県公連と公民館の歩み （昭和２０年から平成２１年）
昭和２０（１９４５）年

・文部省で公民館構想を検討

昭和２１（１９４６）年

・公民館設置運営について（文部次官通牒）

昭和２２（１９４７）年

・新憲法公布記念公民館設置奨励について（社会教育局長通達）
・新憲法公布記念 準優良公民館表彰 【庄内村公民館】

昭和２３（１９４８）年

・都道府県及び市町村教育委員会発足
・第１回優良公民館文部大臣表彰 【水縄村公民館】

昭和２４（１９４９）年

・社会教育法公布
・第２回優良公民館文部大臣表彰 【庄内村公民館】
・庄内村公民館へ天皇陛下行幸

昭和２５（１９５０）年

・福岡県公民館連絡協議会結成
・第３回優良公民館文部大臣表彰 【宮田町中央公民館】
・九州公民館連絡協議会結成
・第１回全国都市公民館運営研究協議会開催される

昭和２６（１９５１）年

・第２回九州公民館大会開催（大川市）
・第４回優良公民館文部大臣表彰 【甘木町公民館】
・公民館建設費国庫補助金開始
・全国公民館連絡協議会結成

昭和２７（１９５２）年

・福公連と県知事との懇談会実施
・第５回優良公民館文部大臣表彰 【方城村公民館】
・第１回全国公民館大会開催される

昭和２８（１９５３）年

・第１回福岡県公民会大会開催（福岡県社会教育会館）（以降毎年）
・第６回優良公民館文部大臣表彰 【八幡市公民館】
・町村合併促進法公布

昭和２９（１９５４）年

・第２回福岡県公民会大会開催（八幡市・４月）
・第３回福岡県公民館大会《社会教育法施行５周年記念》開催（二日市町・１１月）
・第７回優良公民館文部大臣表彰【大平村公民館】

昭和３０（１９５５）年

・福公連評議員会は、公民館単行法制定促進署名運動を行うことを決定
・第８回優良公民館文部大臣表彰 【戸畑市中央公民館】
・「公民館の設置及び管理について」（社会教育局長通達）

昭和３１（１９５６）年

・第９回優良公民館文部大臣表彰 【三潴町公民館】

昭和３２（１９５７）年

・公民館単行法研究協議会を県下４地区で開催
・第10回優良公民館文部大臣表彰 【穂波町公民館】
・「公民館の充実振興方策について」（社会教育審議会答申）

昭和３３（１９５８）年

・第５回全国都市公民館大会開催┐（八幡市）
・第10回九州公民館大会開催
┘
同時開催
・第11回優良公民館文部大臣表彰【志摩村公民館】

昭和３４（１９５９）年

・第７回福岡県公民館大会《社会教育法施行10周年記念》開催（福岡市・１１月）
・社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について（文部事務次官通達）
・公民館の設置及び運営上必要な基準について（社会教育審議会答申）

昭和３５（１９６０）年

・公民館主事研究集会を県下４地区で開催

・文部省「公民館未設置市町村解消１０ケ年計画」策定
昭和３６（１９６１）年

・第14回優良公民館文部大臣表彰 【吉富町公民館】

昭和３７（１９６２）年

・第10回福岡県公民館大会開催（行橋市）

昭和３８（１９６３）年

・第16回優良公民館文部大臣表彰 【杷木町公民館】
・文部省「進展する社会と公民館の運営」を発行

昭和３９（１９６４）年

・第17回優良公民館文部大臣表彰 【碓井町公民館】
・公民館振興国会議員懇談会結成

昭和４０（１９６５）年

・福岡県公民館連絡協議会を「福岡県公民館連合会」と改称
・第16回九州公民館大会開催（福岡市）
・第18回優良公民館文部大臣表彰【北九州市黒崎公民館】
・「社団法人」全国公民館連合会設立
・全公連専門委員会設置。「公民館のあるべき姿と今日的指標」の研究・答申

昭和４１（１９６６）年

・公民館建設等、国・県へ予算増額陳情を実施

昭和４２（１９６７）年

・本県の公民館実態調査実施（１０月）
・「公民館の充実振興方策について」（社会教育審議会建議）

昭和４３（１９６８）年

・第21回優良公民館文部大臣表彰 【田川市中央公民館】
・全公連公民館関係予算増額要求陳情運動開始

昭和４４（１９６９）年

・公民館組織問題研究会開催（７月）
・地区別公民館研修（会）開始 （以降毎年）
・第22回優良公民館文部大臣表彰【筑後市中央公民館】

昭和４５（１９７０）年

・公民館予算増額運動の展開
・第23回優良公民館文部大臣表彰 【添田町中央公民館】

昭和４６（１９７１）年

・地区別公民館職員研修会を県内３地区で開催
・「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方」（社会教育審議会答申）

昭和４７（１９７２）年

・第20回福岡県公民館大会開催（行橋市）
・第25回優良公民館文部大臣表彰 【大野城市中央公民館】

昭和４８（１９７３）年

・第24回九州公民館大会開催（北九州市）
・福岡県公民館史編纂委員会「福岡県公民館関係年表」作成
・福公連組織問題研究委員会設置
・県公連機関紙「情報」創刊
・第27回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市大蔵公民館】

昭和４９（１９７４）年

昭和５０（１９７５）年

・福公連組織問題研究委員会「これからの福公連のあり方」答申
・第28回優良公民館文部大臣表彰 【八女市中央公民館】

昭和５１（１９７６）年

・第29回優良公民館文部大臣表彰 【宗像町中央公民館】

昭和５２（１９７７）年

・全国公民館大会が「研究大会」と「振興大会」に分離し、53年度より開始

昭和５３（１９７８）年

・第１回全国公民館研究集会が香川県高松市で開催される
・第28回全国公民館振興大会は東京赤坂プリンスホテルで開催される（以降毎年同会場）

昭和５４（１９７９）年

・地区別公民館職員研修会を県内６地区で開催
・第32回優良公民館文部大臣表彰 【久留米市中央公民館】

昭和５５（１９８０）年

・第３回全国公民館研究集会開催

（福岡市）

・第31回九州地区公民館研究大会開催

同時開催

昭和５６（１９８１）年

・公民館職員国内研修（５名派遣）─長野県松川町（松川町公民館で４泊５日研修）
・第34回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市小倉北中央公民館】
・生涯教育について （中央教育審議会報告）

昭和５７（１９８２）年

・県公連専門部会設置─研修部会・広報部会・調査研究部会の３部会
・第３０回福岡県公民館大会開催（北九州市）
・全公連ｰ「公民館のあるべき姿と今日的指標」（総集版）発刊

昭和５８（１９８３）年

・福岡県公民館調査研究委員会設置（県公連と県教委の合同研究）
・地区別公民館職員研修会を県内７地区で開催
・第3６回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市白銀公民館】
・県教育庁「出張所」（１６）が「教育事務所」（６）に整理統合

昭和５９（１９８４）年

・第3７回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市香月公民館】
・全公連第５次専門委員会｢生涯教育時代に即応した公民館のあり方｣答申
・福岡県社会教育委員の会議｢豊かな心を育てる活力ある地域社会をつくる社会教育の
振興方策について｣建議

昭和６０（１９８５）年

・福岡県公民館調査研究委員会｢福岡県における公民館の実態とその考察｣発表
・福岡県生涯学習審議会設置

昭和６１（１９８６）年

・社会教育施設におけるボランティア活動の促進について
（社会教育審議会社会教育施設分科会報告）

昭和６３（１９８８）年

平成 元（１９８９）年

・県公連─福岡県公民館実践交流会を開始 （新規）
・県公連機関紙「情報」を公民館情報「東西南北」と改称し発行
・県公連専門部会を３部会から２部会〔研修部会・学習情報部会〕に改組
・県公連─「福岡県公民館のあゆみ」着手
・第４１回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市若松中央公民館】
・文部省に「生涯学習局」発足
・第４０回九州地区公民館研究大会開催（福岡市）

平成 ２（１９９０）年

・「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」施行

平成 ３（１９９１）年

・公民館情報「東西南北」を公民館情報「ねっとわーく」と改称し発行
・文部省生涯学習審議会の分科会から「公民館の整備運営の在り方について」中間報告

平成 ４（１９９２）年

・県公連─「福岡県公民館のあゆみ」発行
・公民館情報「ねっとわーく」（通巻６３号）で「学校週５日制」の導入を紹介
・第４５回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市八幡西中央公民館】
・文部省生涯学習審議会「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」
答申

平成 ５（１９９３）年

・県公連─公民館活性化方策研究委嘱事業開始
・第４０回福岡県公民館大会開催（大牟田市）
・第４６回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市東郷公民館】

平成 ６（１９９４）年

・「公民館ハンドブック」（福公連資料第７６号）発行
・県公連表彰（公民館役職員の部）拡大
・第４７回優良公民館文部大臣表彰 【福間町公民館】

平成 ７（１９９５）年

・公民館情報「ねっとわーく」（通巻７２号）で「学校週５日制特集」として県内の公民館活動
を紹介
・公民館情報「ねっとわーく」（通巻７３号）を「戦後５０年特集」号として発行

平成 ８（１９９６）年

・第４９回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市穴生公民館】
・文部省生涯学習審議会「地域における生涯学習機会の充実方策について」答申
・中央教育審議会「２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について」を答申

平成 ９（１９９７）年

・県公連─公民館の振興と福岡県公民館連合会のあり方についての検討委員会設置
・第４８回九州地区公民館研究大会開催（福岡市）
・「地方分権推進委員会」の補助金廃止の意見をもとに、文部省の「公立社会教育施設（公
民館）整備費補助金」の廃止決定

平成１０（１９９８）年

・県公連─公民館の振興と福岡県公民館連合会のあり方についての検討委員会｢生涯学
習時代における公民館と福岡県公民館連合会について」─中間のまとめ─発表
・福岡県教育委員会の「社会教育課」が「生涯学習課」に名称変更
・文部省生涯学習審議会 「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方につい
て」答申
・｢公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認等について｣
（文部科学省生涯学習局長裁定）

平成１１（１９９９）年

・公民館情報「ねっとわーく」（通巻８４号）で「全国子どもプラン」（緊急３カ年戦略）を紹介
・公民館情報「ねっとわーく」（通巻８５号）から〔特集─公民館と子どもたち〕を開始─県内
の公民館における子どもたちの活動を紹介
・第５２回優良公民館文部大臣表彰 【北九州市城野公民館】
・文部省生涯学習審議会「生涯学習の成果を生かすための方策について」答申

平成１２（２０００）年

・県公連事業検討部会設置
・「公民館ハンドブック」【改訂版】（福公連資料第８２号）発行
・第５３回優良公民館文部大臣表彰【二丈町福吉公民館】
・「ＩＴ講習推進特別交付金」（自治省）創設
・家庭教育学習の拠点としての公民館の充実について（文部省生涯学習局長依頼）
・県公連専門部会を２部会に改組 （研修部会・学習情報部会）
・県公連調査研究委員会設置
・地区別公民館職員研修会を県内８地区で開催
・県公連事業検討部会「県内公民館振興のための福岡県公民館連合会の役割と事業に
ついて」─まとめ─発表
・第５４回優良公民館文部科学大臣表彰 【北九州市門司中央公民館】
・子ども読書活動の推進に関する法律発足ー「子ども読書の日」制定
・社会教育法の一部を改正する法律について （文部科学事務次官通知）

平成１３（２００１）年

平成１４（２００２）年

・県公連専門部会を１部会に改組
・県公連財務検討委員会設置
・県公連ホームページ開設─公民館情報「ねっとわーく」をインターネットで公開開始
・県公連調査研究委員会「今後の福岡県公民館連合会事業に関する調査報告書」発表
・青少年体験活動プログラム事例集 ‶地域は体験活動のレストラン！！″発行
・第５５回優良公民館文部科学大臣表彰 【飯塚市二瀬公民館】
・完全学校週５日制の開始

平成１５（２００３）年

・県公連財務検討委員会「公民館連合会の事業や予算の在り方に関する検討報告」を評
議員会に提示
・公民館の設置及び運営に関する基準 （文部科学省告示）
・「公民館の設置及び運営に関する基準」の告示について
（文部科学省生涯学習政策局長通知）

平成１６（２００４）年

・第５０回福岡県公民館大会開催（北九州市）
・第５７回優良公民館文部科学大臣表彰 【北九州市南小倉公民館】
・第５７回優良公民館文部科学大臣表彰 【北九州市老松公民館】

平成１７（２００５）年

・第５６回九州地区公民館研究大会開催（福岡市）
・県公連ホームページ：「トップページ」 を リニューアル
・第５８回優良公民館文部科学大臣表彰 【直方市中央公民館】
・第５８回優良公民館文部科学大臣表彰 【水巻町中央公民館】

平成１８（２００６）年

・県公連ホームページ：「公民館福岡」（福公連資料第８９号）をインターネットで公開開始
・市町村合併による県公連の組織改正（市郡単位→市町村単位）
・市町村合併による県公連表彰対象の変更（４０市郡→６６市町村）
・福岡県公民館連合会会則の一部改正
・第51回福岡県公民館大会から形式を変更し実施 （分科会形式→シンポジウム形式）
・教育基本法公布 →全面改正

平成１９（２００７）年

・特集「公民館と子どもたち」ホームページ収録集発行
・県公連ホームページ：「福岡県内公立公民館等一覧」をインターネットで公開開始
・県公連ホームページの一部をＰＤＦファイルに再構築
・第６０回優良公民館文部科学大臣表彰 【飯塚市穂波公民館】

平成２０（２００８）年

・県公連ホームページ：公民館情報「ねっとわーく」（通巻１１１号）から〔特集：公民館と子ど
もたち〕 を 〔シリーズ：公民館と子どもたち〕に変更し、県内の公民館活動を継続紹介
・第６１回優良公民館文部科学大臣表彰 【朝倉市三奈木公民館】
・福岡県教育委員会の「生涯学習課」が「社会教育課」に名称変更
・福岡県公民館連合会会則の一部改正
・社会教育法等の一部を改正する法律施行
・社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について （文部科学事務次官通知）
・｢公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認について｣の改正等について
（文部科学省生涯学習政策局長通知）

平成２１（２００９）年

・第６２回優良公民館文部科学大臣表彰 【朝倉市甘木公民館】
・県公連財務検討委員会設置
・市町村合併による県公連表彰対象の変更（６６市町村→６０市町村）

平成２２（２０１０）年

・第６３回優良公民館文部科学大臣表彰 【朝倉市馬田公民館】
・県公連財務検討委員会「公民館連合会の事業や予算の在り方に関する検討報告」を評
議員会に提示

