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第８章 社 会 教 育

第１節 社会教育一般
１ 概要

⑴ 地域教育力の向上

子どもたちの育ちを支援するためには、地域社会全体で

支え合うことが重要である。そのために、地域の実情に即

して、学校・家庭・地域住民の連携を進めるとともに、そ

れぞれが主体的かつ確実にその役割を果たしながら、地域

の教育力向上を図ることができるよう、次の事業を実施し

た。

・青少年の体験活動の支援や家庭教育支援、社会教育施設

等での学習支援を行うボランティアの登録及びコーディ

ネートを推進する「体験活動・ボランティア推進センター

事業」

・地域住民の参画を得て、放課後等における子どもたちの

健全育成と安全安心な活動拠点づくりを推進する｢放課

後子どもプラン（放課後子ども教室）｣

・地域人材や社会教育団体などの参画を得て、学校と地域

が連携し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを

推進する「学校支援地域本部事業」

・大人も子どもも、ふくしまの文化に親しめる事業の展開

や地域文化に光をあて、観光も視野に入れた取組など、

文化関連施設相互の連携を深める「いきいき地域文化活

力創出事業」

⑵ 家庭教育

家庭教育は、子どもが基本的な生活習慣、生活能力、豊

かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本

的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーを身につける

上で重要な役割を担っている。

しかしながら、少子高齢化、高度情報化等、社会環境が

激しく変化する現在、子育てに関する課題等も多様化して

いる。そこで、地域ぐるみで子どもたちをはぐくむ仕組み

の構築に努めた。

⑶ 青少年教育

青少年の豊かな人間性や社会性をはぐくむためには、異

年齢の子ども同士や地域の大人等の関わりのもと、自然体

験、ボランティア活動、職業体験、交流体験、スポーツ・

文化活動等の様々な体験の機会の充実や社会環境づくりが

促進されることが必要である。

そのために、学校・家庭・地域が連携を進めながら、地

域ぐるみで青少年を育成する環境づくりが推進されるよう

次の事業を実施した。

・子どもの体験活動を奨励するとともに、子どもと大人が

共通の体験から得た思いや感動を十七音で表現する作品

づくりを通して、子どもの豊かな心を育成する｢十七字

のふれあい事業｣

⑷ 成人教育

地域における大人の持つ知識や技能、公民館等において

学習した成果などを、地域社会に還元する活動の重要性が

高まっていることから、地域の教育力の向上への取組と関

連させながら、成人の学習活動や社会参加活動を促進する

よう努めた。

⑸ 子どもの読書活動推進

平成22年3月に策定した「福島県子ども読書活動推進計

画（第二次）」を踏まえ、関係機関と連携して、地域で子

どもの読書活動を推進するボランティアの資質向上を図

り、学校図書館への支援等もできる人材の養成に努めた。

また、福島県子ども読書活動推進会議を開催し、読書活

動推進に向けた協議を行った。

⑹ ユネスコ活動

ユネスコ憲章の精神に基づく教育・科学・文化活動につ

いての理解を県民一般に広めるよう努めた。

(7) ふくしまっ子体験活動応援事業

子どもたちがのびのびと活動できる環境が少なくなって

いる折、心身ともにリラックスできる環境の中で体験活動

を実施する団体に対して、補助金を交付した。

２ 社会教育推進体制の充実

⑴ 社会教育行政の推進

福島県生涯学習・社会教育担当者会議

第１回 ※ 震災のため中止

第２回 日 時 平成24年2月10日（金）

場 所 西庁舎 講堂

参加者 55名

⑵ 社会教育主事の設置

市町村における社会教育活動の充実を図るため、社会教

育主事の設置促進に努めた。

⑶ 社会教育関係職員の研修

ア 市町村の社会教育主事や公民館職員、図書館職員、社

会教育指導員などの社会教育関係職員を対象とした研修

については、震災のため中止となった。

イ 国立教育政策研究所等で実施する専門的な研修講座へ

の計画的な派遣に努めた。

⑷ 各種社会教育関係団体等との連携

地域教育力向上を図る観点から、各種社会教育関係団体

等の果たす役割や学校、家庭、地域住民の連携を促進する

ための活動が重要であることから、各種社会教育関係団体

等との連携に努めた。

３ 社会教育施設の整備充実

⑴ 県立社会教育施設の整備充実

ア 県立図書館の整備充実

県民への図書館サービスの向上を図るため、図書館資

料や設備・備品等の整備充実に努めるとともに、平成21

年度に更新した｢県立図書館情報ネットワークシステム｣
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を活用して公立図書館や公民館図書室、学校図書館等と

の連携の強化に努めた。

イ 福島県自然の家の整備充実

自然の中での集団宿泊体験をとおして青少年の健全育

成を図る場や機会を拡充するため、自然の家の整備充実

に努めた。

⑵ 市町村立社会教育施設の整備促進

ア 公民館の整備促進

地域住民のための学習の拠点となる社会教育施設とし

て、多様化した学習ニーズに的確に対応し、充実した公

民館活動が行われるよう、市町村に対し、長期的な展望

に立った施設・設備の在り方について助言した。

イ 市町村立図書館の整備促進

市町村立図書館をおおむね２ヶ月に１回巡回して、図

書館運営の相談や相互賃借資料の運搬、各種資料の交流

等を行った。

(3) 災害復旧国庫補助事業

激甚災害に指定された東日本大震災で被災した、公立

社会教育施設の災害復旧事業を補助するため、災害査定

（現地調査）等の事務を行った。

４ 社会教育関係職員の研修

⑴ 公民館職員研修会

※ 震災のため中止

⑵ 福島県市町村社会教育担当者研修会

※ 震災のため中止

５ 社会教育研究集会

※ 震災のため中止

６ 社会教育指導員の設置

⑴ 設置数

※ 震災のため調査未実施

⑵ 福島県市町村社会教育指導員研修会（年２回）

ア 第１回

※ 震災のため中止

イ 第２回

※ 震災のため中止

７ 社会教育主事の市町村派遣

※ 平成22年度より派遣していない。

８ 社会教育研修会

⑴ 内容

社会教育推進上の諸問題についての協議等を通してそ

の方策を明らかにし、市町村における社会教育の振興・充

実に資する。

市町村職員及び社会教育委員等を対象として希望市町

村の計画に基づき実施する。

⑵ 対象

公民館職員、公民館運営審議会委員、社会教育委員

社会教育関係者

域内 期日 実施市町村 参加者

9月21日 本宮市 25人

10月12日 伊達市 77人

県北
10月19日 福島市 20人

11月15日 川俣町 26人

11月16日 二本松市 18人

11月29日 桑折町 28人

県中
8月25日 天栄村 25人

10月 5日 田村市 25人

県南
7月13日 塙町 21人

9月30日 棚倉町 16人

8月24日 北塩原村 14人

会津 9月 9日 三島町 10人

10月26日 喜多方市 18人

南会津 7月29日 南会津町 15人

相双 ＜実施なし＞

いわき ＜実施なし＞

合計 14箇所 参加者338

９ 福島県公民館研究集会

※ 震災のため中止

10 福島県公民館主事部会研修会

※ 震災のため中止
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11 社会教育職員研修派遣

⑴ 東北大学社会教育主事講習

ア 主催 東北大学教育学部

イ 期日 平成23年7月4日(月)福島県立図書館

平成23年8月1日(月)～8月23日(火)

東北大学教育学部

ウ 受講者数 ９名

エ 修了者名

域内 氏名 勤務先

県 北 高橋 英人 伊達市立上保原小学校

(1)

県 中 武田 治樹 郡山市教育委員会

(2) 伴 和香子 郡山市立柴宮小学校

会 津 飯塚 秀一 喜多方市立関柴小学校

(3) 菅井 公 会津坂下町立坂下小学校

渡辺 聡 会津坂下町立若宮小学校

いわき 馬場口勝彦 いわき市立江名小学校

(3) 吉田 裕史 いわき市教育委員会

夏目利江子 福島県立遠野高校

⑵ 国立教育政策研究所主催講習

ア 社会教育主事講習

(ｱ) 会場 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

(ｲ) 期日

ａ Ａ講習 平成23年7月20日(水)～8月24日(水)

ｂ Ｂ講習 平成24年1月19日(木)～2月24日(金)

(ｳ) 受講者数

ａ Ａ講習 ０名

ｂ Ｂ講習 ２名

(ｴ) 修了者名

域内 氏名 勤務先

Ａ講習(0)

Ｂ講習(2) 秋葉 英紀 福島市教育委員会

富塚 慶幸 福島市中央学習センター

イ 専門講座等

講座名 期間 受講者数

社会教育主事専門講座 11月16日（水） １名
～18日（金）

12 出版資料

資料名 部門 規格 頁数 発行部数

社会教育 №331 社会教育 Ａ４ ８ 2,000

第２節 地域教育力の向上
１ 概要

子どもたちの育ちを支援するためには、地域社会全体で支

え合うことが重要である。そのために、地域の実情に即して、

学校・家庭・地域住民の連携を進めるとともに、それぞれが

主体的かつ確実にその役割を果たしながら、地域の教育力向

上を図ることができるよう努めた。

２ 体験活動・ボランティア推進センター事業

⑴ 目的

青少年の社会性や思いやりの心など豊かな人間性を育む

ため、学校内外を通じた体験活動やボランティア活動の機

会の充実を図ることを目的に情報提供やコーディネート等

を行う推進センターを県に設置し、市町村並びに市町村セ

ンターにおける体験活動・ボランティア活動の推進体制を

支援する。

⑵ 内容

ア 本部センターの設置

(ｱ) 構成

・センター長（社会教育課長）

・副センター長（社会教育課主幹）

・コーディネーター（社会教育主事、指導主事）

(ｲ) 内容

・各種研修会に関すること

・連絡調整、情報収集、調査研究に関すること

・人材登録に関すること

・地域センターの統括、指導助言に関すること

イ 地域センターの設置

(ｱ) 構成

・センター長（教育事務所総務社会教育課長）

・コーディネーター（社会教育主事、指導主事）

(ｲ) 内容

・公民館及び学校の訪問指導に関すること

・連絡調整、情報収集、調査研究に関すること

・人材登録に関すること

・市町村センターとの連携に関すること

ウ 学校における推進体制の整備

(ｱ) 体験活動等推進委員会の開催

(ｲ) 推進委員会主任（教頭又は社会教育主事有資格者等）

の配置

エ 学習支援・読書支援・ノートテイク・外国出身者支援

・家庭教育支援・病院訪問学習支援ボランティアの登録

推進

(ｱ) 目的

青少年の体験活動の支援にあたるボランティアの登録

を促進するとともに、学校内外における青少年の体験活

動を支援することにより、地域の教育力の向上に寄与す

る。

(ｲ) 対象 ボランティアを推進する県民一般
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(ｳ) 内容

学習支援ボランティア、読書活動ボランティア、ノー

トテイクボランティア、外国出身者支援ボランティア、

家庭教育支援ボランティア、病院訪問学習支援ボランテ

ィアの登録や活動を支援する。

・学習支援ボランティア登録人数 354名

・読書活動ボランティア登録人数 188名

・ノートテイクボランティア登録人数 7名

・外国出身者支援ボランティア登録人数 25名

・家庭教育支援ボランティア登録人数 29名

・病院訪問学習支援ボランティア登録人数 19名

計 622名

３ 放課後子どもプラン

（放課後子ども教室推進事業）

⑴ 目的

すべての児童を対象とし、地域の方々の参画を得て、様

々な体験活動や交流活動を行う。「放課後子ども教室」を

設置し、放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所を

つくる。

⑵ 県事業

ア 推進委員会の設置【未設定】

(ｱ) 推進委員会委員 10名

ＮＯ. 委員名 役職名 備考

１ 学識経験者

２ 放課後児童クラブ関係者

３ 放課後子ども教室関係者

４ 市町村行政関係者（クラブ）

５ 市町村行政関係者（教室）

６ 学識経験者

７ 学校関係者

８ 社会教育関係者

９ 県行政関係者（保健福祉部）

10 県行政関係者（教育委員会）

(ｲ) 推進委員会の実施 年２回【中止】

イ 研修会の実施

(ｱ) 放課後子どもプラン研修会

○期日・会場・参加者数・主な活動

期 日：平成23年12月11日（日）

会 場：日大工学部(郡山市)

参加者数：163名

内 容

・講演「子どもの変化に対応した居場所づくり」

講師 千葉大学教育学部教授 明石要一 氏

・事例発表「西郷村放課後子ども教室」

「須賀川ぼたん児童クラブ」

「大玉村学校支援地域本部」

ウ 放課後子ども教室の実施

県立特別支援学校 （４教室）

・ 福島県立盲学校

・ 福島県立聾学校福島分校

・ 福島県立聾学校平分校

・ 福島県立平養護学校

⑶ 市町村事業

ア 運営委員会の実施

イ 子ども教室の実施

33市町村 125教室実施

４ 学校支援地域本部事業（文部科学省補助事業）

⑴ 目的

地域人材や団体などの参画を得て、学校と地域が連携し、

地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進する。

⑵ 県事業

ア 実践事例発表会の実施

(ｱ) 期日 平成23年12月11日（日）

(ｲ) 場所 日本大学工学部

(ｳ) 内容

○講演「子どもの変化に対応した居場所づくり」

国立大学法人千葉大学教育学部教授 明石 要一

○事例発表

「大玉村学校支援地域本部事業について」

大玉村学校支援地域本部

地域コーディネーター 伊藤 由美子

○グループ討議

「学校支援本部事業の改善に向けて」

(ｴ) 参加者 18名

⑶ 市町村委託

13の市町村（桑折町、大玉村、本宮市、鏡石町、田村

市、三春町、玉川村、西郷村、鮫川村、西会津町、三島

町、北塩原村、相馬市）で18の学校支援地域本部を設置

して実施した。

５ いきいき地域文化活力創出事業

⑴ 目的

大人も子どもも、ふくしまの文化に親しめる事業の展開

や地域文化に光をあて、観光も視野に入れた取組など、文

化関連施設相互の連携を深めた事業の実施により、文化の

振興や文化を生かした地域の教育力の向上を図る。

(2) 生誕400年記念 保科正之の時代展

ア 期 日：平成23年10月8日～11月27日

イ 会 場：福島県立博物館

ウ 関連事業：記念講演会、シンポジウム等の開催

エ 入館者数：5,121人

(3) 会津・漆の芸術祭2011～東北へのエール～

ア 期 日：平成23年10月1日～11月23日

イ 会 場：会津若松市、喜多方市内（公開展示箇所38

ヶ所）

ウ 参加アーティスト：96組 出品作品数：96点

エ 来場者数：93,000人
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※ 「水文化に関する連携事業」「文化施設間の連携事業

の推進」は震災により中止

第３節 家庭教育
１ 概要

家庭教育は、子どもが基本的な生活習慣、生活能力、豊か

な情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的倫

理観、自立心や自制心、社会的なマナーを身につける上で重

要な役割を担っている。

しかしながら、少子高齢化、高度情報化等、社会環境が激

しく変化する現在、子育てに関する課題等も多様化している。

そこで、家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育について

の学習機会の提供や家庭教育サポートブックの活用など子育

てを支援する体制を整備するなどの取組の推進に努めた。

２ 子どもをはぐくむ家庭・地域支援事業

⑴ 目的

保護者が子育て意欲を高め、自信を持って役割を果たせ

るようにするために、関係団体等との連携により諸事業を

展開する。また、家庭の教育力を高め、子育て力の向上を

図るために、子育て不安や悩みを抱える保護者や、特に支

援の必要な家庭等への働きかけを行う人材を養成するとと

もに、地域ぐるみで子どもたちをはぐくむ仕組みを構築す

る。さらに、次代の親となる十代の子どもたちの学びの場

を作る。

⑵ 子どもをはぐくむ地域実践プロジェクト

ア 福島県地域家庭教育推進協議会

第１回 平成23年11月24日（木）

杉妻会館

第２回 平成24年3月19日（木）

ふくしま中町会館

イ 地域家庭教育推進各地区ブロック会議

各教育事務所管内（7箇所）

各地区２回実施

ウ 家庭教育各地区ブロックセミナー

① 家庭教育会津地区ブロックセミナー

期 日：平成23年11月26日（土）

会 場：会津若松市北会津公民館他

参加者：123名

内 容：講演「子どもたちの生きる力の育成に向

けて」

講師 福島大学人間発達学類

教授 浜島京子 氏

問題提起・分科会

② 家庭教育南会津地区ブロックセミナー

期 日：平成24年2月4日（土）

会 場：南会津町御蔵入交流館

参加者：80名

内 容：講演「『十七字のふれあい』事業をとお

して考える家庭教育」

講師 元県教育庁生涯学習・文化ス

ポーツ領域社会教育グループ

参事 佐々木孝司氏

問題提起・分科会

※ 震災により、県北・県中・県南・相双・いわき地区は

中止

⑶ 地域子育てサポートチーム養成事業

※ 震災により中止

⑷ 次代の親づくり応援事業

※ 震災により中止

第４節 青少年教育
１ 概要

青少年の豊かな人間性や社会性をはぐくむためには、異年

齢の子ども同士や地域の大人等の関わりのもと、自然体験、

ボランティア活動、職業体験、交流体験、スポーツ・文化活

動等の様々な体験の機会の充実や社会環境づくりが促進され

ることが必要である。

そのために、学校・家庭・地域が連携を進めながら、地域

ぐるみで青少年を育成する環境づくりが推進されるよう努めた。

２ 十七字のふれあい事業

⑴ 目的

家庭・学校・地域が連携を進め、地域ぐるみで子どもの

体験活動を奨励し、子どもと大人、子どもと子どもが共通

の体験から得た思いや感動を十七音で表現する作品づくり

を通して、子どもの豊かな心を育成する。

⑵ 内容

ア 応募期間 7月20日～9月30日

イ 応募総数 32,261組

ウ 最終審査会 平成23年11月30日

エ 審査員 津村 栄、坂本 忠雄、清野 要

オ 表彰式 平成24年1月20日（金）杉妻会館

カ 入賞数 最優秀賞5組、優秀賞5組、佳作10組

⑶ 広報・普及活動

ア 募集・応募

県内各幼稚園、保育園、小・中学校、高等学校、特別

支援学校、社会教育施設、教育事務所等にチラシ・応募

用紙を配布した。また、社会教育課のホームページに掲

載した。

イ 事後の広報

社会教育課においては、入賞作品集を作成し、各学校

や社会教育施設等へ配布した。各教育事務所においては、

域内で入選した作品集を作成し、事業の普及に努めた。

※ 特別企画「十七字のふれあい」10周年記念事業は、震

災により中止
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第５節 成人教育
１ 概要

地域における大人の持つ知識や技能、公民館等において学

習した成果などを、地域社会に還元する活動の重要性が高ま

っていることから、地域の教育力の向上への取組と関連させ

ながら、成人の学習活動や社会参加活動を促進するよう努めた。

第６節 子どもの読書活動推進
１ 概要

平成22年3月に策定した「福島県子ども読書活動推進計画

（第二次）」を踏まえるとともに、機会をとらえて子どもの

読書活動を推進するための研修会を開催するなど啓発、広報

に努めた。

また、子ども読書活動を推進するため、ボランティアの育

成等を目指し、「子ども読書活動推進研修講座」を県内４地

区で実施した。

２ 子ども読書活動推進会議の設置

⑴ 目的

福島県子ども読書活動推進計画に沿って、読書活動推進に

向けた取組等について協議・評価を行う。

(2) 子ども読書推進会議委員

氏 名 職業等 区 分

生駒 恭子 ほうとく幼稚園副園 幼稚園又は保育所等
長 の関係者

相樂 悦子 郡山市立柴宮小学校 学校図書館関係者
校長

小野間幸一 本宮市しらさわ夢図 公立図書館等の関係
書館館長 者

高野 保夫 国立大学法人福島大 学識経験者
学名誉教授

平野 澄子 読み聞かせボランテ 公募
ィア

山田 典子 元 福島県 PTA 連合 社会教育関係者
会母親代表

３ 子ども読書活動推進事業

(1) 子ども読書活動推進研修講座

県北 平成23年9月29日（木）

～平成23年10月1日（土）福島県立図書館

受講者 35名（内受講修了者 22名）

県南 平成23年11月15日（火）

～平成23年11月17日（木）白河市立図書館

受講者 84名（内受講修了者 45名）

会津 平成23年12月7日（水）

～平成23年12月9日（金）会津稽古堂

受講者 79名（内受講修了者 42名）

県中 平成24年1月11日（水）

～平成24年1月13日（金）郡山市労働福祉会館

受講者 36名（内受講修了者 24名）

※ 南会津・相双・いわきについては、震災により中止

(2) 子どもの読書と科学のコラボ事業

※ 震災により中止

(3) 親子ふれあい家庭読書推進事業

※ 震災により中止

第７節 ユネスコ活動
１ 概要

ユネスコ憲章の精神に基づく教育・科学・文化活動につい

ての理解を県民一般に広めるとともに研修の機会を提供し

て、ユネスコ活動の充実発展に努めた。

本県には、以下の協会が組織され、県内の各地において国

際平和と人類の福祉に貢献する民間活動が展開されている。

県教育委員会としても、積極的に普及の啓発と民間ユネスコ

運動の支援に努めた。

２ ユネスコ協会事務局一覧

協会名 会長名 事務局 事務局長 設立年月日

須賀川地 岩田悦次郎 市教委生涯学習 橋本 恵光 S46.9.13
方ユネス 課内
コ協会 須賀川市八幡町

１３５

いわきユ 草野 拓郎 市教委生涯学習 佐久間静子 S51.10.23
ネスコ協 課内
会 いわき市堂根町

４－８

郡山ユネ 過足 満雄 学校法人尚志学 宗像 金三 S53.1.24
スコ協会 園高等学校内

郡山市大槻町字担
ノ腰２

白河ユネ 小野 利廣 市教委生涯学習 羽川 友美 S53.11.19
スコ協会 課内

白河市八幡町７
－１

福島ユネ 河田 亨 市中央学習セン 阿部 隆 S55.7.19
スコ協会 ター内

福島市松木町１
－７

会津ユネ 佐藤 誠次 市教委生涯学習 黒沼 淳子 S55.11.16
スコ協会 課内

会津若松市栄町
５－１７

川俣ユネ 佐藤 好弘 町教育委員会内 遠藤貴美子 H16.11.26
スコ協会 伊達郡川俣町字

樋ノ口３０

福島県ユ 河田 亨 福島市笹谷字道 境野 啓二 S56.12.5
ネスコ連 場２９－９
絡協議会 境野啓二宅
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３ 福島県ユネスコ活動研修会

※ 震災のため中止

第８節 ふくしまっ子体験活動応援事業

１ 目的

子どもたちがのびのびと活動できる環境が少なくなって

いる折、心身ともにリラックスできる環境の中で体験活動

を実施する団体に対して、補助金を交付する。

２ 内容

⑴ ふくしまっ子体験活動応援補助事業

・対 象 者：県内の幼児、小・中学校、特別支援学校

小学部・中学部の児童生徒及び引率者等

・対象期間：7月から9月末、10月から3月末まで延長

・実施内容：県内で自然体験活動等を実施する場合、

宿泊費等を補助する。

・補助基準：一人当たり

①宿泊費 1泊7千円上限 7泊まで（食費

を含む）

②交通費・体験活動費 5千円上限

③保険料 1千円上限

⑵ 自然の家体験活動応援事業

・対 象 者：県内の小・中学生とその保護者（乳幼児

含む）

・対象期間：7月から9月末、10月から3月末まで延長

・場 所：会津自然の家

・補助基準：一人当たり

①日帰り開放プラン 実施回数13回

②宿泊体験プラン 実施回数 7回

⑶ 移動教室体験活動応援補助事業

・対 象 者：県内の小・中学校、特別支援学校小学部・

中学部の児童生徒及び引率者等

・対象期間：10月から3月末まで

・実施内容：教育課程に位置づけられている教科、総

合的な学習、特別活動（学校行事等）な

どをよりよい環境のもとで行うための必

要経費を補助する。

・補助基準：①宿泊費 一人当たり1泊7千円上限 延

べ30泊まで

②交通費 移動に係る交通費

③旅費 事前調査のための費用

④報償費 外部講師・看護師・ボランテ

ィアスタッフ等の費用

⑤使用料・賃借料 1団体当たり1日3万円

上限

⑥活動費 一人当たり1日7千円上限

⑦保険料 一人当たり 1千円上限

第９節 公民館等社会教育施設
１ 概要

地域住民のための学習の拠点となる社会教育施設として、

多様化した学習ニーズに的確に対応し、充実した公民館活動

や図書館サービスが行われるよう助言した。

２ 公民館を除く主な社会教育施設

※震災により休館中の施設を含む

⑴ 図書館の設置状況

名 称 所在地・電話番号 設置者

県 福島県立図書館 福島市森合字西養山１ 福島県

立 ０２４－５３５－３２１８

福島市立図書館 福島市松木町１－１ 福島市

０２４－５３１－６５５１

福島市西口ライ 福島市三河南町１－２０ 福島市

ブラリー ０２４－５２５－４０２３

福島市子どもラ 福島市早稲町１－１（こむ 福島市

イブラリー こむ内）

０２４－５２６－４２００

伊達市立図書館 伊達市箱崎字川端７ 伊達市

０２４－５５１－２１３２

二本松市立二本 二本松市本町１丁目１０２ 二本松市

松図書館 番地

０２４３－２３－５０８２

市 二本松市立岩代 二本松市小浜字藤町２４２ 二本松市

図書館 番地

町 ０２４３－５５－３２５５

しらさわ夢図書 本宮市白岩字堤崎５００ 本宮市

村 館 ０２４３－４４－２１１２

郡山市中央図書 郡山市麓山一丁目５－２５ 郡山市

立 館 ０２４－９２３－６６０１

郡山市希望ケ丘 郡山市希望ケ丘１－５ 郡山市

図書館 ０２４－９６１－１６００

郡山市安積図書 郡山市安積一丁目３８ 郡山市

館 ０２４－９４６－８８５０

郡山市富久山図 郡山市富久山町福原字泉崎 郡山市

書館 １８１－１

０２４－９２１－００３０

須賀川市図書館 須賀川市八幡町１３４ 須賀川市

０２４８－７５－３３０９

須賀川市長沼図 須賀川市長沼字金町８５ 須賀川市

書館 ０２４８－６７－２１３８

須賀川市岩瀬図 須賀川市柱田字中地前２２ 須賀川市

書館 番地

０２４８－６５－３５４９

鏡石町図書館 鏡石町旭町４４０－６ 鏡石町

０２４８－６２－１２８８

古殿町図書館 古殿町松川字横川２３５ 古殿町

０２４７－５３－２３０５
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名 称 所在地・電話番号 設置者

三春町町民図書 三春町字大町１２－１ 三春町

館 ０２４７－６２－３３７５

小野町ふるさと 小野町大字小野新町字中通２ 小野町

文化の館・図書館 ０２４７－７２－２１２０

田村市図書館 田村市船引町船引字扇田１９ 田村市

０２４７－８２－１００１

田村市図書館滝 田村市滝根町神俣字町４８ 田村市

根分館 －１

０２４７－７８－２００１

田村市図書館大 田村市大越町上大越字元池 田村市

越分館 ８７－５

０２４７－７９－２１６１

田村市図書館常 田村市常葉町常葉字町裏１ 田村市

葉分館 ０２４７－７７－２２１１

田村市図書館都 田村市都路町古道字遠下前

路分館 ８７ 田村市

市 （休館中） ０２４７－７５－２０６３

白河市立図書館 白河市手代町２２－１

０２４８－２３－３２５０ 白河市

白河市東図書館 白河市東釜子字狐内４７

０２４８－３４－１１３０ 白河市

町 中山義秀記念文 白河市大信町屋字沢田２５

学館 ０２４８－４６－３６１４ 白河市

矢吹町図書館 矢吹町小松４８１

０２４８－４４－３５９５ 矢吹町

泉崎図書館 泉崎村大字泉崎字舘２４－

９ 泉崎村

０２４８－５３－４７７９

棚倉町立図書館 棚倉町大字棚倉字城跡２６

村 －２ 棚倉町

０２４７－３３－４３４２

塙町立図書館 塙町大字塙字栄町６８－６

０２４７－４３－０８０８ 塙町

矢祭もったいな 矢祭町大字東舘字石田２５

立 い図書館 ０２４７－４６－４６４６ 矢祭町

鮫川村図書館 鮫川村大字赤坂中野字新宿

６４－２ 鮫川村

０２４７－２９－１１５０

会津若松市立会 会津若松市城東町２－３ 会津若松

津図書館 ０２４２－２７－１７８４ 市

喜多方市立図書 喜多方市字柳原７５０３－ 喜多方市

館 １

０２４１－２２－１８５５

南会津町図書館 南会津町田島字宮本東２２ 南会津町

０２４１－６２－５５２２

名 称 所在地・電話番号 設置者

相馬市図書館 相馬市中村字塚ノ町６５－ 相馬市

１６

０２４４－３７－２６３０

新地町図書館 新地町谷地小屋字樋掛田 新地町

４０－１

０２４４－６２ー５０３１

南相馬市立中央 南相馬市原町区朝日町二丁 南相馬市

図書館 目７－１

０２４４－２３－７７８９

南相馬市立鹿島 南相馬市鹿島区寺内字迎田 南相馬市

図書館 ２２－１

０２４４－４６－５１１６

南相馬市立小高 南相馬市小高区本町二丁目 南相馬市

市 図書館 ８９－１

（休館中） ０２４４－４４－３０４９

浪江町図書館 浪江町権現堂字矢沢町６－１ 浪江町

（休館中） ０２４０－３４－５０２４

双葉町図書館 双葉町大字長塚字鬼木１

町 （休館中） ０２４０－３３－４２１４ 双葉町

大熊町図書館 大熊町大字下野上字大野

（休館中） ６６９－３ 大熊町

０２４０－３２－３０１１

富岡町図書館 富岡町大字本岡字王塚

村 （休館中） ６２２－１ 富岡町

０２４０－２１－３６６５

いわき市立総合 いわき市平字田町１２０

図書館 ０２４６－２２－５５５２ いわき市

いわき市立内郷 いわき市内郷綴町榎下４０-１

立 図書館 ０２４６－４５－１０３０ いわき市

いわき市立小名 いわき市小名浜字愛宕上７-２

浜図書館 ０２４６－５４－９２５７ いわき市

いわき市立常磐 いわき市常磐関船町作田１

図書館 ０２４６－４４－６２１８ いわき市

いわき市立勿来 いわき市植田町南町１丁目

図書館 ２－２ いわき市

０２４６－６２－７４３１

いわき市立四倉 いわき市四倉町字東一町目

図書館 ５０ いわき市

０２４６－３２－５９８０

法 クローバー子供 郡山市開成６丁目３４６－ ㈶金森

人 図書館 １ 和心会

０２４－９３２－２１１８
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⑵ 博物館の設置状況

ア 登録博物館及び相当施設

名 称 所在地・電話番号
設置者
種別
登録・指定年月日

福島県立美 福島市森合字西養山１ 福島県

術館 ０２４－５３１－５５１１ 美術博物館

５９．７．１６

福島県立博 会津若松市城東町 福島県

物館 １－２５号 総合博物館

０２４２－２８－６０００ ６１．１１．２８

須賀川市立 須賀川市池上町６ 須賀川市

博物館 ０２４８－７５－３２３９ 歴史博物館

４６．７．１０

いわき市立 いわき市平字堂根町４－ いわき市

美術館 ４ 美術博物館

０２４６－２５－１１１１ ５９．９．３

郡山市立美 郡山市安原町字大谷地 郡山市

術館 １３０－２ 美術博物館

０２４－９５６－２２００ 平５．１．２０

南相馬市博 南相馬市原町区牛来字出 南相馬市

物館 口１９４ 総合博物館

０２４４－２３－６４２１ 平８．５．９

登 野口英世記 猪苗代町大字三ツ和字前 (財)野口英世記念会

念館 田８１ 歴史博物館

録 ０２４２－６５－２３１９ ２９．１０．２１

会津民俗館 猪苗代町大字三ツ和字前 （財）会津民俗館

博 田３３－１ 歴史博物館

０２４２－６５－２６００ ５５．１０．３

物 白虎隊記念 会津若松市一箕町大字八 (財)白虎隊記念館

館 幡字弁天下３３ 歴史博物館

館 ０２４２－２４－９１７０ ６３．６．３０

奥会津博物 南会津町糸沢字西沢山 南会津町

相 館 ３６９２－２０ 歴史博物館

０２４１－６６－３０７７ 平２１．６．１６

当 諸橋近代美 北塩原村大字桧原字剣ヶ (財)諸橋近代美術館

術館 峰１０９３－２３ 美術博物館

施 ０２４１－３７－１０８８ 平１１．８．１７

藤田記念博 白河市五郎窪３７－１ (財)藤田教育振興会

設 物館 ０２４８－２４－１７８０ 美術博物館

５４．９．１

やないづ 柳津町柳津字下平乙 柳津町

町立齋藤 １８７ 美術博物館

清美術館 ０２４１－４２－３６３０ 平１１．９．２８

龍が城美術 いわき市平字旧城跡２７ （財）白龍会

館 ０２４６－２２－１６０１ 美術博物館

３０．２．１０

会津武家 会津若松市東山町大字石 （株）会津武家

屋敷会津歴 山字院内１ 屋敷歴史博物館

史資料館 ０２４２－２８－２５２５ ５６．１１．２５

安積歴史 郡山市開成５ー２５－ (財)安積歴史博物館

博物館 ６３ 歴史博物館

０２４－９３８－０７７８ ５９．９．８

磐梯山噴火 北塩原村桧原字剣ヶ峰 (株)ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊｳｽ目黒

記念館 １０９３－３６ 科学博物館

０２４１－３２－２８８８ 平５．７．１

會津藩校 会津若松市河東町南高野 （株）会津武家屋

日新館 字高塚山１０番地 敷歴史博物館

０２４２－７５－２５２５ 平１２．１１．２８

イ 類似施設

名 称 所在地・電話番号 設置者

ふくしま海洋 いわき市小名浜字辰巳町５０ 福島県

科学館 ０２４６－７３－２５２５

福島県文化財 白河市白坂一里段８６ 福島県

センター白河館 ０２４８－２１－０７００

福島県歴史資 福島市春日町５－５４ 福島県

料館 ０２４－５３４－９１９３

ふれあい歴史 福島市上町５－１ 福島市

館（福島市資 ０２４－５２１－５３１８

料展示室）

福島市民家園 福島市上名倉字大石前地内 福島市

０２４－５９３－５２４９

福島市古関裕 福島市入江町１－１ 福島市

而記念館 ０２４－５３１－３０１２

福島市写真美 福島市森合町１１－３６ 福島市

術館 ０２４－５３４－９７７７

ＵＦＯふれあ 福島市飯野町大字青木字小手神 福島市

い館 森１－２９９

０２４－５６２－２００２

民俗資料展示 福島市飯野町大字明治字北小戸明 福島市

室 利６０

川俣町織物展 川俣町鶴沢字東１３－１ 川俣町

示館 ０２４－５６５－４８８９

伊達市梁川美 伊達市梁川町字中町１０ 伊達市

術館 ０２４－５２７－２６５６

伊達市保原歴 伊達市保原町大泉字宮脇２６５ 伊達市

史文化資料館 ０２４－５７５－１６１５

霊山子どもの 伊達市霊山町石田字宝司沢 伊達市

村遊びと学び ９－１

のミュージアム ０２４－５８９－２２１１

二本松市歴史 二本松市本町１－１０２ 二本松

資料館 ０２４３－２３－３９１０ 市

二本松市智恵 二本松市油井字漆原町３６ 二本松

子記念館 ０２４３－２２－６１５１ 市

あだたらふる 大玉村玉井字西庵１８３ 大玉村

さとホール ０２４３－４８－２５６９

歴史民俗資料 本宮市字南町裡１３０ 本宮市

館 ０２４３－３３－２５４６

白沢ふれあい 本宮市白岩字堤崎４９４－４４ 本宮市

文化ホール ０２４３－４４－３１８５

郡山市開成館 郡山市開成３－３－７ 郡山市

０２４－９２３－２１５７

郡山市歴史資 郡山市麓山１－８－３ 郡山市

料館 ０２４－９３２－５３０６

郡山市こおり 郡山市豊田町３－５ 郡山市

やま文学の森 ０２４－９９１－７６１０

資料館

郡山市ふれあ 郡山市駅前２－１１－１ビッグ 郡山市

い科学館 アイ２０Ｆ～２４Ｆ

０２４－９３６－０２０１

須賀川市歴史 須賀川市長沼字門口１８６ 須賀川

民俗資料館 ０２４８－６７－２０３０ 市

古殿町郷土文 古殿町大字松川字横川２３５ 古殿町

化保存伝習施 ０２４７－５３－２３０５

設

天栄村ふるさ 天栄村大字大里字八石１－２ 天栄村

と文化伝承館 ０２４８－８１－１０３０

石川町歴史民 石川町字高田２００－２ 石川町

俗資料館 ０２４７－２６－３７６８

浅川町歴史民 浅川町大字浅川字背戸谷地 浅川町

俗資料館 １４４－６
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名 称 所在地・電話番号 設置者

吉田富三記念 浅川町大字袖山字森下２８７ 財団

館 ０２４７－３６－４１２９ 法人

三春町歴史民 三春町字桜谷５ 三春町

俗資料館 ０２４７－６２－５２６３

三春郷土人形 三春町字大町３０ 三春町

館 ０２４７－６２－７０５３

小野町ふるさ 小野町大字小野新町字中通２ 小野町

と文化の館・ ０２４７－７２－２１２０

郷土資料館

田村市歴史民 田村市船引町船引字四城内前 田村市

俗資料館 １９６番地

白河市歴史民 白河市中田７－１ 白河市

俗資料館 ０２４８－２７－２３１０

白河集古苑 白河市郭内１－７３ 白河市

０２４８－２４－５０５０

中山義秀記念 白河市大信町屋字沢田２５ 白河市

文学館 ０２４８－４６－３６１４

白河市大信ふ 白河市大信町屋字沢田２５ 白河市

るさと文化伝 ０２４８－４６－３６１４

承館

泉崎資料館 泉崎村大字泉崎字舘２４－９ 泉崎村

０２４８－５３－４７７７

あぶくま高原 塙町大字那倉字吉元８６－１ 塙町

美術館 ０２４７－４２－２５１０

矢祭町歴史民 矢祭町大字東舘字石田２５ 矢祭町

俗資料館

国指定名勝会 会津若松市花春町８－１ 会津

津松平氏庭園 ０２４２－２７－２４７２ 若松市

若松城天守閣 会津若松市追手町１－１ 会津

０２４２－２７－４００５ 若松市

茶室麟閣 会津若松市追手町１－１ 会津

０２４２－２７－４００５ 若松市

会津町方伝承 会津若松市大町２－８－８ 会津

館 ０２４２－２２－８６８６ 若松市

いなわしろ 猪苗代町大字長田字東中丸 財団

淡水魚館 ３４４－４ 法人

０２４２－６５－２４８１

喜多方市郷土 喜多方市柳原７５０３－１

民俗館 ０２４１－２２－４１５４ 喜多方市

喜多方蔵の里 喜多方市字押切２丁目１０９

０２４１－２２－６５９２ 喜多方市

喜多方市美術 喜多方市押切２丁目２

館 ０２４１－２３－０４０４ 喜多方市

喜多方市高郷 喜多方市高郷町上郷字天神後戊

郷土資料館 ４１７ 喜多方市

０２４１－４４－２７６５

会津坂下町五 会津坂下町字台ノ下８４２ 会津坂下

浪美術記念館 ０２４２－８４－１２３３ 町

ほっとｉｎ 柳津町大字柳津字下平乙 柳津町

やないづ １５１－１

縄文館 ０２４１－４１－１０７７

会津美里町 会津美里町米田字堂ノ後甲１４９ 会津美里

民俗資料館 ０２４２－７８－２００７ 町

三島町交流セ 三島町名入字諏訪ノ上４１８ 三島町

ンター山びこ ０２４１－５２－２１６５

からむし工芸 昭和村大字佐倉字上ノ原１ 昭和村

博物館 ０２４１－５８－１６７７

旧南会津郡 南会津町田島字丸山甲４６８１ 南会津町

役所 ０２４１－６２－３８４８

名 称 所在地・電話番号 設置者

久川城資料館 南会津町青柳字久川２４ 南会津町

奥会津南郷 南会津町界字川久保５５２ 南会津町

民俗館 ０２４１－７３－２８２９

檜枝岐村歴史 檜枝岐村字下ノ原８８７－２ 檜枝岐村

民俗資料館 ０２４１－７５－２３４２

会津只見考古 只見町大字大倉字窪田３３ 只見町

館 ０２４１－８６－２１７５

河井継之助 只見町大字塩沢字上ノ台８５０－５ 只見町

記念館 ０２４１－８２－２８７０

相馬市歴史 相馬市中村字大手先１３ 相馬市

民俗資料館 ０２４４－３７－２１９１

鹿島歴史民俗 南相馬市鹿島区西町３－１ 南相馬市

資料館 ０２４４－４６－４２８１

埴谷島尾記念 南相馬市小高区本町２－８９－１ 南相馬市

文学資料館 ０２４４－４４－３０４９

葛尾村郷土文 葛尾村落合字落合１１ 葛尾村

化保存伝習館 ０２４０－２９－２００８

双葉町歴史 双葉町大字新山字本町２７－１ 双葉町

民俗資料館 ０２４０－３３－４７６３

大熊町民俗 大熊町大字下野上字大野６６９－３ 大熊町

伝承館 ０２４０－３２－３０１１

富岡町歴史 富岡町大字本岡字王塚６２２－１ 富岡町

民俗資料館 ０２４０－２２－２６２６

楢葉町歴史 楢葉町大字北田字鐘突堂５－４ 楢葉町

資料館 ０２４０－２５－２４９２

いわき市石炭 いわき市常磐湯本町向田３－１ いわき市

・化石館 ０２４６－４２－３１５５

いわき市勿来 いわき市勿来町関田長沢６－１ 財団法人

関文学歴史館 ０２４６－６５－６１６６

いわき市 いわき市大久町大久字鶴房 いわき市

アンモナイト １４７－２

センター ０２４６－８２－４５６１

いわき市考古 いわき市常磐湯本町手這５０－１ いわき市

資料館 ０２４６－４３－０３９１

いわき市立草 いわき市小川町高萩字下夕道 いわき市

野心平記念文 １－３９

学館 ０２４６－８３－０００５

いわき市草野 いわき市小川町上小川字植ノ内 いわき市

心平生家 ６－１

０２４６－８３－０００５

いわき市暮ら いわき市鹿島町下矢田字散野 いわき市

しの伝承郷 １４－１６

０２４６－２９－２２３０

原郷のこけし 福島市荒井字横塚３－１８３ 財団法人

群西田記念館 ０２４－５９３－０６３９

種徳美術館 桑折町字陣屋１２ 桑折町

０２４－５８２－５５０７

東北サファリ 二本松市沢松倉１ 株式会社

パーク ０２４３－２４－２３３６

デコ屋敷資料 郡山市西田町高柴字福内４１ 私人

館 ０２４－９７１－３９００

ふくしまの森科 須賀川市虹の台１００ 財団法人

学体験センター ０２４８－８９－１１２０

（有）大桑原 須賀川市大桑原字竹ノ花１３ 有限会社

つつじ園 ０２４８－７６－５８５７

(株)エイトファ 三春町大字斉藤字仁井道１２６ 株式会社

ーム三春ハー ０２４－９４２－７９３９

ブガーデン
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名 称 所在地・電話番号 設置者

リカちゃんキ 小野町小野新町中通５１－３ 株式会社

ャッスル ０２４７－７２－６３６４

フラワーワー 白河市南湖５９ 私人

ルド ０２４８－２３－２１００

南湖神社宝物 白河市字菅生舘２ 私人

館 ０２４８－２３－３０１５

木の博物館 塙町大字伊香字松原１６０－１３ 有限会社

０２４７－４３－１４８０

会津酒造歴史 会津若松市東栄町８－７ 株式会社

館 ０２４２－２６－００３１

会津葵シルク 会津若松市追手町４－６ 株式会社

ロード文明館 ０２４２－２７－１００１

（社）福島県 会津若松市大町１－７－３ 社団法人

伝統産業会館 ０２４２－２４－５７５７

大和川酒造北 喜多方市字寺町４７６１ 私人

方風土館 ０２４１－２２－２２３３

喜多方蔵品美 喜多方市梅竹７２９４－４ 私人

術館 ０２４１－２４－３５７６

桐の博物館 喜多方市押切南２－１２ 私人

０２４１－２２－１９１１

うるし美術博 喜多方市字東町４０９５ 株式会社

物館 ０２４１－２４－４１５１

御蔵入細井家 南会津町静川字風下甲１７５ 私人

資料館 ０２４１－６２－０９０６

⑶ 青少年教育関係施設の設置状況

種 別 施設名 所在地・電話番号 設置者

福島県郡山 郡山市逢瀬町多田野字中丸山４６ 福島県

県 自然の家 ０２４－９５７－２１１１

福島県会津 会津坂下町大字八日沢字西東山 福島県

設 自然の家 ４４９５－１

０２４２－８３－２４８０

置 福島県いわ いわき市久之浜町田之網字向山 福島県

き海浜自然 ５３

の家 ０２４６－３２－７７００

国立那須甲 西郷村大字真船字村火６－１ 文部科学

教 子青少年自 ０２４８－３６－２３３１ 省

然の家

育 国立磐梯青 猪苗代町字五輪原７１３６－１ 文部科学

少年交流の ０２４２－６２－２５３０ 省

施 家

市町村（条 ３９施設（別掲）

設 例）設置

他県設置等 １２施設（別掲）

《市町村（条例）設置３９施設》

名称 所在地・電話番号 設置者

福島県青少年会 福島市黒岩字田部屋５３－５ 財団法人

館 ０２４－５４６－８３１１

福島市社会教育 福島市庭坂字砥石山４０－１３ 福島市

会館「こぶし荘」０２４－５９１－３３６６

福島市社会教育 福島市立子山字金井作１ 福島市
会館「立子山自 ０２４－５９７－２９５１
然の家」

福島市勤労青少 福島市入江町１－１ 福島市

年ホーム ０２４－５３１－６２２１

福島市子どもの 福島市早稲町１－１ 福島市

夢を育む施設 ０２４－５２４－３１３１

二本松市青年の 二本松市榎戸１－９２ 二本松市

家 ０２４３－２３－５１２１

二本松市二本松 二本松市榎戸１－９２ 二本松市

勤労青少年ホーム ０２４３－２３－５１２１

二本松市安達勤 二本松市油井字濡石３－１ 二本松市

労青少年ホーム ０２４３－２３－３７２１

本宮市勤労青少 本宮市字矢来３９－１ 本宮市

年ホーム ０２４３－３３－２６１１

郡山市青少年会 郡山市大槻町字漆棒８２ 郡山市

館 ０２４－９６１－８２８２

郡山市少年湖畔 郡山市湖南町横沢字村西１１２ 郡山市

の村 ０２４－９８２－２１１５

郡山勤労青少年 郡山市麓山１丁目８－４ 郡山市

ホーム ０２４－９３２－３０２７

須賀川市市民の 須賀川市塩田字音森２０ 須賀川市

森 ０２４８－７９－２１８７

須賀川市勤労青 須賀川市和田字柏崎４４ 須賀川市

少年ホーム ０２４８－６３－２１５４

須賀川市ふれあ 須賀川市長禄町７９ 須賀川市

いセンター ０２４８－７２－０２００

鏡石町勤労青少 鏡石町中央５９ 鏡石町

年ホーム ０２４８－６２－２１１５

鏡石町ふれあい 鏡石町小栗山７１ 鏡石町

の森公園 ０２４８－８３－２３８１

三春町児童生活 三春町字大町７－１ 三春町

センター ０２４７－６２－８６６６

田村市船引児童 田村市船引町船引字石田１５１ 田村市

館 ０２４７－８２－０６９０

小野町勤労青少 小野町大字小野新町字中道２ 小野町

年ホーム ０２４７－７２－２１２５

石川町勤労青少 石川町当町４１８－１ 石川町

年ホーム ０２４７－２６－２５６６

聖ケ岩ふるさと 白河市大信隈戸５７及び５９林班地内 白河市

の森 ０２４８－４６－２４７１

会津若松市勤労 会津若松市城東町１４－５２ 会津若松

青少年ホーム ０２４２－２６－６６６２ 市

会津若松市少年 会津若松市城東町１５－６２ 会津若松

の家 市

青少年研修セン 喜多方市熱塩加納町加納字村前乙 喜多方市

ター(わらび学園) ５４９

喜多方市勤労青 喜多方市舞台田３１１９－１ 喜多方市

少年ホーム ０２４１－２２－１４０３

びわ沢原森林公 猪苗代町字琵琶沢原７０９５ 猪苗代町

園 ０２４２－６２－３２９１

三島町生涯学習 三島町西方字上原３５８０ 三島町
センター森の校 ０２４１－４８－５５７７
舎カタクリ

御蔵入の里会津 南会津町糸沢字西沢山３６９２－２０ 南会津町

山村道場 ０２４１－６６－２１０８
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名称 所在地・電話番号 設置者

野外活動施設 南会津町多々石字多々石入８７２ 南会津町

（開墾小屋） －２１６

針生青少年旅行 南会津町針生字宮ノ下１７３４－１ 南会津町

村 ０２４１－６２－６２００

南相馬市勤労青 南相馬市原町区三島町２－４５ 南相馬市

少年ホーム ０２４４－２２－２０４７

南相馬市鹿島Ｂ 南相馬市鹿島区烏崎字牛島３ 南相馬市

＆Ｇ海洋センター ０２４４－４６－４８４８

新地町勤労青少 新地町大字福田字中里１５－１ 新地町

年ホーム ０２４４－６２－３１０６

双葉町青年婦人 双葉町長塚字谷沢町５６ 双葉町

会館 ０２４０－３３－２０８３

グリーンフィー 富岡町小浜３０４ 富岡町

ルド富岡 ０２４０－２２－５５６６

富岡町合宿セン 富岡町小浜３４３ 富岡町

ター ０２４０－２２－７０００

楢葉町サイクリ 楢葉町北田字上ノ原２７－２９ 楢葉町

ングターミナル ０２４０－２５－３１１３

展望の宿天神

いわき市勿来勤 いわき市金山町朝日台１ いわき市

労青少年ホーム ０２４６－６３－２８７９

参考 ※ いわき市生涯学習プラザ

いわき市平字一町目１番地ティーワンビル

４・５階

※ 財団法人福島県産業振興センター産業交流館

（ビッグパレットふくしま）

郡山市安積町日出山字北千保１９－８

《他県設置等１２施設》

名 称 所在地・電話番号 設置者

天栄村羽鳥湖畔 天栄村羽鳥字芝草２－４ 財団法人

オートキャンプ場 ０２４８－８５－２０３３

矢祭山友情の森 矢祭町大字山下字下河原１－１ 矢祭町

０２４７－４６－２１６２

只見町青少年旅 只見町大字只見字向山２８３２－２ 只見町

行村いこいの森 ０２４１－８２－２４３２

高清水自然公園 南会津町界字長池沢口４２９８－１２ 南会津町

０２４１－７３－２１１５

小野田自然塾 東京都中央区佃１－１０－５ 財団法人

０３－３５３３－７８９５

越谷市立あだた 二本松市永田字長坂国有林１４林班 越谷市

ら高原少年自然 ０２４３－２４－２５６１

の家

羽生市立あだた 二本松市永田字長坂国有林１４林 羽生市

ら高原少年自然 班之小班

の家 ０２４３－２４－２８５９

葛飾区立あだた 二本松市永田字長坂国有林１４林班 葛飾区

ら高原学園 ０２４３－２４－２２０６

中野区常葉少年 田村市常葉町山根字鰍５－２９ 中野区

自然の家 ０２４７－７７－２０９８

朝霞市立猪苗代 会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口５３ 朝霞市

湖自然の家 ０２４２－９４－２４３４

さいたま市立舘 南会津町宮里字向山２８４７ー１ さいたま

岩少年自然の家 ０２４１－７８－２３１１ 市

ＳＹＤばんだい 北塩原村桧原字南黄連沢山 財団法人

ふれあいぴあ １１５７－１９２

０２４１－３３－２３３５


