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　次の施設について、施設の管理運営を行う指定管理者候補者となる団体を募集します。

【指定管理者制度とは】市の施設の管理運営を民間事業者やＮＰＯ法人などに任せるもので、施設運営に
民間の活力や知恵、ノウハウを導入し、利用者の利便性の向上と管理経費の縮減
を図ることを目的としています。

◆募集対象施設
　一覧表のとおり
◆管理期間
　平成28年4月1日から
　平成33年3月31日まで（5年間）
◆主な応募資格（詳しくは、募集要項を参照してください）
　・団体であること（法人格の有無は問わない）。
　・市の指名停止を受けていないこと。
　・市税の滞納がないこと。
◆応募期限
　平成27年7月21日（火）17時

　出雲市行財政改革大綱及び第1期実施計画に基づく使用料・手数料の見直しの一環として、施設
の使用料を改定します。
　みなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

（1）使用用途や規模が同様な施設は、使用料を同じにします。
（2）施設等の維持管理費に対する使用料の割合を考慮した設定としています。

　施設区分ごとの基本的な使用料は次のとおりです。ただし、営利目的の使用や土曜日・日曜日及び休日の
使用、空調設備の使用などは、割増料金を設定している施設もあります。

市の施設の指定管理者を募集します
　出雲市行財政改革大綱及び第1期実施計画に基づく使用料・手数料の見直しの一環として、施設
の使用料を改定します。

市の施設の使用料
　出雲市行財政改革大綱及び第1期実施計画に基づく使用料・手数料の見直しの一環として、施設　出雲市行財政改革大綱及び第1期実施計画に基づく使用料・手数料の見直しの一環として、施設

市の施設の使用料 が変わります

◆募集する施設一覧

施設分類 担当課

文化スポーツ課　☎21-6347

都市計画課　　　☎21-6735

観光交流推進課　☎21-6995

文化・スポーツ関係施設

公園施設

観光関係施設

施設分類 担当課

自治振興課　　　☎21-6951

教育政策課　　　☎21-6874

市民活動支援課　☎21-6528

コミュニティセンター

小学校・中学校

生涯学習施設

おたずね

10月1日
から

10月1日
から

施設区分ごとの基本的な使用料施設区分ごとの基本的な使用料

使用料改定の基本的な考え方使用料改定の基本的な考え方

施設ごとの使用料や使用料免除などについては各施設及び担当課にお問い合わせいただくか、
市のホームページをご覧ください。

行政改革関係／行政改革部施設経営室　☎21－6265

規模区分
660㎡未満
660㎡以上1,300㎡未満
1,300㎡以上

基本的な使用料（時間）
700円

1,500円
2,000円

①体 育 館

分　　類
公式戦が開催できるグラウンド
及びスタンドが整備された施設
公式戦の開催が困難な施設
出雲健康公園出雲ドーム

基本的な使用料（時間）

1,800円

1,200円
3,600円

②野 球 場

施設名等
出雲健康公園多目的広場（芝生）
長浜中央公園（芝生）
平田スポーツ公園（芝生）

基本的な使用料（時間）

3,000円

③サッカー場

座 席 数
300席未満
300席以上500席未満
500席以上1,000席未満
1,000席以上

基本的な使用料（時間）
1,500円
3,000円
4,500円
9,000円

④ホール施設

面　　積
25㎡未満
25㎡以上50㎡未満
50㎡以上75㎡未満
75㎡以上100㎡未満
100㎡以上150㎡未満
150㎡以上300㎡未満
300㎡以上

基本的な使用料（時間）
300円
500円
800円

1,000円
1,500円
2,500円
3,500円 

⑤会 議 室

◆募集要項等
市のホームページを参照するか、各施設担当課に
おたずねください。
◆申請後の流れ
　平成27年8月　指定管理者候補者選定委員会で審査
　平成27年9月　市議会の議決を経て指定管理者を指定
　平成28年4月　施設の管理開始
◆募集に関するおたずね
　一覧表の各担当課
◆制度に関するおたずね
　行政改革部施設経営室（☎21－6265）

施　設　名 担当課 電話番号 施　設　名 担当課 電話番号

1 出雲国際交流会館交流棟、宿泊研修棟 国際交流室 21-6576 23 宍道湖公園湖遊館

文化スポーツ課 21-6347

2 ひらた健康福祉センター障がい者福祉部門 福祉推進課 21-6631 24 多伎文化伝習館

3 南部福祉センター

高齢者福祉課 21-6967

25 多伎健康増進センター

4 里家センター 26 湖陵体育センター

5 平田デイサービスセンター 27 湖陵運動広場

6 佐田老人福祉センター「潮の井荘」 28 大社健康スポーツ公園（体育館、運動場、庭球場）

7 出雲ゆうプラザ 健康増進課 21-6829 29 斐川第１体育館

8 風の子楽習館

市民活動支援課 21-6528

30 荒神谷博物館、荒神谷史跡公園 文化財課 25-1841

9 湊原体験学習センター 31 うさぎ森林公園

観光交流推進課 21-6995

10 宍道湖公園多目的棟 32 立久恵峡わかあゆの里

11 出雲健康公園（出雲ドーム、少年野球場、多目的広場、クラブハウス等）

文化スポーツ課 21-6347

33 八雲風穴公園

12 サン・アビリティーズいずも 34 道の駅湯の川

13 長浜中央公園（多目的広場） 35 木綿街道交流館

14 出雲西部体育館 36 宍道湖市民農園 農業振興課 21-6582

15 平成スポーツ公園（野球場、庭球場、グラウンドゴルフ場、ゲートボール場） 37 神西親水公園

都市計画課 21-6735

16 平田スポーツ公園（陸上競技場、セントラルハウス） 38 斐伊川河川敷公園

17 平田愛宕山野球場 39 真幸ヶ丘公園（庭球場、多目的広場等）

18 平田愛宕山プール 40 愛宕山公園（プール、野球場、庭球場、本陣記念館除く）

19 平田愛宕山庭球場 41 手引ヶ丘公園

20 平田テニスコート 42 湖陵総合公園（野球場、庭球場等）

21 平田ニュースポーツ広場 43 斐川公園（野球場、庭球場等）

22 平田Ｂ＆Ｇ海洋センター 複数の施設を一括して管理していただくため、「一括募集」として
いる案件もあります。詳しくは、募集要項でご確認ください。
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