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指定管理者候補団体の選定結果について 

 

１ 導入形態別施設数及び協定数 

項目 
市有集会施設以外の 

公の施設 
市有集会施設 合計 

制度導入施設数 合計 57施設（23協定） 64施設（64協定） 121施設（87協定） 

単独・ 

グループ化別 

単独 13施設（13協定） 64施設（64協定） 77施設（77協定） 

グループ化 44施設（10協定） なし 44施設（10協定） 

公募・非公募別 
公募 36施設（14協定） なし 36施設（14協定） 

非公募 21施設（ 9協定） 64施設（64協定） 85施設（73協定） 

 

２ 市有集会施設以外の公の施設一覧（57施設 23協定。公募・非公募別。） 

№ 施設名 
協定 

№ 
単独・ 

グループ化 

公募・ 

非公募 
指定管理者候補団体 

合計 

得点 

１ 高齢者生産活動センター １ 単独 公募 喜多方市社会福祉協議会 21.20 

２ 慶徳デイサービスセンター ２ 単独 公募 社会福祉法人 啓和会 23.45 

３ 喜多方蔵の里 ３ 単独 公募 喜多方市ふるさと振興（株） 20.50 

４ 都市農山村交流施設（おぐに交流の郷） ４ 単独 公募 

特定非営利活動法人 喜多

方市グリーン・ツーリズム

サポートセンター 

21.25 

５ 
厚生会館・中央公民館分館（２施設） ５ 

グループ化 

（２施設） 
公募 

特定非営利活動法人 喜多

方市民活動サポートネット

ワーク 

22.77 
６ 

７ 押切川公園体育館他（６施設） 

【ひばりが丘球場】 

【市民プール】 

【押切川公園体育館】 

【押切川公園野球場】 

【押切川公園スポーツ広場】 

【押切川公園自由広場】 

６ 
グループ化 

（６施設） 
公募 喜多方市ふるさと振興（株） 22.00 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 美術館 ７ 単独 公募 喜多方市ふるさと振興（株） 22.00 

14 カイギュウランドたかさと ８ 単独 公募 喜多方市ふるさと振興（株） 20.50 

15 図書館 ９ 単独 公募 （株）図書館流通センター 29.38 

16 農林業振興施設（ひめさゆり浪漫館） 10 単独 公募 喜多方市ふるさと振興（株） 20.50 

17 三ノ倉高原ふれあいの森他（４施設） 

【三ノ倉高原ふれあいの森】 

【エアパーク三ノ倉高原】 

【熱塩加納体験交流センター山小屋くら

ら】 

【三ノ倉スキー場】 

11 
グループ化 

（４施設） 
公募 喜多方市ふるさと振興（株） 21.00 

18 

19 

20 

21 飯豊とそばの里センター他（８施設） 

【山都農林水産物集出荷貯蔵施設】 

【そば資料館】 

12 
グループ化 

（８施設） 
公募 喜多方市ふるさと振興（株） 21.67 22 

23 
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24 【ふれあい館】 

【ふるさと館】 

【そば伝承館】 

【山都そば乾燥調整加工施設】 

【森林活用環境施設山都宿泊施設】 

【山都温泉保養センターいいでのゆ】 

25 

26 

27 

28 

29 山都森林スポーツ公園（６施設） 

【基盤整備施設】 

【林産施設】 

【教育運動施設】 

【休養休憩施設】 

【森林保護施設】 

【管理施設】 

13 
グループ化 

（６施設） 
公募 会津北部森林組合 20.44 

30 

31 

32 

33 

34 

35 ふれあいランド高郷他（２施設） 

そでやま夢交流館 
14 

グループ化 

（２施設） 
公募 喜多方市ふるさと振興（株） 21.00 

36 

37 総合福祉センター（４施設） 

【高齢者福祉センター】 

【中央デイサービスセンター】 

【社会福祉センター】 

【ふれあいセンター】 

15 
グループ化 

（４施設） 
非公募 喜多方市社会福祉協議会 22.60 

38 

39 

40 

41 熱塩加納保健福祉センター夢の森（４施

設） 

【デイサービスセンター】 

【保健施設】 

【保養施設（温泉施設）】 

【運動施設】 

16 
グループ化 

（４施設） 
非公募 喜多方市社会福祉協議会 22.18 

42 

43 

44 

45 塩川保健福祉センター「いきいきセンタ

ー」（４施設） 

【地域福祉センター（入浴施設）】 

【デイサービスセンター】 

【在宅介護支援センター】 

【保健センター】 

17 
グループ化 

（４施設） 
非公募 喜多方市社会福祉協議会 22.73 

46 

47 

48 

49 
過疎高齢者生活福祉センターしゃくなげ

ホーム 
18 単独 非公募 喜多方市社会福祉協議会 22.36 

50 高齢者生活福祉センターかたくり荘 19 単独 非公募 喜多方市社会福祉協議会 22.00 

51 地域・家庭医療センター（ほっと☆きらり） 20 単独 非公募 医療法人社団 福寿会 24.67 

52 ふれあいパーク喜多の郷他（４施設） 

【蔵のまち四季彩館】 

【公衆トイレ】 

【温泉保養施設蔵の湯】 

【中山森林公園】 

21 
グループ化 

（４施設） 
非公募 喜多方市ふるさと振興（株） 21.00 

53 

54 

55 

56 山都テニス・バレーコート 22 単独 非公募 喜多方市ふるさと振興（株） 21.33 

57 夏井農村公園 23 単独 非公募 夏井行政区 － 
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３ 市有集会施設（64施設 64協定。地区別。） 

 ※全 64施設を単独、非公募で行政区を指定管理者候補団体として選定した。 

（１）喜多方地区（１施設） 

№ 施設名 指定管理者候補団体 

１ 舞台田集会所 舞台田行政区 

（２）熱塩加納地区（21施設） 

№ 施設名 指定管理者候補団体 

１ 日中生活改善センター 日中行政区 

２ 田中生活改善センター 田中行政区 

３ 半在家生活改善センター 半在家行政区 

４ 若宮集会室 若宮行政区 

５ 赤崎林多目的集会センター 赤崎林行政区 

６ 水沢多目的集会センター 水沢行政区 

７ 岩尾多目的集会センター 岩尾行政区 

８ 鷲田多目的集会センター 鷲田行政区 

９ 板ノ沢多目的集会センター 板の沢行政区 

10 栗生沢多目的集会センター 栗生沢行政区 

11 宇津野多目的集会センター 宇津野行政区 

12 上野多目的集会センター 上野行政区 

13 赤沢集会施設 野辺沢行政区 

14 五目多目的集会センター 五目行政区 

15 根岸高齢者若者センター 根岸行政区 

16 中川原多目的集会センター 中川原行政区 

17 黒川多目的集会センター 黒川行政区 

18 熱塩多目的集会センター 熱塩行政区 

19 野辺沢多目的集会センター 野辺沢行政区 

20 新村多目的集会センター 新村行政区 

21 大里集会施設 大里行政区 

（３）山都地区（21施設） 

№ 施設名 指定管理者候補団体 

１ 千咲原婦人ホーム 千咲原行政区 

２ 基幹集落センター一ノ木会館 一ノ木行政区 

３ 相川会館 藤沢行政区 

４ 河原田会館 河原田行政区 

５ 一郷会館 一郷行政区 

６ 川吉会館 川吉行政区 

７ 堰沢会館 堰沢行政区 

８ 下村会館 下村行政区 

９ 川隅会館 川隅行政区 

10 上林会館 上林行政区 

11 宮月会館 宮月行政区 

12 舟引会館 舟引行政区 

13 三ツ山会館 三ツ山行政区 
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14 最明寺会館 最明寺行政区 

15 舟岡会館 舟岡行政区 

16 広野会館 広野行政区 

17 舘原活性化施設 舘原行政区 

18 女性・若者等活動促進施設早稲谷会館 早稲谷行政区 

19 洲谷活性化施設 洲谷行政区 

20 本木活性化施設 本木行政区 

21 地域資源活用総合交流促進施設沼ノ平会館 沼ノ平行政区 

（４）高郷地区（21施設） 

№ 施設名 指定管理者候補団体 

１ 川井生活改善センター 川井行政区 

２ 西黄多目的集会施設 西黄行政区 

３ 西谷地多目的集会施設 塩峯行政区 

４ 磐見多目的集会施設 大谷行政区 

５ 夏井多目的集会施設 夏井行政区 

６ 揚津多目的集会施設 揚津行政区 

７ 西羽賀多目的集会施設 西羽賀行政区 

８ 大田賀地区集会施設 田中行政区 

９ 地割集会施設 地割行政区 

10 塩坪地区集会施設 塩坪行政区 

11 吹荻地区集会施設 吹荻行政区 

12 漆窪地区集会施設 漆窪行政区 

13 池ノ原多目的集会施設 池ノ原行政区 

14 利田地区集会施設 利田行政区 

15 峯利田地区集会施設 峯利田行政区 

16 三方集会施設 三方行政区 

17 東羽賀婦人・若者等活動促進施設 東羽賀行政区 

18 大原集会施設 大原行政区 

19 本村集会施設 本村行政区 

20 清水利田集会施設 利田行政区 

21 永農集会施設 塩峯行政区 

 


