
公益社団法人全国公立文化施設協会に加入している公立文化施設
区分 名称 愛称 開設年月日 住所 座席数１

（昭和30年～39年）
公民館 旭川市公会堂 昭和33年11月3日 北海道旭川市 722
町民会館・センター 小樽市民会館 昭和38年11月3日 北海道小樽市 1216
文化会館・センター 室蘭市文化センター 昭和39年11月3日 北海道室蘭市 1307

（昭和40年～49年）
町民会館・センター 幕別町民会館 昭和41年9月1日 北海道中川郡幕別町 309
町民会館・センター 網走市民会館 昭和43年2月11日 北海道網走市 957
町民会館・センター 苫小牧市民会館 昭和43年10月18日 北海道苫小牧市 1630
町民会館・センター 美唄市民会館・公民館 昭和44年9月5日 北海道美唄市 634
町民会館・センター 三笠市民会館 昭和45年1月11日 北海道三笠市 597
町民会館・センター 函館市民会館 昭和45年7月1日 北海道函館市 1370
公民館 別海町中央公民館 昭和46年10月3日 北海道野付郡別海町 500
文化会館・センター 富良野文化会館 昭和47年1月13日 北海道富良野市 771
町民会館・センター 北見市民ホール・市民会館 昭和47年9月1日 北海道北見市 1323
町民会館・センター 紋別市民会館 昭和47年10月9日 北海道紋別市 880
公民館 新得町公民館 昭和48年1月1日 北海道上川郡新得町 475
町民会館・センター 江別市民会館 昭和48年5月10日 北海道江別市 1005
文化会館・センター 滝川市文化センター 昭和48年7月1日 北海道滝川市 1101
文化会館・センター 留萌市文化センター 昭和48年11月3日 北海道留萌市 828
文化会館・センター 倶知安町文化福祉センター 昭和49年12月20日 北海道虻田郡倶知安町 603

（昭和50年～59年）
文化会館・センター 旭川市民文化会館 昭和50年2月2日 北海道旭川市 1546
町民会館・センター 芦別市民会館 昭和51年8月14日 北海道芦別市 908
文化会館・センター 札幌市教育文化会館 昭和52年7月15日 北海道札幌市中央区 1100
町民会館・センター 沼田町民会館 昭和53年4月1日 北海道雨竜郡沼田町 700
町民会館・センター 門別総合町民センター 昭和53年9月1日 北海道沙流郡日高町 700
町民会館・センター 恵庭市民会館 昭和54年2月26日 北海道恵庭市 822
公民館 余市町中央公民館 昭和54年7月1日 北海道余市 686
文化会館・センター 釧路市民文化会館 コーチャンフォー釧路文化ホール 昭和54年11月3日 北海道釧路市 1524
文化会館・センター 苫小牧市文化会館 昭和54年11月3日 北海道苫小牧市 500
公民館 本別町中央公民館 昭和55年4月1日 北海道中川郡本別町 800
公民館 白老町中央公民館 昭和55年9月1日 北海道白老郡白老町 900
文化会館・センター 清水町文化会館（清水町文化センター） 昭和55年11月1日 北海道上川郡清水町 801
文化会館・センター 大空町教育文化会館 昭和55年11月10日 北海道網走郡大空町 511
文化会館・センター 釧路市音別町文化会館 昭和56年1月1日 北海道釧路市 300
公民館 芽室町中央公民館 昭和56年10月1日 北海道河西郡芽室町 540
公民館 下川町公民館 昭和56年11月1日 北海道上川郡下川町 306
公民館 津別町中央公民館 昭和57年10月1日 北海道網走郡津別町 700
公民館 訓子府町公民館 昭和57年11月15日 北海道常呂郡訓子府町 600
町民会館・センター 登別市民会館 昭和58年6月1日 北海道登別市 709
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文化会館・センター 千歳市民文化センター 北ガス文化ホール 昭和59年4月1日 北海道千歳市 1275
文化会館・センター 洞爺湖文化センター 昭和59年4月1日 北海道虻田郡洞爺湖町 1000
文化会館・センター 稚内総合文化センター 昭和59年6月16日 北海道稚内市 1293

（昭和60年～63年）
文化会館・センター 釧路圏摩周観光文化センター 昭和60年9月20日 北海道川上郡弟子屈町 2080
文化会館・センター 音更町文化センター（中央公民館） 昭和61年6月7日 北海道河東郡音更町 1070
公民館 羽幌町立中央公民館 昭和61年10月26日 北海道苫前郡羽幌町 600
公民館 釧路市阿寒町公民館 昭和62年4月1日 北海道釧路市 796
文化会館・センター 浜中町総合文化センター 昭和62年8月10日 北海道厚岸郡浜中町 800
文化会館・センター 滝上町文化センター 昭和63年7月1日 北海道紋別郡滝上町 320
その他 札幌市こどもの劇場 やまびこ座 昭和63年8月6日 北海道札幌市東区 310
コミュニティセンター 陸別町コミュニティセンター タウンホール 昭和63年11月1日 北海道足寄郡陸別町 500

（平成1年～9年）
文化会館・センター 帯広市民文化ホール 平成1年1月10日 北海道帯広市 1546
文化会館・センター 岩内地方文化センター 平成1年8月24日 北海道岩内郡岩内町 1008
コミュニティセンター 江別市コミュニティセンター 平成1年9月1日 北海道江別市 400
その他 開基百年記念・興部町総合センター 平成1年10月1日 北海道紋別郡興部町 740
文化会館・センター 紋別市文化会館 平成1年11月3日 北海道紋別市 246
ホール 池田町田園ホール 平成2年4月20日 北海道中川郡池田町 586
文化会館・センター 江差町文化会館 平成2年5月19日 北海道桧山郡江差町 734
公民館 北見市端野町公民館 平成2年11月1日 北海道北見市端野町二区 500
その他 北海道立道民活動センター かでる２・７ 平成3年11月14日 北海道札幌市中央区 521
文化会館・センター 長万部町学習文化センター 平成4年9月3日 北海道山越郡長万部町 326
生涯学習センター 釧路市生涯学習センター まなぼっと幣舞 平成4年11月1日 北海道釧路市 806
文化会館・センター 根室市総合文化会館 平成5年4月3日 北海道根室市 1000
文化会館・センター 湧別町文化センター TOM 平成5年4月27日 北海道紋別郡湧別町 750
ホール 旭川市大雪クリスタルホール 平成5年9月1日 北海道旭川市 597
文化会館・センター 奈井江町文化ホール コンチェルトホール 平成5年11月3日 北海道空知郡奈井江町 246
ホール たかすメロディーホール 平成6年2月4日 北海道上川郡鷹栖町 502
その他 士幌町総合研修センター 平成6年4月1日 北海道河東郡士幌町 730
ホール あさひサンライズホール 平成6年9月1日 北海道士別市 300
文化会館・センター だて歴史の杜カルチャーセンター あけぼの 平成6年12月1日 北海道伊達市 1044
交流センター 自然交流センター 平成7年2月1日 北海道苫前郡初山別村 300
町民会館・センター 小樽市民センター マリンホール 平成7年4月28日 北海道小樽市 453
文化会館・センター 中標津町総合文化会館 しるべっと 平成7年7月1日 北海道標津郡中標津町 1016
その他 上ノ国町総合福祉センター ジョイじょぐら 平成7年10月22日 北海道檜山郡上ノ国町 294
その他 とかちプラザ 平成7年11月1日 北海道帯広市 350
文化会館・センター 湧別町文化センター さざ波 平成8年2月1日 北海道紋別郡湧別町 422
その他 七飯町まちづくり推進センター 平成8年2月18日 北海道亀田郡七飯町 1000
文化会館・センター 浦河町総合文化会館 平成8年4月1日 北海道浦河郡浦河町 700
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その他 奥尻町海洋研修センター ワラシャード２１ 平成8年7月1日 北海道奥尻郡奥尻町 210
ホール 幕別町百年記念ホール 平成8年9月22日 北海道中川郡幕別町 800
生涯学習センター 遠別町生涯学習センター マナピィ・２１ 平成8年10月1日 北海道天塩郡遠別町 500
文化会館・センター 士別市民文化センター 平成8年11月3日 北海道士別市 725
その他 むかわ町四季の館 平成9年4月27日 北海道勇払郡むかわ町 360

文化会館・センター 新冠町聴体験文化交流館  レ・コード館 平成9年6月8日 北海道新冠群新冠町 509

生涯学習センター 清里町生涯学習総合センター プラネット’９７ 平成9年7月1日 北海道斜里郡清里町 394
ホール 札幌コンサートホール Kitara 平成9年7月4日 北海道札幌市中央区 2020
文化会館・センター 北斗市総合文化センター かなで～る 平成9年7月13日 北海道北斗市 1000
文化会館・センター 中札内文化創造センター 平成9年9月1日 北海道河西郡中札内村 487
文化会館・センター 江別市民文化ホール えぽあホール 平成9年10月1日 北海道江別市 453
ホール 上川町かみんぐホール 平成9年10月1日 北海道上川郡上川町 500

（平成10年～19年）
文化会館・センター 北見芸術文化ホール きた・アート２１ 平成10年2月7日 北海道北見市 576
ホール 函館市芸術ホール ハーモニー五稜郭 平成10年5月9日 北海道函館市 842
文化会館・センター 美深町文化会館 COM100 平成10年7月10日 北海道中川郡美深町 456
生涯学習センター 大樹町生涯学習センター 平成10年8月1日 北海道広尾郡大樹町 500
文化会館・センター 北広島市芸術文化ホール 花ホール 平成10年10月1日 北海道北広島市 597
公民館 斜里町公民館 ゆめホール知床 平成10年10月10日 北海道斜里郡斜里町 600
その他 北海道立釧路芸術館 平成10年10月24日 北海道釧路市 209
生涯学習センター 幌加内町生涯学習センター あえる９７ 平成10年11月1日 北海道雨竜郡幌加内町 252
町民会館・センター 仁木町民センター 平成11年10月12日 北海道余市 308
文化会館・センター 由仁町文化交流館 ふれーる 平成12年3月26日 北海道夕張郡由仁町 500
その他 新十津川町総合健康福祉センター ゆめりあ 平成12年4月3日 北海道樺戸郡新十津川町 352
生涯学習センター 札幌市生涯学習センター ちえりあ 平成12年8月25日 北海道札幌市西区 440
その他 富良野演劇工場 平成12年10月20日 北海道富良野市 325
文化会館・センター オホーツク・文化交流センター エコーセンター２０００ 平成12年11月23日 北海道網走市 465
交流センター 利尻町交流促進施設 どんと 平成13年4月1日 北海道利尻郡利尻町 297
その他 いわみざわ公園野外音楽堂 キタオン 平成13年6月30日 北海道岩見沢市 2000
その他 豊頃町える夢館 平成14年1月6日 北海道中川郡豊頃町 328
町民会館・センター 室蘭市市民会館 平成14年7月1日 北海道室蘭市 511
その他 札幌エルプラザ公共4施設 平成15年9月1日 北海道札幌市北区 320
町民会館・センター 岩見沢市民会館・文化センター まなみーる 平成15年9月1日 北海道岩見沢市 1183
文化会館・センター 深川市文化交流ホール み・らい 平成16年4月1日 北海道深川市 691
公民館 新ひだか町公民館・新ひだか町コミュニティセンター 平成18年3月31日 北海道日高郡新ひだか町
交流センター 砂川市地域交流センター ゆう 平成19年1月7日 北海道砂川市 500

（平成20年～29年）
交流センター 壮瞥町地域交流センター 山美湖（やまびこ） 平成20年12月1日 北海道有珠郡壮瞥町 300
ホール 札幌市民ホール わくわくホリデーホール 平成20年12月13日 北海道札幌市中央区 1500
町民会館・センター 美幌町民会館 びほーる 平成24年8月19日 北海道網走郡美幌町 540
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公民館 当麻町公民館 まとまーる 平成27年4月1日 北海道上川郡当麻町 500
文化会館・センター 名寄市民文化センター EN-RAYホール 平成27年5月9日 北海道名寄市 647

（平成30年～）
その他 札幌文化芸術劇場 hitaru 平成30年10月7日 北海道札幌市中央区 2300
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