教育施設の利用団体数（全国） 

  青少年教育施設の団体・個人別利用者数（全国） 

  青少年教育施設の利用団体数及び団体・個人別利用者数（都道府県別） 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

女性教育施設調査票 

  設置者別指定管理者別女性教育施設数 

  設置者別所管別女性教育施設数（公立のみ） 
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女性教育施設の職員数（都道府県） 

  女性教育施設におけるボランティア活動状況 

  開館年別建物の単独・複合別女性教育施設数 

  建築年別・構造別女性教育施設数 

  建物面積別女性教育施設数 

  女性教育施設の施設・設備の所有施設数 

  女性教育施設におけるコンピュータ導入状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日の開館の有無別女性教育施設数 

  開館・閉館時刻別女性教育施設数 

  女性教育施設における学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  女性教育施設における事業実施状況 

  女性教育施設における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

女性教育施設における関係機関との事業の共催状況 

  女性教育施設における情報提供方法 

  女性教育施設の利用状況 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

体育施設調査票 

（社会体育施設） 

  設置者別指定管理者別都道府県別社会体育団体数 

  設置者別所管別種類別社会体育施設数 

  設置者別所管別都道府県別社会体育施設数 

  種類別都道府県別社会体育施設数 

  社会体育施設の職員数 

  指導系職員の配置状況 

  社会体育施設におけるボランティア活動状況 

  設置者別社会体育施設の規模 

  社会体育施設の種類別施設・設備の状況 

  社会体育施設の都道府県別施設・設備の状況 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  社会体育施設の夜間開設（19時～21時）施設数 

  社会体育施設の利用者数 
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  都道府県別社会体育施設における事業実施状況 

  社会体育施設における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

社会体育施設における関係機関との事業の共催状況 

  社会体育施設における情報提供方法 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

（民間体育施設） 

  設置者別種類別民間体育施設数 

  設置者別都道府県別民間体育施設数及び団体数 

  種類別都道府県別民間体育施設数 

  民間体育施設の職員数 

  指導系職員の配置状況 

  設置者別民間体育施設の規模 

  民間体育施設の種類別施設・設備の状況 

  民間体育施設の都道府県別施設・設備の状況 

  民間体育施設の夜間開設（19時～21時）施設数 

  民間体育施設の利用者数 

  都道府県別民間体育施設における事業実施状況 

 

劇場、音楽堂等調査票  

  設置者別指定管理者別劇場、音楽堂等数 

     所管別設置者別劇場、音楽堂等数 

  劇場、音楽堂等の職員数（都道府県別） 

  指定管理者別劇場、音楽堂等の職員数 

  劇場、音楽堂等におけるボランティア活動状況 

  開館年別建物の単独・複合別劇場、音楽堂等数 

  建築年別構造別劇場、音楽堂等数 

  建物面積別劇場、音楽堂等数 

  劇場、音楽堂等の施設・設備の所有館数 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

  ホール数別劇場、音楽堂等数 

  劇場、音楽堂等の固定席数別ホール数 

  劇場、音楽堂等の稼働日数別ホール数 
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  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別劇場、音楽堂等数 

  開館・閉館時刻別劇場、音楽堂等数 

  劇場、音楽堂等における事業の実施状況 

  劇場、音楽堂等における民間社会教育事業者との連携・協力状況 

劇場、音楽堂等における関係機関との事業の共催状況 

  劇場、音楽堂等における情報提供方法 

運営状況に関する評価の実施状況 

 

 生涯学習センター調査票 

  設置者別指定管理者別生涯学習センター数 

  設置者別所管別生涯学習センター数 

  生涯学習センターの職員数（都道府県別） 

  生涯学習センターにおけるボランティア活動状況 

  開館年別建物の単独・複合別生涯学習センター数 

  建築年別構造別生涯学習センター数 

  建物面積別生涯学習センター数 

  生涯学習センターの施設・設備の所有館数 

  受動喫煙防止のための対策の実施状況 

生涯学習センターにおけるコンピュータ導入状況 

  年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別生涯学習センター数 

  開館・閉館時刻別生涯学習センター数 

  生涯学習センターにおける事業実施状況 

  生涯学習センターにおける指導者研修事業の実施状況 

  生涯学習センターにおける諸集会の実施状況 

  生涯学習センターにおける学級・講座の開設状況（全国） 

  生涯学習センターにおける学級・講座の開設状況（都道府県別） 

  生涯学習センターの利用状況 

  生涯学習センターにおける民間社会教育事業者との連携・協力状況 

生涯学習センターにおける関係機関との事業の共催状況 

  生涯学習センターにおける情報提供方法 

運営状況に関する評価の実施状況 
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