
【出雲市】
Ｎｏ 施　　設　　名 概　　要 指定管理者の名称

管理委託料
（千円）

1 古志スポーツセンター 体育館・多目的広場等 古志スポーツセンター管理委員会 7,250

2 大社健康スポーツ公園 体育館・ﾃﾆｽｺｰﾄ・多目的広場等 (財)出雲市教育文化振興財団 5,600

3 出雲健康公園 出雲ドーム・クラブハウス等 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 69,710

4 出雲体育館 体育館・集会室等 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 16,400

5 出雲西部体育館 体育館等 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 3,100

6 稗原運動広場 屋外運動場・テニスコート ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 5,700

7 長浜中央公園 天然芝生多目的広場 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 9,000

8 出雲プール 50ｍプール・公認9コース ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 2,500

9 湖陵運動広場 ゲートボール場（4面）夜間照明あり ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 200

10 湖陵体育センター 体育館・トレーニング室等 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 4,500

11 佐田スポーツセンター 体育館・ﾃﾆｽｺｰﾄ・多目的広場等 ＮＰＯ法人スサノオの風 9,051

12 平田スポーツ公園 陸上競技場・会議室等
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

19,700

13 平田Ｂ＆Ｇ海洋センター
舟艇を利用する海洋性スポーツ・
レクリエーションの提供

ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

5,860

14 平田愛宕山プール
50ｍプール（9コース）・
幼児用プール

ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

2,600

15 平田体育館 体育館
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

5,920

16 平田愛宕山野球場 野球場（両翼91ｍ、中堅120ｍ）
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

7,100

17 宍道湖公園湖遊館
アイススケートリンク・
多目的グランド等

ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

12,540

18 平田愛宕山庭球場 テニスコート2面（夜間照明あり）
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

19 平田テニスコート テニスコート2面（準全天候型）
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

20 平田ニュースポーツ広場 多目的広場
ＮＰＯ法人
ひらたスポーツ・文化振興機構

840

21 サン・アビリティーズいずも 障がい者体育館・会議室等 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 13,900

平成スポーツ公園（平成温泉）
野球場・テニスコート・
ゲートボール場・グランドゴルフ場

ＮＰＯ法人川と湖いきいき神西

平成スポーツ公園（平成温泉） 温泉・食堂・トレーニングルーム等 ＮＰＯ法人川と湖いきいき神西

23 北山健康温泉 温泉・食堂・多目的室等 北山健康温泉運営委員会 10,600

24 クアハウス湖陵 温水プール・トレーニングルーム等 ㈱カリス湖陵 42,000

25 宍道湖公園多目的棟 軽運動室・講習室・調理実習室等 ホシザキグリーン財団 2,049

26 さんぴーの出雲
軽運動室・講習室・調理実習室・
事務室等

さんぴーの出雲管理委員会 7,006

27 多伎ふれあい広場
室内ゲートボール場（2面）、
管理棟

㈱多伎振興 0

28 湖陵総合公園
野球場・テニスコート・
多目的広場・芝生広場・管理棟等

ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 11,265

29 真幸ヶ丘公園
テニスコート・多目的広場・
管理棟等

真幸ケ丘協会 16,000

30 斐伊川河川敷公園
野球場・多目的広場・
ゲートボール場等

㈱ＭＩしまね 4,300

31 タラソテラピー（海洋療法）施設
レストラン、宿泊、プール、
アロマ施設ほか

㈱多伎振興 0

平成21年度 指定管理施設の状況
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22 32,850

別添資料２

第４回　出雲市・斐川町合併協議会- 1 -



【出雲市】
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32 うさぎ森林公園
コテージ、オートキャンプ場、
交流館ほか

うさぎ森林公園管理組合 3,650

33 見晴らしの丘公園 ログハウス、コテージほか ㈱多伎振興 0

34 多伎いちじく温泉 温泉、レストランほか ㈱多伎振興 2,237

35 サイクリングターミナル 宿泊室、会議室 ㈱中央ビルサービス 0

36 目田森林公園
コテージ、バンガロー、
キャンプ場ほか

㈱すばる企画 6,000

37 すさのおの郷 ゆかり館（宿泊、温泉、食事） ㈱すばる企画 14,700

38 国民宿舎「国引荘」 宿泊室、会議室 ㈱カリス湖陵 630

39 木綿街道交流館 本石橋邸（木造２階建て） ひらた中高年者まちづくり企業組合 6,300

40 宍道湖市民農園 農園（75区画）、農機具庫ほか (有)黒崎電工 300

41 いちじくの里
展示・販売、加工体験、
実証ハウスほか

㈱いちじくのさと多伎 0

42 道の駅キララ多伎 レストラン、直売施設ほか ㈱多伎振興 0

手引ケ丘公園（風の子楽習館）
子ども広場・そりスベリ場・
インラインスケート場・トイレ等

ＮＰＯ法人風の子たき

風の子楽習館
他目的ホール・体験学習室・
展示ギャラリー

ＮＰＯ法人風の子たき

44 神西親水公園 野鳥観察舎・展望台・トイレ等 ＮＰＯ法人川と湖いきいき神西 2,420

45
愛宕山公園
（野球場・ﾌﾟｰﾙ・本陣記念館除く）

ファミリー広場・多目的広場・
水鳥の池等

たてぬい建設事業協同組合 14,080

46 八雲風穴公園
貯蔵施設・軽食堂・売店・
管理棟・公園等

朝原地域活性化グループ
八雲風穴風太郎

420

47 出雲市駅北駐車場 駅周辺駐車場 出雲ターミナル㈱ 28,800

48 出雲市駅高架下駐車場 駅周辺駐車場 出雲ターミナル㈱ 0

49 出雲市駅南駐車場 駅周辺駐車場 出雲ターミナル㈱ 0

50 出雲市駅北口広場駐車場 駅周辺駐車場 出雲ターミナル㈱ 0

51 出雲市駅南口広場駐車場 駅周辺駐車場 出雲ターミナル㈱ 0

52 出雲市駅東駐輪場 駅周辺駐輪場 出雲ターミナル㈱ 0

53 出雲市駅西駐輪場 駅周辺駐輪場 出雲ターミナル㈱ 0

54 佐田総合資源リサイクル施設 畜産農家の糞尿収集、堆肥の販売 (有)エコプラント佐田 4,312

55 大社ご縁ネット 有線放送及びインターネット ＮＰＯ法人大社ご縁ネットワーク 64,621

56 湊原体験学習センター
多目的スペース・加工体験教室・
事務室等

(財)出雲市教育文化振興財団 12,114

57 大社文化プレイスうらら館 ホール・会議室等、図書館と合築 (財)出雲市教育文化振興財団 54,963

58 スサノオホール ホール・会議室・調理実習室等 ＮＰＯ法人　スサノオの風 16,312

59 出雲市民会館 ホール・会議室等 (財)出雲市教育文化振興財団 30,948

60 ビッグハート出雲 ホール・会議室等 (財)出雲市教育文化振興財団 42,780

61 出雲文化伝承館 企画展示室・出雲屋敷等 (財)出雲市教育文化振興財団 54,616

62 平田文化館 ホール・会議室等 (財)出雲市教育文化振興財団 28,043

43 40,150
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【出雲市】
Ｎｏ 施　　設　　名 概　　要 指定管理者の名称

管理委託料
（千円）

平成21年度 指定管理施設の状況

63 平田本陣記念館 展示館・茶室・庭園等 (財)出雲市教育文化振興財団 26,799

64 多伎文化伝習館 実習室、展示室、会議室等 多伎文化伝習館運営委員会 4,440

65
佐田伝統芸能伝承館
「文化練習館」

11佐田スポーツセンター
との一体施設

ＮＰＯ法人スサノオの風 0

66 出雲国際交流会館交流棟
会議室・食文化交流室・
展示コミュニティホール等

出雲国際交流クラブ 11,777

67 出雲国際交流会館宿泊研修棟
宿泊研修棟
（29部屋　74名宿泊可能）

出雲国際交流クラブ 4,000

68 パルメイト出雲 テナント・多目的室等 ㈱フロンティアいずも 11,491

69 平田図書館 公共図書館 (財)出雲市教育文化振興財団

70 平田学習館
平田図書館に併設
視聴覚ホール、研修室

(財)出雲市教育文化振興財団

71 平田勤労青少年ホーム
軽スポーツ室・集会室・
調理実習室・事務室等

(財)出雲市教育文化振興財団 11,210

72 平田ふれんどりーハウス
軽スポーツ室・集会室・
調理実習室・事務室等

(財)出雲市教育文化振興財団 8,800

73 いずも福祉用具プラザ 福祉用具の展示・住宅改造の相談等 社会福祉法人創文会 5,700

74 南部福祉センター
デイサービス・ショートステイ・
多目的室・多目的広場等

社会福祉法人JAいずも福祉会 938

75 里家センター デイサービス・市立診療所等 ㈱蔵西 0

76 出雲ゆうプラザ 通所型介護予防施設・交流室等
ＮＰＯ法人
ヘルシーサポートいずも２１

27,000

77 交流館はまぼうふう 通所型介護予防施設・交流室等 いずも農業協同組合 1,416

78 平田福祉館
福祉関係団体への会議室等
の貸し出し

社会福祉法人
出雲市社会福祉協議会

7,062

79 平田デイサービスセンター デイサービス実施施設 社会福祉法人ひらた福祉会 0

80 伊野児童館 児童育成施設 伊野地区自治会 1,814

81
認知症高齢者グループホーム
「せせらぎの家」

認知症高齢者グループホーム 社会福祉法人やまゆり 0

82
西須佐サポートセンター
「こもれびの家」

デイサービス実施施設 社会福祉法人やまゆり 0

83
精神障害者グループホーム
「はつらつホーム」

精神障害者グループホーム 社会福祉法人やまゆり 0

84
認知症高齢者デイサービスセンター
「ひだまりの家」

認知症高齢者デイサービスセンター 社会福祉法人やまゆり 0

85
東須佐サポートセンター
「かがやきの家」

デイサービス実施施設 社会福祉法人やまゆり 288

86 生活支援ハウス デイサービス実施施設等 社会福祉法人やまゆり 12,700

87
東須佐サポートセンター
「介護予防施設」

通所型介護予防施設・交流室等 東須佐地区連絡協議会 753

88
佐田老人福祉センター
「潮の井荘」

高齢者交流のための集会室・
食堂・入浴施設

東須佐地区連絡協議会 7,074

89 多伎地域福祉センター
福祉関係団体への会議室等
の貸し出し

社会福祉法人
出雲市社会福祉協議会

2,600

90 多伎介護予防リハビリテーションセンター 介護予防筋力トレーニング施設 社会福祉法人　多伎の郷 609

91 湖陵福祉センター 会議室・大広間・温泉入浴施設
社会福祉法人
出雲市社会福祉協議会

8,533

92 湖陵保健福祉センター
保健センター・
通所型介護予防施設・交流室等

社会福祉法人ＪAいずも福祉会 1,770

93 湖陵デイサービスセンター デイサービス実施施設 社会福祉法人ＪAいずも福祉会 0

合　　　　計 963,852

50,628
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【斐川町】
Ｎｏ 施　　設　　名 概　　要 指定管理者の名称

管理委託料
（千円）

1 斐川町学童クラブ 学童保育施設5か所 あすなろ斐川合同会社 6,700

2 斐川町老人憩いの家（寿昌園） 研修室、陶芸棟ほか

3 斐川町都市公園（斐川公園・９街区公園） 総合公園、児童公園、街区公園

4 斐川町環境学習センター
展示室・交流室・
坪田愛華ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙほか

NPO　斐川環境AMYネット２１ 3,815

5 道の駅湯の川 飲食広場、休憩広場ほか 株式会社　特産ひかわ 1,000

6
斐川町出雲いりすの丘公園
（温泉施設）

温泉、食堂、売店 株式会社ＭＩしまね 3,750

7
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（加工房パン工房、加工売店）

加工房パン工房、加工売店 株式会社まめや 0

8
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（体験工房）

体験工房 株式会社まめや 0

9
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（加工房、ハム・ソーセージ工房）

ハム・ソーセージ加工房 合同会社めぐみ 0

10
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（加工房乳製品工房）

乳製品加工房 株式会社ファーストプライズ 0

11
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（農畜産物加工房Ａ棟）

農畜産物加工房 ひかわ食品加工株式会社 0

12
斐川町農畜産物等加工体験販売施設
（農畜産物加工房Ｂ棟）

農畜産物加工房 株式会社ＭＩしまね 0

13 斐川町農村公園 農業ホール・農村公園ほか
農事組合法人
あかつきファーム今在家

1,650

14 斐川町水稲等基幹施設
水稲育苗施設、
総合基幹施設（集荷、選別、調製）

斐川町農業協同組合 0

15
アクティーひかわ
及びアクティーひかわ体育館

体育館・会議室・集会室ほか NPO　斐川環境AMYネット２１ 5,800

16 原鹿の旧豪農屋敷 旧家（江角邸）・庭園ほか NPO　斐川環境AMYネット２１ 3,249

17 荒神谷博物館並びに荒神谷史跡公園 博物館、芝生広場・管理棟等 NPO　出雲学研究所 38,000

18 斐川町立体育館 体育館・会議室ほか NPO　斐川町体育協会 8,480

19 斐川町青少年研修センター 研修所、宿泊施設ほか 社会福祉法人　斐川町社会福祉協議会 0

合　　　　計 82,644

平成21年度 指定管理施設の状況

三洋興産株式会社 10,200
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