
年度 市町村 公民館名 年度 市町村 公民館名
S52 松江 生馬公民館 H 8 平田 伊野公民館

出雲 神西公民館 匹見 匹見下公民館
瑞穂 高原公民館 H 9 松江 城北公民館
西郷 西郷公民館 鹿島 佐太公民館

S53 大東 阿用公民館 大社 荒木公民館
出雲 稗原公民館 大田 志学公民館
瑞穂 市木公民館 浜田 浜田公民館
津和野 木部公民館 H10 松江 大野公民館

S54 木次 西日登公民館 木次 木次公民館
松江 法吉公民館 出雲 乙立公民館
平田 国富公民館 平田 佐香公民館
瑞穂 出羽公民館 H11 松江 朝日公民館

S55 出雲 四絡公民館 安来 島田公民館
平田 桧山公民館 大田 静間公民館

S56 松江 大庭公民館 H12 仁多 亀嵩公民館
出雲 川跡公民館 浜田 国府公民館
平田 東公民館 H13 浜田 長浜公民館

S57 松江 川津公民館 大田 富山公民館
平田 久多美公民館 H14 浜田 周布公民館

S58 松江 湘南(現雑賀)公民館 大田 北三瓶公民館
東出雲 中央公民館 H15 浜田 岡見公民館
出雲 鳶巣公民館 大田 長久公民館

S59 松江 津田公民館 H16 東出雲 上意東公民館
大田 波根公民館 三隅 三保公民館
瑞穂 田所公民館 大田 水上公民館

S60 松江 城西公民館 H17 浜田 石見公民館
出雲 高松公民館 浜田 三隅公民館

S61 松江 忌部公民館 大田 川合公民館
出雲 上津公民館 H18 松江 八雲公民館
五箇 五箇村中央公民館 東出雲 揖屋公民館
海士 海士町中央公民館 浜田 白砂公民館

S62 松江 白潟公民館 大田 福波公民館
S63 松江 秋鹿公民館 H19 松江 玉湯公民館

大田 久手公民館 浜田 美川公民館
H 1 松江 本庄公民館 大田 井田公民館

広瀬 山佐公民館奥田原分館 H20 松江 来待地区公民館
出雲 今市公民館 安来 赤江公民館

H 2 松江 竹矢公民館 浜田 井野公民館
東出雲 出雲郷公民館 大田 鳥井公民館
大田 大代公民館 H21 松江 島根公民館
平田 北浜公民館 飯南 頓原公民館
瑞穂 布施公民館 浜田 黒沢公民館

H 3 松江 城東公民館 邑南 口羽公民館
平田 鰐淵公民館 益田 安田公民館
石見 日和公民館 H22 松江 美保関公民館

H 4 松江 古江公民館 邑南 日貫公民館
大社 大社公民館 益田 小野公民館
江津 敬川公民館 H23 松江 八束公民館

H 5 松江 持田公民館 出雲 伊波野公民館
平田 灘分公民館 邑南 井原公民館

H 6 松江 乃木公民館 H24 邑南 阿須那公民館
東出雲 意東公民館 益田 真砂公民館
平田 西田公民館 H25 浜田 　安城公民館

H 7 松江 古志原公民館 江津 　市山公民館
出雲 塩冶公民館 江津 　谷住郷公民館
大社 遥堪公民館 邑南 　中野公民館
平田 平田公民館 邑南 　矢上公民館
江津 松川公民館 益田 　北仙道公民館

H　8 松江 朝酌公民館 H26 浜田 　波佐公民館
宍道 中央公民館 江津 　二宮公民館
大田 中央公民館 益田 　益田公民館

H27 浜田 　今市公民館
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H28 奥出雲 鳥上公民館

浜田 大麻公民館
H29 安来 広瀬交流センター

奥出雲 阿井公民館
H30 奥出雲 布勢公民館

浜田 雲城公民館
R1 浜田 市木公民館

大田 中央公民館
美郷 君谷公民館
美郷 比之宮公民館
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