
施設名 住所 使用可能時間

出雲市役所 出雲市今市町70 8：30～17：15

ＪＡしまねラピタ本店 出雲市今市町87 9：30～21：00年末年始は特別営業時間内とする

島根県農業協同組合　出雲地区本部 出雲市今市町106‐1 8：00～19：00

小林病院 出雲市今市町510 診療時間　事業所従業員のみ

アツタ音楽教室 出雲市今市町562番地1号 13:00～18:30　不定休あり

出雲市社会福祉協議会
（社会福祉センター） 出雲市今市町543 8：30～17：15

ケアサポート相生 出雲市今市町741－5 8：30～17：30

松江地方裁判所出雲支部 出雲市今市町797－2 08:30～17:00

出雲市立中央保育所・幼稚園 出雲市今市町828‐2 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

NTT-NEOMEIT中国出雲営業所 出雲市今市町840番地6号 9:00～17:30

オガワ歯科医院 出雲市今市町842-40 08:30～17:00（使用不）日曜、祝祭日、年末年始

ＰＬ教団出雲教会 出雲市今市町842-18 7：00～21：00

東横イン　出雲市駅前 出雲市今市町971-13 24時間

出雲市立今市幼稚園 出雲市今市町1205 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

今市コミュニティセンター 出雲市今市町1578－2 24時間

三原医院 出雲市今市町1605番地 8:00～18:30　土～13:00

出雲乳児保育所 出雲市今市町1694-9 日曜以外　7：00～19：00　※土曜18：00

島根県立出雲高等学校 出雲市今市町1800 24時間

出雲科学館 出雲市今市町1900-2 10:00～18:00

一の谷公園 出雲市今市町2010番地1号 9:00～22:00

パルメイト出雲 出雲市今市町2065 09:00～20:00

サン・アビリティーズいずも 出雲市今市町北本町3－1－20 08:30～22:00

出雲市立今市小学校 出雲市今市町北本町2－1－1 24時間

社団法人　出雲市シルバー人材センター 出雲市今市町北本町2丁目1番6号 8:00～17:30

いちご調剤薬局北本町支店 出雲市今市町北本町2‐3‐22 8：30～19：00土日祝祭日、年末年始を除く

JR出雲市駅 出雲市駅北町11 04:30～24:30

出雲警察署駅前交番 出雲市駅北町2-5

ツインリーブスホテル出雲 出雲市駅北町4-1 24時間

ビッグハート出雲 出雲市駅南町１丁目5 08:30～22:00

出雲公共職業安定所 出雲市塩冶有原町1丁目59番地 8:30～17:15

出雲市民会館 出雲市塩冶有原町2丁目15 08:30～22:00

出雲警察署 出雲市塩冶有原町２‐19 24時間

フクダライフテック中国（株）出雲営業所 出雲市塩冶原町3丁目3番地5号 8:00～19:00

えんや歯科クリニック 出雲市塩冶有原町4丁目78 月・木・土09：00～17：00、火・金11：30～19：00（日・祝日・年末年始・休診日は使用不可）

江口内科医院 出雲市塩冶有原町6丁目43番地 8:30～18:00　　木、土～12:00

さいとう歯科医院 出雲市塩冶神前6‐4‐9 9：00～18：30（診療時間内）

今岡工業株式会社 出雲市塩冶神前2-8-16 日曜以外　8：00～18：00

島根大学医学部 出雲市塩冶町89－1 07:00～20:00（開鍵時間帯）

島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89－1 ７：００～２０：００（但し平日のみ、建物の開錠時間帯）

出雲自動車学校 出雲市塩冶町278‐1 8：30～19：30

出雲市立塩冶小学校 出雲市塩冶町709 24時間

塩冶コミュニティセンター 出雲市塩冶町803－2 24時間

ひまわり第二保育園 出雲市塩冶町869-1 07:00～19：00　土曜07：00～18：00

出雲市立塩冶幼稚園 出雲市塩冶町900 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲すみれ保育園 出雲市塩冶町971番地1号 7:30～18:30

いとう歯科クリニック 出雲市塩冶町1011-3 09:00～19:00（使用不）休診日

フーズマーケット　ホック　塩冶店 出雲市塩冶町1200番地 9:00～23:00

パチンコ丸三　駅南店 出雲市塩冶町1300－5 09:00～23:00

出雲市立第二中学校 出雲市塩冶町1501 24時間

どれみクリニック基常小児科・福代皮膚科 出雲市塩冶町1523‐2 08:00～19:00（診療時間のみ）

ウェルガーデンたんぽぽ 出雲市塩冶町１９７８ 9：00～17：00

出雲年金事務所 出雲市塩冶町1516‐2

島根県立出雲工業高等学校 出雲市上塩冶町420 24時間

上塩冶スポーツセンター 出雲市上塩冶町2055-2

出雲ガス（株） 出雲市上塩冶町2388-1 24時間

出雲市AED設置個所（出雲市消防本部把握カ所４１１カ所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年９月現在



出雲高等自動車教習所 出雲市上塩冶町2486 8：30～20：00土日祝祭日8：30～17：00

出雲地方合同庁舎（松江地方検察庁出雲支部） 出雲市塩冶善行町13-3 開庁時間内

たなかペインクリニック 出雲市天神町564番地3号 8:00～9:00　水、土～13:00

ホテルリッチガーデン 出雲市天神町860-10 24時間

ひまわり第一保育園 出雲市天神町870‐2 07:00～18:30

あすなろ保育園 出雲市白枝町394番地1号 7:00～18:00

ひらた歯科医院 出雲市白枝町560‐1 （通常）09:00～20:00（土曜日）09:00～19:00（使用不）休診日

㈱エスティック 出雲市白枝町607‐6 月～金曜日の８：３０～１７：３０（但し盆、年末年始を除く）

株式会社　トガノ建設 出雲市白枝町839番地2 24時間

ママレイド歯科 出雲市白枝町1196番地5号 9:00～19:00

あすなろ第2保育園 出雲市白枝町1337番地8号 7:00～19:00

出雲市立大津小学校 出雲市大津町370番地1 24時間

島根スイミングスクール出雲 出雲市大津町654 10：00～22：00

出雲商工会議所 出雲市大津町1131‐1

出雲市立出雲中央図書館 出雲市大津町1134
10：00～19：００(但し、毎週木曜、及び月末の図書整理日、年末年始の休館時
を除く）

株式会社　渡部製鋼所　本社工場 出雲市大津町1378番地 平日（事業所稼働日）　8:00～17:00

たちばな保育園 出雲市大津町1409番地3号 7:00～19:00

出雲市立大津幼稚園 出雲市大津町1683 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまね大津店 出雲市大津町1697‐27 24時間

大津コミュニティセンター 出雲市大津町1727－5 24時間

佐和歯科医院 出雲市大津町2098‐9 08:15～18:15（使用不）休診日及び祝祭日

出雲市立第一中学校 出雲市大津町2214 24時間

おおつ保育園 出雲市大津町2373‐1 7：15～18：20

島根県立出雲商業高等学校 出雲市大津町2525 8：00～20：00

弥生の森博物館 出雲市大津町2760番地 9:00～17:00

地域密着型　特別養護老人ホーム清流園 出雲市大津町3529番地 24時間

社会福祉法人　出雲南福祉会　一の谷保育園 出雲市大津町3627－8 08:30～17:00

樋野歯科医院 出雲市大津新崎町1-46-7 開院時間内

共同生活事業所　つばめ 出雲市大津新崎町2-4 09:00～17:00

かなで保育園 出雲市中野町862

さんぴーの出雲 出雲市中野美保南2丁目15番地 9:00～22:00

林整形外科医院 出雲市姫原町114－3 診療時間　事業所従業員のみ

UFO姫原店 出雲市姫原4丁目7番地1号 9:00～23:00

ゆめタウン出雲 出雲市大塚町650-1 09:30～22:00

おおつかクリニック 出雲市大塚町747-1 日曜以外　8：30～20：00

中澤歯科医院 出雲市大塚町782-4 （通常）09:00～19:00（土曜）09:00～12:30

出雲市立四絡小学校 出雲市大塚町821－3 24時間

出雲市立第三中学校 出雲市大塚町1184 24時間

出雲市消防本部・消防署 出雲市渡橋町253-1 24時間

ハピネケアセンター出雲 出雲市渡橋町305番地1

わたりはし保育園 出雲市渡橋町662 7：00～20：00

JSS出雲スイミングスクール 出雲市渡橋町1025 9:00～21:00　不定期休館日あり

パチンコ丸三　浜山本店 出雲市渡橋町1041－1 09:00～23:00

イオンモール出雲 出雲市渡橋町1066

アツタ楽器・アツタ音楽教室 出雲市渡橋町1210番地 10:00～20:00

パチンコ丸三　1号店 出雲市渡橋町1239 09:00～23:00

薬局かとう 出雲市小山町309番地2号 9:00～18:30　　木、土～13:00

エスポアール出雲 出雲市小山町361番地2号 24時間

サテライト小山 出雲市小山町456番地1号 24時間

四絡コミュニティセンター 出雲市小山町650‐21 24時間

出雲市立四絡幼稚園 出雲市小山町６５５ 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲グリーン工業株式会社 出雲市小山町787 事業所従業員のみ

あい歯科クリニック 出雲市矢野町160-1 （通常）09:00～20:00（土曜日）09:00～17:00（使用不）休診日

特別養護老人ホームもくもく苑 出雲市矢野町８４５ 24時間

出雲健康公園（健康センター） 出雲市矢野町999 8：30～20：00

出雲ドーム 出雲市矢野町999 08:30～17:00

出雲健康公園　クラブハウス 出雲市矢野町999 10:00～22:00（休館日使用不）

介護老人保健施設　もくもく 出雲市江田町278番地 08:00～21:00

出雲市立北陽小学校 出雲市稲岡町10 24時間



出雲市立川跡幼稚園 出雲市稲岡町２４－１ 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

川跡コミュニティセンター 出雲市荻杼町211 24時間

創価学会　出雲文化会館 出雲市武志町544 09:00～22:00

社会福祉法人　創文会　ハートピア出雲 出雲市武志町693－4 08:30～17:30

出雲北陵高等学校 出雲市西林木町3 8：00～19：00

出雲北陵中学校 出雲市西林木町3 09:00～17:00

北山健康温泉 出雲市西林木町61－1 09:00～21:30（毎週水曜日休館・年末年始使用不）

島根県立大学出雲キャンパス 出雲市西林木町151 (屋内）08:30～17:00（屋外）24時間

鳶巣コミュニティセンター 出雲市東林木町890-4 8：30～17：15

有限会社　重岡工務店 出雲市高岡町177番地1号 7:00～19:00

出雲かわと交番 出雲市高岡町483‐2

出雲市立高浜幼稚園 出雲市里方町30 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立高浜小学校 出雲市里方町108 24時間

（有）つくし薬局 出雲市里方町864番地2号 9:00～19:00　木～13:00　土～17:30

ダイナム出雲店 出雲市平野町339番地1号 9:00～23:00

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまねﾄﾞｰﾑ北店 出雲市平野町458‐1 24時間

UFO出雲店 出雲市平野町610 09:00～23:00

高浜コミュニテイセンター 出雲市平野町1183 ２４時間

株式会社出雲総合卸売市場 出雲市高松町570 事業所従業員のみ

ＪＡしまねラピタはまやま店 出雲市松寄下町298‐2 9：30～21：00年末年始は特別営業時間内とする

出雲市総合ボランティアセンター 出雲市松寄下町703－1 24時間

ふじえ歯科矯正歯科クリニック 出雲市松寄下町713番地 9:00～12:00、14:00～18:00

出雲市立高松幼稚園 出雲市松寄下町722‐1 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立高松小学校 出雲市松寄下町724 24時間

高松コミュニティセンター 出雲市松寄下町761‐1 24時間

デイサービスもくれん 出雲市松寄下町1286番地1号 8:00～18:00

出雲市立浜山中学校 出雲市松寄下町1674 24時間

ヴィラ･ノッツェ　コルティーレ出雲 出雲市浜町326 09:30～20:00（定休日使用不）

グループホーム・なかや浜山の里 出雲市浜町500番地1号 24時間

出雲市文化伝承館 出雲市浜町520

古志コミュニティセンター 出雲市古志町1122－6 24時間

古志スポーツセンター 出雲市古志町1955

出雲市立古志幼稚園 出雲市古志町1949 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

ナーシングセンターひまわり 出雲市古志町2236－1 事業所従業員のみ

古志ひまわり保育園 出雲市古志町2450-1 07:00～19:00　事業所職員のみ

島根畜産技術センター 出雲市古志町3775 08:30～17:15

神門保育園 出雲市下古志町475番地 07:00～19:00

出雲西高等学校 出雲市下古志町1163 学校公開時のみ

出雲西高等学校自動販売機 出雲市下古志町（校内） 学校公開時のみ

山本歯科医院 出雲市下古志町700番地5 月～金９：００～１８：００　　土９：００～１６：００

出雲市立神戸川小学校 出雲市下古志町808 24時間

出雲エネルギーセンター 出雲市芦渡町2383番地1号 ８：３０～１７：１５（土曜日の午後、日曜日、１／１～１／３使用不可）

株式会社　ナカサン 出雲市知井宮町1番地 平日　8：00～17：00

キャタピラーウエストジャパン株式会社　出雲営業所 出雲市知井宮町210番地 月～金　８：３０～１７：３０

出雲市民リハビリテーション病院 出雲市知井宮町238 診療時間　事業所従業員のみ

出雲市神門幼稚園 出雲市知井宮町481‐1 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

CSいずも放課後ディサービス知井宮事業所 出雲市知井宮町627番地5号 ９：００～１８：００

神門コミュニティセンター 出雲市知井宮町801－1 24時間

真幸ヶ丘公園（クラブハウス） 出雲市知井宮町1327番地1号 ４／１～１０／３１（９：００～２２：００）　　１１／１～３／３１（９：００～１７：００）

認知症対応型共同生活介護ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかんどの里 出雲市神門町13番地5号 ２４時間

サンベ電気株式会社　出雲営業所 出雲市神門町872番地 月～土　８：００～１７：００

出雲市立河南中学校 出雲市神門町1331 24時間

えのもと歯科 出雲市神門町1388-4 （月、水、金）11:30～20:00（火、土）09:30～18:00（使用不）日、木、祝日

出雲ゆうプラザ 出雲市西新町1‐2547‐2 9：00～21：00

ホテルサンヌーベ 出雲市西新町1丁目2548番地1号 ２４時間

出雲市トキ分散飼育センター 出雲市西新町2丁目1039‐3
10:00～16:30（12月～2月は16:00まで）　定休日：毎週火曜日（祝休日の場合は
翌営業日）

しまね花の郷 出雲市西新町2‐1101‐1 9：30～16：30

ケアセンターかんど 出雲市西新町2丁目2457番地3号 ２４時間

トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 出雲市西新町3-23-1 平日08:30～17:30



出雲斎場 出雲市平成町1599番地5号 ８：３０～１７：１５（１／１、１／２は閉場）

出雲国際交流プラザ 出雲市平成町2320番地1号 ９：００～１７：３０（１２／２９～１／３は使用不可）

出雲平成温泉 出雲市平成町2320番地13号 ８：３０～２１：３０（月曜日、１２／３１、１／１は使用不可）

平成スポーツ公園 出雲市平成町2320‐13

神西コミュニティセンター 出雲市神西沖町447 24時間

出雲市立神西小学校 出雲市神西沖町1090 24時間

障害者支援施設　出雲サンホーム 出雲市神西沖町1313番地 ２４時間

株式会社　島根サニタリ　 出雲市神西沖町1349番地3号 8:00～17:00（土日は使用不可）

いちご調剤薬局神西支店 出雲市神西沖町2210-1 09:00～19:00（使用不）日曜日、祝日

株式会社　ダイハツメタル出雲工場 出雲市神西沖町2400番地 ５：００～２３：００

障がい者支援施設　ふたば 出雲市神西沖町2476－1 24時間

障がい者支援施設　わかば 出雲市神西沖町2476－1 24時間

特別養護老人ホームひまわり園 出雲市神西沖町2479番地6 24時間

県立出雲養護学校 出雲市神西沖町2485 8：30～17：15

さざなみ学園 出雲市神西沖町2534－2 24時間

KBツヅキ株式会社　出雲工場 出雲市神西沖町2525 連休（5月、盆、正月）除く　24時間

島根県立出雲農林高等学校 出雲市下横町950 8：30～17：15

長浜コミュニティセンター 出雲市長浜町514－1 24時間

出雲西部体育館 出雲市長浜町514番地11号 施設開館時のみ（屋内設置）

菱南電装(株)　出雲工場 出雲市長浜町729番地10号 平日　８：３０～１７：２５

福間商事株式会社 出雲市長浜町1372-8 平日　8：00～18：00

株式会社　もくれん・荒茅 出雲市荒茅町2780番地32号 月～土　８：３０～１７：３０（日曜日、１２／２９～１／３使用不可）

出雲市立長浜幼稚園 出雲市荒茅町3812 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立長浜小学校 出雲市荒茅町3848－4 24時間

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまね長浜店 出雲市西園町267‐1 24時間

交流館　はまぼうふう 出雲市西園町3367 24時間

外園保育園 出雲市外園町204-1 07:30～18:00

出雲市立上津小学校 出雲市上島町869 24時間

出雲市立上津幼稚園 出雲市上島町884 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

上津コミュニティセンター 出雲市上島町1031 24時間

出雲市立南中学校 出雲市朝山町978 24時間

フクダ電子岡山販売（株）出雲営業所 出雲市馬木北町75 09:00～17:30（土日、祝祭日除く）

出雲市立稗原小学校 出雲市稗原町2825 24時間

稗原運動公園 出雲市稗原町4446番地13号 24時間

出雲市立みなみ小学校（旧朝山小学校） 出雲市所原町185 24時間

朝山コミュニティセンター 出雲市所原町185 24時間

JAしまね福祉会　みどりの郷出雲 出雲市所原町2715－1 24時間

旧出雲市立乙立小学校 出雲市乙立町1028－4 24時間

乙立コミュニティセンター 出雲市乙立町3163 24時間

乙立いやしの里わかあゆの里 出雲市乙立町5263番地14号 水曜日を除く０８：００～１０：００

朝山３部コミュニティ消防センター 出雲市見々久町1007‐5 24時間

【平田地区】

島根県立平田高等学校 出雲市平田町1 24時間

平田愛宕山野球場 出雲市平田町1‐2 8：00～17：00（年末年始を除く、施設開放時のみ）

平田愛宕山プール 出雲市平田町354番地 24時間

平田本陣記念館 出雲市平田町515

平田コミュニティセンター 出雲市平田町911 24時間

平田ショッピングセンターVIVA 出雲市平田町1708番地1号 9:00～22:00

出雲市立平田図書館 出雲市平田町2110‐1
10：00～19：００(但し、毎週火曜、及び月末の図書整理日、年末年始の休館時
を除く）

平田福祉館 出雲市平田町2112-1 日曜日及び年末年始以外

平田文化館 出雲市平田町2112‐1 8：30～17：00

一畑電車株式会社 出雲市平田町2226 6：00～23：00

出雲警察署　平田広域交番 出雲市平田町2438‐3

出雲市立平田中学校 出雲市平田町2950－1 24時間

平田ｽﾎﾟｰﾂ公園　セントラルハウス 出雲市平田町2960‐1 8：30～22：00（年末年始休業日を除く）　火曜日のみ8:30～17:00

愛宕山公園 出雲市平田町6123番地1号 24時間

パチンコ丸三　平田店 出雲市平田町7139 09:00～23:00



社会福祉法人ほのぼの会　あかねの里 出雲市平田町7169番地 24時間（夜は電話連絡が必要）

割烹温泉ゆらり 出雲市平田町7178 10：30～22：30

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまね平田店 出雲市平田町7698 24時間

出雲市立平田小学校 出雲市西平田町１ 24時間

平田体育館 出雲市西平田町16番地 8:30～22:00（年末年始を除く、施設開放時のみ）

出雲市立平田幼稚園 出雲市西平田町17 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町613 08:30～17:00（土日、祝日を除く）

出雲市立向陽中学校 出雲市灘分町1816番地1号 24時間

灘分コミュニティセンター 出雲市灘分1933 24時間

三協貨物株式会社　平田支店 出雲市灘分町2062 日曜以外　8：00～17：00

出雲市立灘分小学校 出雲市灘分町2091 24時間

出雲市立国富小学校 出雲市国富町381 24時間

平田自動車教習所 出雲市国富町843‐3 8：00～20：00土日は18：00まで

国富コミュニティセンター 出雲市国富町867 24時間

平田ニュースポーツ広場 出雲市国富町1395

平田テニスコート 出雲市西郷町516‐2

ヒラタ精機株式会社 出雲市西郷町718
８：００～１７：００（但し大型連休（５月・８月盆休・年末年始）の当社休業日は除
く。

久多美コミュニティセンター 出雲市東郷町175 24時間

グループホーム　さらさの家 出雲市東福町190-2 24時間

出雲市立さくら小学校（旧久多美小学校） 出雲市東福町453 24時間

特別養護老人ホーム万田の郷（新型） 出雲市万田町538 24時間

西田コミュニティセンター 出雲市万田町692 24時間

特別養護老人ホーム万田の郷 出雲市万田町692-2 24時間

出雲市立西田小学校 出雲市万田町702－1 24時間

認知症高齢者グループホーム　宇賀の杜　楽舎　 出雲市奥宇賀町23-1 24時間

旧出雲市立光中学校 出雲市奥宇賀町854 24時間

出雲市立朝陽小学校 出雲市園町64‐2 24時間

出雲市立東幼稚園 出雲市園町1334‐1 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

県立青少年の家艇庫　 出雲市園町1660‐1 24時間

平田B＆G海洋センター 出雲市園町1660番地1号 4～10月（火曜日を除く開館日）10:00～17:00

湖遊館 出雲市園町1660番地1号 10:00～17:00（スケートリンク時は10:00～19:00）

特別養護老人ホーム　るんびにぃ苑 出雲市園町2606番地1号 24時間

東コミュニティセンター 出雲市鹿園寺町49－3 24時間

旧出雲市立東小学校 出雲市鹿園寺町1004－6 24時間

県立青少年の家（本館） 出雲市小境町1991‐2 24時間

美野園 出雲市美野町1694番地2 24時間

伊野本陣 出雲市美野町504 24時間

出雲市立伊野小学校 出雲市野郷町459－2 24時間

伊野コミュニティセンター 出雲市野郷町492－5 ２４時間

旧出雲市立檜山小学校 出雲市多久谷町182－1 24時間

檜山コミュニティセンター 出雲市多久町10 24時間

西地合公民館 出雲市地合町103 24時間使用可能

旧出雲市立塩津小学校 出雲市塩津町101－2 24時間

塩津漁民センター 出雲市塩津町522-4 24時間

ＪＡしまね佐香店 出雲市小伊津町1473 9：00～12：00土曜日・日曜日・祝祭日は除く

坂浦漁村センター 出雲市坂浦町254 24時間使用可能

佐香コミュニティセンター 出雲市坂浦町3601 24時間

山岡医院 出雲市三津町389番地2号 8:00～19:00（日曜、祝祭日、木曜日の午後を除く）

昭和KDE株式会社 出雲市河下町 08：00～17：00

出雲市立鰐淵小学校 出雲市河下町607－1 24時間

鰐淵コミュニティセンター 出雲市河下町720－1 24時間

十六島集会所 出雲市十六島町734番地先 24時間

出雲市立北浜小学校 出雲市十六島町1383－5 24時間

北浜コミュニティセンター 出雲市十六島町1851－1 24時間

お茶の里　唐川館 出雲市唐川町191 24時間使用可能



【大社地区】

出雲市立荒木幼稚園 出雲市大社町北荒木310 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

手銭歯科医院 出雲市大社町北荒木334番地1号 8:00～18:00

荒木コミュニティセンター 出雲市大社町北荒木389‐2 24時間

出雲市立荒木小学校 出雲市大社町北荒木413 24時間

協同組合 大社ショッピングセンター　エル 出雲市大社町北荒木625番地２ 10：00～20：00　※11/1～2/28（1/1～1/3休業）：10：00～19：30

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまね大社店 出雲市大社町北荒木940‐1 24時間

島根県立大社高等学校 出雲市大社町北荒木1473 8：30～17：15学校の休校日は不可

県立浜山体育館（ｶﾐｱﾘｰﾅ） 出雲市大社町北荒木1868-10 8：30～21：00月曜日は8：30～19：00

県立浜山公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 出雲市大社町北荒木1868-10 8：30～21：0012月1日～3月14日は8：30～17：00

中山工業株式会社 出雲市大社町中荒木1086番地1号 24時間

出雲警察署　大社広域交番 出雲市大社町杵築東57‐2

古代出雲歴史博物館 出雲市大社町杵築東99‐4 9：00～18：0011月～2月　17：00まで

島根県神社庁 出雲市大社町杵築東286番地 9:00～17:00

出雲市立大社小学校 出雲市大社町杵築南900－1 24時間

出雲市立大社幼稚園 出雲市大社町杵築南１２０１ 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

大社健康スポーツ公園体育館 出雲市大社町杵築南1051-1 （常時）08:30～17:00（体育館使用時）17:00～22:00（使用不）年末年始

大社コミュニティセンター 出雲市大社町杵築南1051－1 24時間

出雲市立大社中学校 出雲市大社町杵築南1330 24時間

大社文化プレイスうらら館 出雲市大社町杵築南1338－9 09:00～22:00　事業所従業員のみ

大社健康福祉センター（現行大社行政センター） 出雲市大社町杵築南1397番地2号 8:30～17:15

島根ワイナリー 出雲市大社町菱根264‐2 9：00～18：30

出雲市立遙堪小学校 出雲市大社町遙堪73 24時間

出雲市立遥堪幼稚園 出雲市大社町遥堪73‐1 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

遙堪コミュニティセンター 出雲市大社町遙堪359－2 24時間

CSいずも放課後デイサービス大社事業所 出雲市大社町入南80番地1号 9:00～17:30

島建コンサルタント株式会社 出雲市大社町入南1307番地45 平日　8：00～17：30

こぐま保育園 出雲市大社町入南1307‐5

日御碕コミュニティセンター 出雲市大社町宇竜338‐3 24時間

ＪＡしまね鵜鷺店 出雲市大社町鷺浦153 9：00～12：00土曜日・日曜日・祝祭日は除く

旧出雲市立鵜鷺小学校 出雲市大社町鷺浦275 24時間

鵜鷺コミュニティセンター 出雲市大社町鷺浦1044－1 24時間

旧出雲市立日御碕小学校 出雲市大社町日御碕521－1 24時間

【斐川地区】

山陰クボタ水道用材((株) 出雲市斐川町上直江453番地１ ８：００～１６：００

パチンコ丸三　斐川店 出雲市斐川町上直江972番地1号 9:00～23:00

福祉の里 出雲市斐川町上直江1829番地１ ８：３０～２１：００

出雲村田製作所 出雲市斐川町上直江2308番地 8:30～17:15（盆休業日、年末年始休業日を除く）

アクティーひかわ体育館 出雲市斐川町上直江2469番地 9:00～22:00（8/13～8/15、12/30～1/3を除く）

JAしまねディサービスセンター　つつじ園 出雲市斐川町直江885番地 8:30～17:00（土、日曜日を除く）

出雲市立斐川第2体育館 出雲市斐川町直江1231番地 9:00～22:00（12/31～1/3は施設利用時間のみ）

島根島津株式会社 出雲市斐川町直江2698番地 土日及び休業日以外　8：15～17：15

株式会社スター精機出雲工場 出雲市斐川町直江3538番地 ８：３０～１７：３０

斐川公園 出雲市斐川町直江3864番地2 ８：３０～１７：００

積水成型工業㈱出雲工場 出雲市斐川町直江4002番地2号 9:00～17:30（土、日曜日を除く）

出雲市立斐川西中学校 出雲市斐川町直江4083番地 8:10～17:00

出雲市立ひかわ図書館 出雲市斐川町直江4156番地 １０：００～１９：００

出雲市立中部幼稚園 出雲市斐川町直江4243番地 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立中部小学校 出雲市斐川町直江4243番地 24時間

直江コミュニティセンター 出雲市斐川町直江4865番地1号 24時間

斐川生協病院 出雲市斐川町直江4883-1 6：00～21：00

久木コミュニティセンター 出雲市斐川町福富2番地13号 24時間

障がい者支援施設　太陽の里 出雲市斐川町名島90番地 24時間（22:00～5:00は要電話）

特別養護老人ホーム　かんべの里 出雲市斐川町名島93番地2号 8:00～21:00

あっとホームひかわ 出雲市斐川町美南1507-1 6：00～21：00

出雲市立西野幼稚園 出雲市斐川町富村537 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立西野小学校 出雲市斐川町富村559番地 8:15～17:00（体育館開放日は使用可）



伊波野コミュニティセンター 出雲市斐川町富村748番地 24時間

出雲コアカレッジ 出雲市斐川町富村1000-8 学校開放日　8：30～17：30

デイサービスMILK富 出雲市斐川町富村1465-1 12/26～1/3以外　7：30～19：30

出雲市役所　斐川行政センター 出雲市斐川町荘原2172番地 8:30～17:15（土日、祝祭日、年末年始を除く）

JAしまね典礼センター　虹のホールひかわ 出雲市斐川町荘原2193番地2号 8:30～17:00（土、日曜日を除く）

出雲市立荘原幼稚園 出雲市斐川町荘原2300‐6 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立斐川第1体育館 出雲市斐川町荘原2876番地3号 9:00～22:00（12/31～1/3は施設利用時間のみ）

ヒカワ精工㈱ 出雲市斐川町荘原3168番地 8:00～17:00（5月連休、盆、年末年始を除く）

荘原コミュニティセンター 出雲市斐川町荘原3835 ２４時間

社会福祉法人　出雲市社会福祉協議会　斐川支所 出雲市斐川町上庄原1766番地2号 8:30～17:15（土日、祝祭日、12/30～1/3を除く）

株式会社　島根富士通 出雲市斐川町三絡1180番地6 工場出勤日の平日8:15～17:00

出雲市立荘原小学校 出雲市斐川町神庭273番地 平日8:20～17:05（学校及び体育館が開いている時はいつでも可能）

荒神谷博物館 出雲市斐川町神庭873番地8号 9:00～17:00（12/30～1/4を除く）

道の駅湯の川　　株式会社特産ひかわ 出雲市斐川町学頭825番地2 9:00～19:00

斐川社会福祉センター四季荘 出雲市斐川町学頭1369番地 8:00～22:00

社会福祉法人　桑友 出雲市斐川町学頭1625番地４ ８：００～２１：００

ひかわ美人の湯 出雲市斐川町学頭3646番地1号 10:00～21:30（休館日を除く）

出雲空港カントリー倶楽部 出雲市斐川町学頭3738番地 8:00～17:00

原鹿の旧豪農屋敷 出雲市斐川町原鹿640番地1号 9:00～17:00（月曜日、年末年始は除く）

出雲市立出東小学校 出雲市斐川町三分市1076番地 8:15～17:05（体育館の使用許可を得た団体の利用時間）

出東コミュニティセンター 出雲市斐川町三分市2060-1 ２４時間

昭和セメント工業株式会社　斐川工場 出雲市斐川町坂田3355番地 平日　8：00～17：00

出雲市立斐川東中学校 出雲市斐川町沖洲660番地 8:10～17:00（土日を除く）

株式会社フクダ 出雲市斐川町沖洲1080番地 8:00～17:00

出雲空港ターミナルビル 出雲市斐川町沖洲2633番地1号 6:30～20:30

出西コミュニティセンター 出雲市斐川町求院965番地 24時間

上阿宮営農組合事務所 出雲市斐川町阿宮301-1 ２４時間

阿宮コミュニティセンター 出雲市斐川町阿宮2323-2 ２４時間

【佐田地区】

スサノオホール 出雲市佐田町反辺1747－4 08:30～22:00

須佐コミュニティセンター 出雲市佐田町反辺1747－6 24時間

特定非営利活動法人　スサノオの風　佐田スポーツセンター 出雲市佐田町反辺1948番地1号 終日

(有)佐田機械センター 出雲市佐田町反辺1964 平日8：00～18：00

出雲市立須佐小学校 出雲市佐田町須佐1137－1 24時間

出雲市立須佐保育所 出雲市佐田町須佐1146 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲須佐温泉すさのおの郷　ゆかり館 出雲市佐田町原田737 6：30～23：00

岩崎歯科医院 出雲市佐田町八幡原185-11 （月・火・金）08:00～18:30（水）08:00～12:00（使用不）木・日曜日

出雲市立佐田中学校 出雲市佐田町八幡原200 24時間

窪田コミュニティセンター 出雲市佐田町八幡原492－6 24時間

飯の原農村公園 出雲市佐田町一窪田657

出雲市立窪田保育所 出雲市佐田町一窪田1430-１ 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

出雲市立窪田小学校 出雲市佐田町一窪田1430－8 24時間

社会福祉法人やまゆり 出雲市佐田町一窪田1961‐5 7：00～20：00

ＪＡしまね窪田店 出雲市佐田町一窪田2132‐5 9：00～12：00土曜日・日曜日・祝祭日は除く

下佐津目公民館　 出雲市佐田町下佐津目640-1 ２４時間

吉野公民館 出雲市佐田町吉野233 24時間使用可能



【多伎地区】

多伎いちじく温泉 出雲市多伎町久村654 （通常）10:00～21:00（使用不）第1･3火曜日

多伎勤労者体育センター 出雲市多伎町久村1341番地1号 24時間

多伎多目的運動場 出雲市多伎町久村1643番地2号 24時間

出雲市立多伎小学校（旧岐久小学校） 出雲市多伎町多岐900 24時間

マリンタラソ出雲 出雲市多伎町多岐859－1 10:00～22:00（開館時間）

出雲市立多伎中学校 出雲市多伎町多岐785 24時間

キララ多伎 出雲市多伎町多岐135‐1 9：00～18：00

多伎体育館 出雲市多伎町小田11番地1号 24時間

多伎コミュニティセンター 出雲市多伎町小田73 24時間

多伎地域福祉センター 出雲市多伎町小田50番地 平日8:30～17:15　　　土、日、祝日、年末年始（12/29～1/3）使用不可

多伎こども園 出雲市多伎町小田50‐3 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

老人保健施設たき 出雲市多伎町小田50‐7 24時間

シーサイド運動公園 出雲市多伎町小田500番地12号 24時間

ＪＡしまね田儀店 出雲市多伎町口田儀666 9：00～12：00土曜日・日曜日・祝祭日は除く

手引ヶ丘公園内　風の子学習館 出雲市多伎町口田儀458番地1号 3月～5月、9月、10月（9:00～18:00）　6月～8月（9:00～19:00）　11月～2月（9:00～17:00）

旧出雲市立田儀小学校 出雲市多伎町口田儀1221 24時間

奥田儀地区生活改善センター 出雲市多伎町奥田儀589番地1号 24時間

【湖陵地区】

ヴィラ湖水苑 出雲市湖陵町差海318番地1号 24時間

特別養護老人ホーム湖水苑 出雲市湖陵町差海318‐1 8：30～17：30

ﾌァﾐﾘｰﾏｰﾄＪＡしまね湖陵店 出雲市湖陵町差海710‐1 24時間

出雲市立湖陵小学校 出雲市湖陵町二部1100 24時間

出雲市立湖陵幼稚園 出雲市湖陵町二部1117 月～金曜日の８：３０～１７：１５（但し祝日、年末年始を除く）

湖畔の宿くにびき 出雲市湖陵町二部1230 06:00～23:00（開館時）

湖陵コミュニティセンター 出雲市湖陵町二部1320 24時間

社会福祉法人湖陵福祉会ハマナス保育園 出雲市湖陵町二部1745-2

湖陵総合公園 出雲市湖陵町三部737 08:30～17:30（他、担当者がいる場合使用可能）

出雲市立湖陵中学校 出雲市湖陵町三部1183 24時間

JAしまね福祉会　みどりの郷湖陵 出雲市湖陵町三部1231－1 24時間

湖陵福祉センター 出雲市湖陵町三部1352番地 8:30～18:00（月～金）､9:00～18:00（土～日）､年末年始（12/29～1/3）使用不可

湖陵運動公園 出雲市湖陵町三部1389-3

湖陵体育センター 出雲市湖陵町板津137番地1号 24時間

光風園 出雲市湖陵町大池240番地1号 8:30～17:30

いずも大社カントリークラブ 出雲市湖陵町大池1944 8：00～17：00


