
◆指定管理者制度導入に係る対象施設一覧 （別紙）

No 施設の分類 施設の種類 施設名 住所 備考 担当課

1 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 観光施設 水郷佐原水生植物園 香取市扇島1837番地２ H29.4リニューアルオープン予定 商工観光課

2 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 観光施設 水郷佐原山車会館 香取市佐原イ3368番地 商工観光課

3 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 市民体育館 香取市佐原イ211番地 生涯学習課

4 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 本矢作運動広場 香取市本矢作918番地４ 生涯学習課

5 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 与田浦運動広場（野球場）（多目的広場） 香取市津宮4992番地85 生涯学習課

7 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 佐原野球場 香取市佐原イ1077番地 生涯学習課

8 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 佐原庭球場 香取市佐原イ771番地 生涯学習課

9 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）（プール） 香取市小見川4866番地736 生涯学習課

11 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 小見川スポーツ･コミュニティセンター 香取市小見川5218番地 生涯学習課

12 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 山田Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）（プール） 香取市仁良361番地２ 生涯学習課

14 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 山田中央運動広場（テニスコート）（野球場） 香取市仁良361番地 生涯学習課

16 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 八都運動広場（テニスコート） 香取市小見64番地 生涯学習課

17 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 山倉運動広場（テニスコート）（野球場） 香取市大角1545番地１ 生涯学習課

19 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）（プール） 香取市岩部1045番地１ 生涯学習課

21 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 香取市栗源多目的芝生広場 香取市岩部5051番地 生涯学習課

22 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育施設 栗源運動広場（野球場） 香取市岩部1045番地 生涯学習課

25 産業振興施設 産業振興 クラインガルテン栗源 香取市沢1253番地１ 農政課

28 産業振興施設 産業振興 観光交流センター（佐原駅） 香取市佐原イ92番地２ 商工観光課

29 産業振興施設 産業振興 上川岸第一施設 香取市佐原イ486番地 都市整備課

43 基盤施設 市営住宅 片野団地（駐車場含む） 香取市片野411番地 都市整備課

44 基盤施設 市営住宅 大戸団地 香取市大戸川1956番地１ 都市整備課

45 基盤施設 市営住宅 粉名口団地（駐車場含む） 香取市佐原ロ2097番地７ 都市整備課

48 基盤施設 市営住宅 日下部住宅 香取市府馬3429番地９ 都市整備課

49 基盤施設 市営住宅 向堆住宅 香取市府馬3691番地 都市整備課

50 基盤施設 市営住宅 岩ケ崎住宅 香取市佐原ホ1229番地10 都市整備課

52 基盤施設 駐車場 小見川駅南駐車場 香取市小見川1350番地１ 都市整備課

53 基盤施設 駐車場 町並み観光駐車場 香取市佐原イ1725番地１ 商工観光課

54 基盤施設 駐輪場 佐原駅自転車駐車場 香取市佐原イ102番地４ 都市整備課

55 基盤施設 駐輪場 佐原駅北口自転車駐車場 香取市佐原イ92番地８ 都市整備課

56 基盤施設 駐輪場 大戸駅自転車駐車場 香取市大戸川８番地 都市整備課

57 基盤施設 駐輪場 香取駅自転車駐車場 香取市津宮1361番地３ 都市整備課

58 基盤施設 駐輪場 十二橋駅自転車駐車場 香取市津宮3928番地30 都市整備課

59 基盤施設 駐輪場 小見川駅前自転車駐車場 香取市小見川1259番地５ 都市整備課

60 基盤施設 その他 本橋元公衆便所 香取市佐原イ1901番地先 環境安全課

61 基盤施設 その他 香取神宮駐車場公衆便所 香取市香取1318番地１ 環境安全課

62 基盤施設 その他 香取神宮境内公衆便所 香取市香取1756番地 環境安全課

63 基盤施設 その他 十二橋駅前公衆便所 香取市津宮3928番地30 環境安全課

64 基盤施設 その他 八坂神社境内公衆便所 香取市佐原イ3359番地２ 環境安全課

65 基盤施設 その他 下仲町公衆便所 香取市佐原イ3388番地２ 商工観光課

66 基盤施設 その他 新上川岸公衆便所 香取市佐原イ498番地１ 商工観光課

67 基盤施設 その他 香取駅前公衆便所 香取市津宮1360番地２ 環境安全課

68 基盤施設 その他 町並み観光トイレ 香取市佐原イ1718番地３ 商工観光課

69 基盤施設 その他 小見川駅前公衆便所 香取市小見川1259番地２ 環境安全課

70 基盤施設 その他 中央大橋元公衆便所 香取市小見川79番地４ 環境安全課

71 基盤施設 その他 星の夢広場公衆便所 香取市府馬2887番地１ 環境安全課

72 基盤施設 その他 山田交流観光施設公衆便所 香取市鳩山344番地18 商工観光課

74 基盤施設 その他 下飯田第一墓地 香取市下飯田1996番地１ 環境安全課

75 基盤施設 その他 下飯田第二墓地 香取市下飯田328番地 環境安全課

76 基盤施設 都市公園 扇島児童公園 香取市扇島1135番地24 都市整備課

77 基盤施設 都市公園 粉名口児童公園 香取市佐原ロ2028番地93 都市整備課

78 基盤施設 都市公園 北3丁目公園 香取市北３丁目10番地 都市整備課

79 基盤施設 都市公園 わんぱく公園 香取市北２丁目10番地 都市整備課

80 基盤施設 都市公園 北1丁目公園 香取市北１丁目５番地 都市整備課

81 基盤施設 都市公園 岩ヶ崎台第1号公園 香取市岩ヶ崎台27番地 都市整備課

82 基盤施設 都市公園 岩ヶ崎台第2号公園 香取市岩ヶ崎台28番地 都市整備課

83 基盤施設 都市公園 荒久児童公園 香取市佐原イ3556番36 都市整備課

85 基盤施設 都市公園 佐原公園 香取市佐原イ771番地 都市整備課

86 基盤施設 都市公園 佐原河川敷緑地 香取市粉名口地先利根川右岸 都市整備課

87 基盤施設 都市公園 水郷あじさい緑地 香取市佐原ロ2028番地207 都市整備課

88 基盤施設 都市公園 玉造北公園 香取市玉造１丁目２番 都市整備課

89 基盤施設 都市公園 玉造中央公園 香取市玉造２丁目６番 都市整備課

90 基盤施設 都市公園 玉造南公園 香取市玉造３丁目４番１ 都市整備課

91 基盤施設 都市公園 寺内北公園 香取市寺内577番１9 都市整備課

92 基盤施設 都市公園 仁井宿東公園 香取市佐原イ2957番地13 都市整備課

93 基盤施設 都市公園 伊地山児童公園 香取市伊地山924番地37 都市整備課

94 基盤施設 都市公園 香梅児童公園 香取市字香梅後838番３ 都市整備課

102 基盤施設 都市公園 水郷大橋町児童公園 香取市佐原ロ2147番地17 都市整備課

103 基盤施設 都市公園 津宮みなみ公園 香取市津宮1526番地16 都市整備課

214 基盤施設 都市公園 鳥羽台公園 香取市鳥羽26番1 都市整備課

104 基盤施設 都市公園 小見川城山公園 香取市小見川字ﾄﾉ部4780ｰ1外 都市整備課

105 基盤施設 都市公園 くろべ運動公園（野球場）（テニスコート） 香取市小見川字八丁面4866ｰ109外 都市整備課

113 基盤施設 都市公園 内浜公園 香取市小見川字内浜450-1 都市整備課

115 基盤施設 都市公園 五郷内第一公園 香取市五郷内字太入2092-1 都市整備課

116 基盤施設 都市公園 五郷内第二公園 香取市五郷内字天神1664 都市整備課

119 基盤施設 都市公園 新町公園 香取市小見川字新町600-1外 都市整備課

120 基盤施設 都市公園 阿玉川西部第一公園 香取市阿玉川字野白96-10 都市整備課

121 基盤施設 都市公園 阿玉川西部第二公園 香取市阿玉川字野白96-18 都市整備課

124 基盤施設 都市公園 小見川河川敷運動公園 香取市八日市場字沖地先 都市整備課

127 基盤施設 児童公園 下川岸児童遊園 香取市佐原イ4149番地106 子育て支援課
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128 基盤施設 児童公園 水郷町児童遊園 香取市佐原ロ2028番地 子育て支援課

129 基盤施設 児童公園 長島児童遊園 香取市長島1802番地 子育て支援課

130 基盤施設 児童公園 扇島下の洲児童遊園 香取市扇島1403番地 子育て支援課

131 基盤施設 児童公園 大倉丁子児童遊園 香取市大倉丁子162番地１ 子育て支援課

132 基盤施設 児童公園 大岸児童遊園 香取市津宮4280番地 子育て支援課

133 基盤施設 児童公園 丁子児童遊園 香取市丁子606番地１ 子育て支援課

134 基盤施設 児童公園 貝塚児童遊園 香取市貝塚1995番地 子育て支援課

135 基盤施設 児童公園 富田児童遊園 香取市富田960番地 子育て支援課

136 基盤施設 児童公園 布野児童遊園 香取市布野105番地 子育て支援課

137 基盤施設 児童公園 布野児童遊園第2 香取市布野104番地 子育て支援課

138 基盤施設 児童公園 織幡児童遊園 香取市織幡583番地１ 子育て支援課

139 基盤施設 児童公園 妙剣児童遊園 香取市小見川91番地 子育て支援課

140 基盤施設 児童公園 白井児童遊園 香取市白井462番地１ 子育て支援課

141 基盤施設 児童公園 新浜児童遊園 香取市小見川523番地 子育て支援課

142 基盤施設 児童公園 南原地新田児童遊園 香取市南原地新田570番地 子育て支援課

143 基盤施設 児童公園 久保児童遊園 香取市久保884番地１ 子育て支援課

144 基盤施設 児童公園 須賀児童遊園 香取市小見川352番地１ 子育て支援課

145 基盤施設 児童公園 姫宮児童遊園 香取市小見川166番地 子育て支援課

146 基盤施設 児童公園 和泉児童遊園 香取市和泉984番地１ 子育て支援課

147 基盤施設 児童公園 木内児童遊園 香取市木内1043番地１ 子育て支援課

148 基盤施設 児童公園 一ノ分目児童遊園 香取市一ノ分目995番地１ 子育て支援課

149 基盤施設 児童公園 岡飯田児童遊園 香取市岡飯田482番地 子育て支援課

150 基盤施設 児童公園 吉野平児童遊園 香取市小見1661番地３ 子育て支援課

151 基盤施設 児童公園 長岡児童遊園 香取市長岡1935番地 子育て支援課

152 基盤施設 その他公園 橘ふれあい公園 香取市仁良１番地 都市整備課

153 基盤施設 その他公園 栗山川ふれあいの里公園 香取市岩部3280番地 都市整備課

154 基盤施設 その他公園 平成の森 香取市高萩1083番地１ 都市整備課

157 文教施設 図書館 佐原中央図書館 香取市佐原イ211番地 生涯学習課

158 文教施設 図書館 小見川図書館 香取市羽根川38番地 生涯学習課

159 文教施設 その他 まほろばの里 香取市貝塚1767番地１ 農政課

163 文教施設 その他 文化財保存館 香取市羽根川38番地 生涯学習課

164 文教施設 公民館・文化会館等 佐原文化会館 香取市佐原イ211番地 生涯学習課

165 文教施設 公民館・文化会館等 佐原中央公民館 香取市佐原イ211番地 生涯学習課

167 文教施設 公民館・文化会館等 小見川市民センター 香取市羽根川38番地 小見川支所

168 文教施設 公民館・文化会館等 山田公民館 香取市長岡1303番地２ 生涯学習課

169 文教施設 公民館・文化会館等 栗源市民センター 香取市岩部700番地 栗源支所

174 文教施設 集会施設 小見川ふれあいセンター 香取市一ノ分目1093番地３ 商工観光課

180 医療・社会福祉施設 福祉センター シニア健康プラザ 香取市佐原ロ2028番地92 高齢者福祉課

184 医療・社会福祉施設 保育所 大倉保育所 香取市大倉5374番地 子育て支援課

185 医療・社会福祉施設 保育所 北佐原保育所 香取市佐原ニ1780番地 子育て支援課

186 医療・社会福祉施設 保育所 香取保育所 香取市香取1932番地 子育て支援課

187 医療・社会福祉施設 保育所 新島保育所 香取市加藤洲1924番地９ 子育て支援課

188 医療・社会福祉施設 保育所 東大戸保育所 香取市大戸911番地 子育て支援課

189 医療・社会福祉施設 保育所 瑞穂保育所 香取市寺内588番地 子育て支援課

190 医療・社会福祉施設 保育所 佐原保育所 香取市佐原イ3525番地１ 子育て支援課

192 医療・社会福祉施設 保育所 小見川東保育所 香取市下飯田954番地１ 子育て支援課

193 医療・社会福祉施設 保育所 小見川南保育所 香取市五郷内2105番地２ 子育て支援課

194 医療・社会福祉施設 保育所 栗源保育所 香取市岩部5076番地 子育て支援課

198 医療・社会福祉施設 その他 佐原児童クラブ 香取市佐原イ1800番地 香取市立佐原小学校内 子育て支援課

199 医療・社会福祉施設 その他 佐原第2児童クラブ 香取市佐原イ1800番地 香取市立佐原小学校内 子育て支援課

200 医療・社会福祉施設 その他 佐原第3児童クラブ 香取市佐原イ1800番地 香取市立佐原小学校内 子育て支援課

201 医療・社会福祉施設 その他 佐原第4児童クラブ 香取市佐原イ1800番地 香取市立佐原小学校内 子育て支援課

202 医療・社会福祉施設 その他 東大戸児童クラブ 香取市大戸877番地 香取市立東大戸小学校内 子育て支援課

203 医療・社会福祉施設 その他 瑞穂児童クラブ 香取市堀之内1770番地96 香取市立瑞穂小学校内 子育て支援課

204 医療・社会福祉施設 その他 新島児童クラブ 香取市加藤洲681番地１ 香取市立新島小学校内 子育て支援課

205 医療・社会福祉施設 その他 小見川中央児童クラブ 香取市小見川94番地 香取市立小見川中央小学校内 子育て支援課

206 医療・社会福祉施設 その他 小見川中央第2児童クラブ 香取市小見川94番地 香取市立小見川中央小学校内 子育て支援課

207 医療・社会福祉施設 その他 小見川中央第3児童クラブ 香取市羽根川38番地 香取市小見川市民センター内 子育て支援課

208 医療・社会福祉施設 その他 小見川北児童クラブ 香取市富田800番地 香取市立小見川北小学校内 子育て支援課

209 医療・社会福祉施設 その他 小見川西児童クラブ 香取市内野35番地 香取市立小見川西小学校内 子育て支援課

210 医療・社会福祉施設 その他 山田児童クラブ 香取市長岡1307番地１ 香取市山田児童館内 子育て支援課

211 医療・社会福祉施設 その他 山田第2児童クラブ 香取市長岡1307番地１ 香取市山田児童館内 子育て支援課

212 医療・社会福祉施設 その他 山田児童館 香取市長岡1307番地１ 子育て支援課

213 医療・社会福祉施設 その他 栗源児童クラブ 香取市岩部700番地 香取市栗源市民センター内 子育て支援課

№は、既指定管理者制度導入施設を除くなど管理の都合上、空き番があります。
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