
郡　山　市

2022年1月25日現在【Ver.4.0】

【2022年度～2024年度】



○ 指定管理者制度導入計画【2022年度　導入（更新）予定】

なし

○ 指定管理者制度導入計画【2023年度 導入（更新）予定】

協定
NO

新規
施設
NO

施設（協定）名称 施設区分 地区
現在の管理
運営方法

所管部 所管課 特記事項

1 磐梯熱海観光物産館 その他施設 熱海 指定管理者制度 産業観光部 観光課

〇 2 鶴見坦市営住宅

〇 3 希望ケ丘市営住宅

〇 4 緑ケ丘市営住宅

〇 5 緑ケ丘東市営住宅

〇 6 日吉ケ丘市営住宅 富田

〇 7 堀切西市営住宅

〇 8 西ノ宮西市営住宅

〇 9 中ノ平市営住宅

〇 10 新池下市営住宅

〇 11 仁池向市営住宅

〇 12 小山田市営住宅

〇 13 小山田第二市営住宅

〇 14 小山田西市営住宅

〇 15 長久保市営住宅

〇 16 安積市営住宅

〇 17 荒池淵市営住宅

〇 18 大洲河原第二市営住宅

〇 19 千杯田第一市営住宅

〇 20 千杯田第二市営住宅

【39施設】

市営住宅
大槻

旧市内

安積

喜久田

建設交通部 住宅政策課直営
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協定
NO

新規
施設
NO

施設（協定）名称 施設区分 地区
現在の管理
運営方法

所管部 所管課 特記事項

〇 21 一ツ坦市営住宅

〇 22 広野入市営住宅

〇 23 三本松市営住宅

〇 24 新田市営住宅

〇 25 高倉市営住宅

〇 26 大原ふれあい市営住宅

〇 27 古町市営住宅

〇 28 道ノ窪第一市営住宅

〇 29 道ノ窪第二市営住宅

〇 30 大師前市営住宅

〇 31 陣場市営住宅

〇 32 八山田四丁目市営住宅

〇 33 太田道上市営住宅

〇 34 朝日市営住宅

〇 35 熱海六丁目市営住宅

〇 36 対面原市営住宅

〇 37 松ケ岡市営住宅

〇 38 緑ケ岡市営住宅

〇 39 芹沢市営住宅 西田

市営住宅

日和田

富久山

湖南

熱海

田村

建設交通部 住宅政策課直営
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○ 指定管理者制度導入計画【2024年度 導入（更新）予定】

協定
NO

新規
施設
NO

施設（協定）名称 施設区分 地区
現在の管理
運営方法

所管部 所管課 特記事項

1 労働福祉会館 政策開発部 雇用政策課

2 男女共同参画センター 市民部 男女共同参画課

3 ふれあい科学館 旧市内

4 大安場史跡公園 田村

5 市民文化センター

6 開成館

7 安積開拓入植者住宅（旧小山家）

8 安積開拓入植者住宅（旧坪内家）

9 安積開拓発祥地（旧立岩邸）

10 文学資料館(こおりやま文学の森資料館)

11 久米正雄記念館(こおりやま文学の森資料館)

12 磐梯熱海アイスアリーナ

13 磐梯熱海スポーツパーク体育館

14 磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド

15 磐梯熱海スポーツパーク郡山サッカー・ラグビー場

16 磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場

17 西部第二体育館

18 西部庭球場

19 西部体育館

20 西部スポーツ広場

21 西部サッカー場

22 郡山相撲場　　　

23 福祉センター 保健福祉部 保健福祉総務課

24 希望ヶ丘学園

25 更生園

【71施設】

集会施設

スポーツ振興課

熱海

大槻

指定管理者制度

指定管理者制度 文化振興課

旧市内

文化施設

旧市内

文化スポーツ部

福祉施設 旧市内 指定管理者制度
保健福祉部

体育施設 指定管理者制度 文化スポーツ部

障がい福祉課
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協定
NO

新規
施設
NO

施設（協定）名称 施設区分 地区
現在の管理
運営方法

所管部 所管課 特記事項

26 花かつみ豊心園

27 緑豊園

28 障害者福祉センター

29 中央老人福祉センター

30 中央デイ・サービスセンター

31 富久山デイ・サービスセンター 富久山

32 湖南デイ・サービスセンター

33 サニー・ランド湖南

34 寿楽荘 熱海

35 逢瀬荘 逢瀬

36 西田地域交流センター 西田

37 三穂田地域交流センター 三穂田

38 中田地域交流センター 中田

39 喜久田地域交流センター 喜久田

40 日和田地域交流センター 日和田

41 田村地域交流センター 田村

42 希望ヶ丘児童センター 旧市内

43 西部地域子育て支援センター 安積

44 北部地域子育て支援センター 富久山

45 東部地域子育て支援センター 旧市内

46 南部地域子育て支援センター 安積

47 八山田こども公園 公園施設 富久山

48 サン・サン・グリーン湖南 湖南

49 農村生活中核施設黒石荘 中田

50 畜産振興センター（石筵ふれあい牧場） 集客施設 熱海 指定管理者制度 農林部 園芸畜産振興課

51 高篠山森林公園 公園施設 逢瀬 指定管理者制度 農林部 林業振興課

保健福祉部 障がい福祉課

保健福祉部 健康長寿課

子育て施設
こども部 こども家庭支援課指定管理者制度

福祉施設

日和田

旧市内

湖南

指定管理者制度

指定管理者制度 農林部 農業政策課集客施設
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協定
NO

新規
施設
NO

施設（協定）名称 施設区分 地区
現在の管理
運営方法

所管部 所管課 特記事項

52 郡山ユラックス熱海 集客施設 熱海 指定管理者制度 産業観光部 観光課

53 五百淵公園

56 野鳥の森学習館

58 21世紀記念公園

59 麓山公園

54 荒井中央公園

57 郡山カルチャーパーク

55 平成記念郡山こどものもり公園 富久山

60 大槻公園　 大槻

61 青少年会館 大槻

62 少年湖畔の村 湖南

〇 63 開成山公園

〇 64 水・緑公園

〇 65 開成二丁目公園

〇 66 開拓公園

〇 67 郡山総合体育館

〇 68 開成山陸上競技場

〇 69 開成山陸上競技場補助競技場

〇 70 開成山野球場

〇 71 開成山弓道場

○ 【参考】　2025年度以降に導入（更新）を予定している施設

施設数

1

1

1

施設名称

医療介護病院

医療介護病院介護医療院

開成山屋内水泳場

「開成山公園等Park-
PFI整備事業」におい
て、指定管理者を一体
的に募集予定

「開成山体育施設整備
事業」において、指定
管理者を一体的に募集
予定

公園施設 指定管理者制度 都市整備部 公園緑地課

旧市内

安積

指定管理者制度 教育総務部 生涯学習課社会教育施設

公園施設 旧市内 直営 都市整備部 公園緑地課

体育施設 旧市内 直営 文化スポーツ部 スポーツ振興課
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