
Ⅳ 資料編

２ 市町村関係



松江市教育委員会 TEL： 0852-55-5289 FAX： 0852-55-5543生涯学習課安来市市民生活部 TEL： 0854-23-3070 FAX： 0854-23-3159地域振興課生涯学習交流ｾﾝﾀｰｾｸｼｮﾝ出雲市文化環境部 TEL： 0853-21-6528 FAX： 0853-21-6730市民活動支援課生涯学習係雲南市教育委員会 TEL： 0854-40-1073 FAX： 0854-40-1029社会教育課奥出雲町教育委員会 TEL： 0854-52-2680 FAX： 0854-52-3048生涯学習課飯南町教育委員会 TEL： 0854-72-0301 FAX： 0854-72-1354社会教育担当浜田市教育委員会 TEL： 0855-25-9720 FAX： 0855-22-5090生涯学習課生涯学習係大田市教育委員会 TEL： 0854-82-1600(代) FAX： 0854-82-5395生涯学習課生涯学習係江津市教育委員会 TEL： 0855－52－2501(内1542) FAX： 0855-52-4369社会教育課社会教育係川本町教育委員会 TEL： 0855-72-0594 FAX： 0855-72-1061教育課社会教育係美郷町教育委員会 TEL： 0855-75-1217 FAX： 0855-75-1386教育課社会教育係邑南町教育委員会 TEL： 0855-83-1127 FAX： 0855-83-2013生涯学習課社会教育係益田市教育委員会 TEL： 0856-31-0622 FAX： 0856-31-0641市民学習課津和野町教育委員会 TEL： 0856-72-1854 FAX： 0856-72-1650社会教育係 TEL： 0856-77-1285 FAX： 0856-77-0040海士町教育委員会 TEL： 08514-2-1221 FAX： 08514-2-1633地域共育課地域共育係西ノ島町教育委員会 TEL： 08514-6-0171 FAX： 08514-6-1028教育課社会教育係 TEL： 08514-8-2301 FAX： 08514-8-2302隠岐の島町教育委員会 TEL： 08512-2-2126 FAX： 08512-2-0619生涯学習課社会教育係隠岐の島町※平成24年3月時点での情報です。その後、変更されている場合があります。また、事業によって担当部署が異なる場合もありますので予めご了承ください。 e-mail：　kyouiku-syougaku@town.okinoshima.shimane.jp
海士町 e-mail：　matsumae-kazutaka@town.ama.shimane.jp

e-mail：　tanaka77@city.unnan.shimane.jpe-mail：　n-taira@town.okuizumo.shimane.jpe-mail：　nasu-tadami@re.iinan.jp

吉賀町教育委員会事務局
e-mail：　hamamoto-youhei@chibu.jp西ノ島町 e-mail：　iwasa-yasunori@town.nishinoshima.shimane.jp知夫村教育委員会事務局知夫村

吉賀町 e-mail：　kyoiku@town.yoshika.lg.jp津和野町 e-mail：　kyouiku@town.tsuwano.lg.jp益田市 e-mail：　gakusyu@city.masuda.lg.jp邑南町 e-mail：　shogai@town-ohnan.jp美郷町 e-mail：　kyouiku_sec@town.shimane-misato.lg.jp川本町 e-mail：　noriyuki-nakashima@kawamoto-town.jp江津市 e-mail：　shakaikyoiku@city.gotsu.lg.jp大田市 e-mail：　o-shougai@iwamigin.jp浜田市 e-mail：　manabi@city.hamada.shimane.jp

松江市

飯南町奥出雲町雲南市出雲市安来市 e-mail：　s-gakusyu@city.matsue.lg.jpe-mail：　chiikishinkou@city.yasugi.shimane.jpe-mail：　gakushu@city.izumo.shimane.jp
（１） 平成24年度　市町村社会教育行政・生涯学習振興行政　所管部署一覧市町村名 部署名 連絡先



図書館名 電話番号 FAX

　 〒６９０－０８７３ 松江市内中原町５２ ０８５２－２２－５７２５ ０８５２－２２－５７２８

〒６９７－００２３
（西部読書普及センター）
浜田市長沢町１５５０－１

０８５５－２３－６７８５ ０８５５－２２－４２２５

1 安来市立図書館 〒６９２－００１１ 安来市安来町１０６２－１ ０８５４－２２－２５７４ ０８５４－２２－２５９８

2 松江市立中央図書館 〒６９０－００１７ 松江市西津田６－５－４４ ０８５２－２７－３２２０ ０８５２－２７－３２７０

3 松江市立島根図書館 〒６９０－０４０１ 松江市島根町加賀１４１４ ０８５２－８５－９０８８ ０８５２－８５－９０８９

4 松江市立東出雲図書館 〒６９９－０１０１ 松江市東出雲町揖屋１１３９－２ ０８５２－５２－３２９７ ０８５２－５２－９５１６

5 雲南市立木次図書館 〒６９９－１３３２ 雲南市木次町木次１００８ ０８５４－４２－１０２１ ０８５４－４２－２２７４

6 雲南市立大東図書館 〒６９９－１２５１ 雲南市大東町大東１０３８ ０８５４－４３－６１３１ ０８５４－４３－６１３１

7 雲南市立加茂図書館 〒６９９－１１０６ 雲南市加茂町加茂中９７２－５ ０８５４－４９－８７３９ ０８５４－４９－８６９６

8 出雲市立出雲中央図書館 〒６９３－００１１ 出雲市大津町１１３４ ０８５３－２１－０４８７ ０８５３－２１－８８３３

9 出雲市立平田図書館 〒６９１－０００１ 出雲市平田町２１１０－１ ０８５３－６３－４０１０ ０８５３－６３－４２１９

10 出雲市立佐田図書館 〒６９３－０５０６ 出雲市佐田町反辺１７４７－４ ０８５３－８４－９０５０ ０８５３－８４－９０５０

11 出雲市立海辺の多伎図書館 〒６９９－０９０３ 出雲市多伎町小田７３－１ ０８５３－８６－７０７７ ０８５３－８６－２２１１

12 出雲市立湖陵図書館 〒６９９－０８１２ 出雲市湖陵町二部１３２０ ０８５３－４３－３３０９ ０８５３－４３－７３０３

13 出雲市立大社図書館 〒６９９－０７１１ 出雲市大社町杵築南１３３８－９ ０８５３－５３－６５１０ ０８５３－５３－１１２２

14 出雲市立ひかわ図書館 〒６９９－０６３１ 出雲市斐川町直江４１５６ ０８５３－７３－３９９０ ０８５３－７２－７６００

15 大田市立大田市中央図書館 〒６９４－００６４ 大田市大田町大田イ１１３－２ ０８５４－８４－９２００ ０８５４－８４－９２０２

16 大田市立仁摩図書館 〒６９９－２３０１ 大田市仁摩町仁万５６５－１ ０８５４－８８－４６４６ ０８５４－８８－４６４７

17 大田市立温泉津図書館 〒６９９－２５１１ 大田市温泉津町小浜イ４８６ ０８５５－６５－２１７７ ０８５５－６５－３１１４

18 江津市図書館 〒６９５－００１１ 江津市江津町９９５ ０８５５－５２－０５５１ ０８５５－５２－０５５１

19 江津市図書館桜江分館 〒６９９－４２２６ 江津市桜江町川戸１１－１ ０８５５－９２－０３００ ０８５５－９２－０３００

20 浜田市立浜田図書館 〒６９７－００２７ 浜田市殿町７９－８ ０８５５－２２－０４８０ ０８５５－２２－０５９２

21 浜田市立金城図書館 〒６９７－０１２１ 浜田市金城町下来原１７１ ０８５５－４２－１８２３ ０８５５－４２－２０７６

22 浜田市立旭図書館 〒６９７－０４２５ 浜田市旭町今市６３３－１ ０８５５－４５－１４４０ ０８５５－４５－８０１８

23 益田市立図書館 〒６９８－００２３ 益田市常盤町８－６ ０８５６－２２－４２２２ ０８５６－３１－０２９０

24 益田市立美都図書館 〒６９８－０２０３ 益田市美都町都茂１６９２甲 ０８５６－５２－２４８１ ０８５６－５２－２４８１

25 飯南町立図書館 〒６９０－３２０７ 飯石郡飯南町頓原２０８４－４ ０８５４－７２－０３０１ ０８５４－７２－１３５４

26 かわもと図書館 〒６９６－０００１ 邑智郡川本町大字川本３３２－１５ ０８５５－７２－００２５ ０８５５－７２－１０６１

27 邑南町立図書館 〒６９６－０２２２ 邑智郡邑南町下田所１２７－１ ０８５５－８３－１７６０ ０８５５－８３－１７７１

28 邑南町立図書館石見分館 〒６９６－０１０３ 邑智郡邑南町矢上３８３５－４ ０８５５－９５－１０４４ ０８５５－９５－１６７０

29 邑南町立図書館羽須美分館 〒６９６－０５０１ 邑智郡邑南町阿須那１５３－１ ０８５５－８８－０００１ ０８５５－８８－０００２

30 津和野町立津和野図書館 〒６９９－５６０４ 鹿足郡津和野町森村イ２４１－１ ０８５６－７２－０１５５ ０８５６－７２－０２３０

31 津和野町立日原図書館 〒６９９－５２２１ 鹿足郡津和野町日原２２－１ ０８５６－７４－０３０２ ０８５６－７４－０１２７

32 吉賀町立図書館 〒６９９－５５１３ 鹿足郡吉賀町六日市６４８ ０８５６－７７－１８５０ ０８５６－７７－１８５０

33 海士町中央図書館 〒６８４－０４０３ 隠岐郡海士町大字海士１４９０ ０８５１４－２－１２２１ ０８５１４－２－１６３３

34 隠岐の島町図書館 〒６８５－００１４ 隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 １７ ０８５１２－２－２３４１ ０８５１２－２－９１９８

市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
　
村

島根県立図書館

所　　在　　地

平成24月4月1日現在

（２）県内公共図書館一覧



（３）県内公民館等一覧 電話番号 （FAX）1 城東公民館 690-0883 松江市北田町273 0852-27ｰ5680 (21-8710)2 城北公民館 690-0888 松江市北堀町43 0852-26-4437 (21-4407)3 城西公民館 690-0851 松江市堂形町614 0852-26-2659 (21-5265)4 白潟公民館 690-0065 松江市灘町1-57 0852-22-7147 (21-7572)5 朝日公民館 690-0001 松江市東朝日町49 0852-21-3432 (21-3717)6 雑賀公民館 690-0056 松江市雑賀町677 0852-23-8179 (21-8120)7 津田公民館 690-0011 松江市東津田町1189-1 0852-26-4962 (21-4661)8 古志原公民館 690-0012 松江市古志原4-6-30 0852-26-4436 (21-4446)9 川津公民館 690-0823 松江市西川津町3405ｰ5 0852-21-2349 (31-8510)10 朝酌公民館 690-0834 松江市朝酌町92-1 0852-39-0646 (39-0690)11 法吉公民館 690-0863 松江市比津町308-4 0852-21-4966 (21-5509)12 竹矢公民館 690-0025 松江市八幡町279-1 0852-37-0854 (37-2984)13 乃木公民館 690-0044 松江市浜乃木5-1-5 0852-21-4931 (21-4553)14 忌部公民館 690-0036 松江市東忌部町899 0852-33-2010 (33-2275)15 大庭公民館 690-0033 松江市大庭町805-3 0852-24-8733 (21-8766)16 生馬公民館 690-0865 松江市西生馬町8 0852-36-8234 (36-6121)17 持田公民館 690-0814 松江市東持田町61 0852-21-3067 (21-8770)18 古江公民館 690-0151 松江市古曽志町1517-3 0852-36-8054 (36-6116)19 本庄公民館 690-1101 松江市本庄町463-3 0852-34-0504 (34-1671)20 大野公民館 690-0265 松江市上大野町1855-1 0852-88-2051 (88-3186)21 秋鹿公民館 690-0262 松江市岡本町70 0852-88-2001 (88-3207)22 恵曇公民館 690-0322 松江市鹿島町恵曇1 0852-82-0475 ( 同左 )23 佐太公民館 690-0332 松江市鹿島町佐陀本郷650 0852ｰ82ｰ3031 ( 同左 )24 講武公民館 690-0804 松江市鹿島町北講武3-1 0852-82-0400 (82-2486)25 御津公民館 690-0411 松江市鹿島町御津660-4 0852-82-1451 (82-1275)26 島根公民館 690-0401 松江市島根町加賀1414 0852-85-2301 (85-2302)27 美保関公民館 690-1313 松江市美保関町下宇部尾556-1 0852-72-3624 (72-2321)28 美保関地区公民館 690-1501 松江市美保関町美保関66129 福浦地区公民館 690-1504 松江市美保関町福浦1515-130 森山地区公民館 690-1312 松江市美保関町森山34631 千酌地区公民館 690-1222 松江市美保関町千酌471-132 片江地区公民館 690-1315 松江市美保関町片江431-233 七類地区公民館 690-1311 松江市美保関町七類1315-234 八雲公民館 690-2103 松江市八雲町西岩坂316 0852-54-2478 (54-1238)35 玉湯公民館 699-0202 松江市玉湯町湯町1796 0852-62-9111 (55-5793)36 宍道公民館 699-0406 松江市宍道町佐々布 204-4 0852-66-0811 (66-0303)37 来待地区公民館 699-0405 松江市宍道町上来待212-1 0852-66-3554 (66-9150)38 八束公民館 690-1404 松江市八束町波入2219-2 0852-76-3663 (76-3669)

〒

松江市

設置者 　公民館名　　　　★分館 平成24年4月1日現在連　　絡　　先住　　所



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所39 東出雲中央公民館40 揖屋公民館  41 出雲郷公民館 699-0111 松江市東出雲町意宇南5-3-1 0852-52-2364 (52-2394)42 意東公民館 699-0102 松江市東出雲町下意東765-35 0852-52-2055 (52-2109)43 上意東公民館 699-0103 松江市東出雲町上意東1982-2 0852-52-2870 (52-2902)44 八雲公民館熊野分館 ★ 690-2104 松江市八雲町熊野79945 八雲公民館平原分館 ★ 690-2105 松江市八雲町平原752-346 安来中央交流センター 692-0011 安来市安来町896-1 0854ｰ23ｰ1721 (23-3159)47 十神交流センター 692-0011 安来市安来町896-1 0854ｰ23ｰ0755 ( 同左 )48 社日交流センター 692-0011 安来市安来町1281-1 0854ｰ23ｰ2048 ( 同左 )49 島田交流センター 692-0025 安来市穂日島町485 0854ｰ23ｰ2891 ( 同左 )50 宇賀荘交流センター 692-0034 安来市宇賀荘町98-1 0854ｰ23ｰ0721 ( 同左 )51 大塚交流センター 692-0042 安来市大塚町400ｰ1 0854ｰ27ｰ0328 ( 同左 )52 吉田交流センター 692-0043 安来市上吉田町618-1 0854ｰ27ｰ0325 ( 同左 )53 能義交流センター 692-0055 安来市飯生町566-3 0854ｰ23-0764 ( 同左 )54 飯梨交流センター 692-0066 安来市飯梨町445ｰ1 0854ｰ28ｰ8346 ( 同左 )55 荒島交流センター 692-0007 安来市荒島町3353ｰ5 0854ｰ28ｰ6783 ( 同左 )56 赤江交流センター 692-0002 安来市上坂田町574 0854ｰ28ｰ8982 ( 同左 )57 広瀬中央交流センター ( 同左 )58 広瀬交流センター ( 同左 )59 布部交流センター 692-0623 安来市広瀬町布部345-40 0854ｰ36ｰ0001 ( 同左 )60 宇波交流センター 692-0622 安来市広瀬町宇波482-2 0854ｰ36ｰ0852 ( 同左 )61 比田交流センター 692-0731 安来市広瀬町西比田1708-4 0854ｰ34ｰ0001 ( 同左 )62 東比田交流センター 692-0733 安来市広瀬町東比田950ｰ11 0854ｰ34ｰ0211 ( 同左 )63 山佐交流センター 692-0413 安来市広瀬町上山佐654-5 0854ｰ35ｰ0129 ( 同左 )64 下山佐交流センター 692-0412 安来市広瀬町下山佐498 0854ｰ32ｰ3840 ( 同左 )65 西谷交流センター 692-0624 安来市広瀬町西谷376-6 0854ｰ36-0376 ( 同左 )66 奥田原交流センター 692-0625 安来市広瀬町奥田原602-1 0854ｰ35-0047 ( 同左 )67 菅原交流センター 692-0621 安来市広瀬町菅原604 0854ｰ32ｰ3298 ( 同左 )68 伯太中央交流センター 692-0207 安来市伯太町東母里572-1 0854ｰ37ｰ1558 (37-9072)69 安田交流センター 692-0205 安来市伯太町安田中158 0854ｰ37ｰ0835 (37-9071)70 母里交流センター 692-0211 安来市伯太町母里28 0854ｰ37ｰ0225 (37-0251)71 井尻交流センター 692-0213 安来市伯太町井尻77 0854ｰ37ｰ0836 (37-9023)72 赤屋交流センター 692-0321 安来市伯太町赤屋118ｰ2 0854ｰ38ｰ0145 (38-9011)73 今市コミュニティセンター 693-0001 出雲市今市町1578-2 0853-21-5318 (21-1706)74 大津コミュニティセンター 693-0011 出雲市大津町1727ｰ5 0853-21-0172 (21-4215)75 塩冶コミュニティセンター 693-0021 出雲市塩冶町803ｰ2 0853-21-0248 (21-3837)76 古志コミュニティセンター 693-0031 出雲市古志町1122-6 0853-21-0925 (21-1066)77 高松コミュニティセンター 693-0052 出雲市松寄下町703-1 0853-21-0671 (21-0682)78 四絡コミュニティセンター 693-0051 出雲市小山町653-2 0853-21-0369 (21-0370)

松江市東出雲町揖屋町1139-2

0854ｰ32ｰ4138安来市 692-0404 安来市広瀬町広瀬811

0852-52-3297699-0101 (52-9516)



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所79 高浜コミュニティセンター 693-0065 出雲市平野町1183 0853-21-0948 (21-0949)80 川跡コミュニティセンター 693-0013 出雲市荻杼町211 0853-21-0694 (21-0724)81 鳶巣コミュニティセンター 693-0074 出雲市東林木町890-4 0853-21-0174 (21-0176)82 上津コミュニティセンター 693-0101 出雲市上島町1031 0853-48-0301 (48-0361)83 稗原コミュニティセンター 693-0104 出雲市稗原町2859 0853-48-0001 (48-0048)84 朝山コミュニティセンター 693-0214 出雲市所原町185 0853-48-0201 (48-0244)85 乙立コミュニティセンター 693-0216 出雲市乙立町3163 0853-45-0216 (45-0218)86 神門コミュニティセンター 693-0033 出雲市知井宮町801-1 0853-21-1038 (21-1056)87 神西コミュニティセンター 699-0822 出雲市神西沖町447 0853-43-1001 (43-9035)88 長浜コミュニティセンター 693-0043 出雲市長浜町514-11 0853-28-0215 (28-0677)89 平田コミュニティセンター 691-0001 出雲市平田町911 0853-63-1385 (63-1368)90 灘分コミュニティセンター 691-0003 出雲市灘分町1933 0853-63-1371 (63-1364)91 国富コミュニティセンター 691-0011 出雲市国富町867 0853-63-1372 (63-1370)92 西田コミュニティセンター 691-0033 出雲市万田町692 0853-63-1373 (63-1346)93 鰐淵コミュニティセンター 691-0025 出雲市河下町720-1 0853-66-0001 (66-0059)94 久多美コミュニティセンター 691-0065 出雲市東郷町175 0853-63-1374 (63-1423)95 檜山コミュニティセンター 691-0061 出雲市多久町10 0853-63-1375 (63-1425)96 東コミュニティセンター 691-0075 出雲市鹿園寺町49-3 0853-67-0020 (67-0063)97 北浜コミュニティセンター 691-0042 出雲市十六島町1851-1 0853-66-0002 (66-0016)98 佐香コミュニティセンター 691-0051 出雲市坂浦町3601 0853-68-0031 (68-0063)99 伊野コミュニティセンター 691-0072 出雲市野郷町492-5 0853-69-1526 (69-1530)100 須佐コミュニティセンター 693-0506 出雲市佐田町反辺1747-6 0853-84-0113 (84-1466)101 窪田コミュニティセンター 693-0511 出雲市佐田町八幡原492ｰ6 0853ｰ85ｰ2585 (85-2598)102 多伎コミュニティセンター 699-0903 出雲市多伎町小田73 0853-86-2853 (86-2854)103 湖陵コミュニティセンター 699-0812 出雲市湖陵町二部1320 0853-43-2480 (43-3737)104 大社コミュニティセンター 699-0711 出雲市大社町杵築南1051-1 0853-53-4494 ( 同左 )105 荒木コミュニティセンター 699-0722 出雲市大社町北荒木389-2 0853-53-5440 ( 同左 )106 遥堪コミュニティセンター 699-0731 出雲市大社町遥堪359-2 0853-53-5529 ( 同左 )107 日御碕コミュニティセンター 699-0764 出雲市大社町宇龍338-3 0853ｰ54ｰ5443 ( 同左 )108 鵜鷺コミュニティセンター 699-0761 出雲市大社町鷺浦1044-1 0853ｰ53ｰ5635 ( 同左 )109 荘原公民館 699-0502 出雲市斐川町荘原3835 0853-72-4600 ( 同左 )110 出西公民館 699-0614 出雲市斐川町求院965 0853-72-9204 ( 同左 )111 阿宮公民館 699-0611 出雲市斐川町阿宮2323-2 0853-72-9142 ( 同左 )112 伊波野公民館 699-0621 出雲市斐川町富村748　 0853-72-1311 ( 同左 )113 直江公民館 699-0631 出雲市斐川町直江4865-1 0853-72-5282 ( 同左 )114 久木公民館 699-0642 出雲市斐川町福富2ｰ13 0853ｰ72ｰ7474 ( 同左 )115 出東公民館 699-0554 出雲市斐川町三分市2060-1 0853-62ｰ5033 ( 同左 )116 大東交流センター 699-1251 雲南市大東町大東2419-1 0854-43-2130 ( 同左 )117 春殖交流センター 699-1242 雲南市大東町大東下分230-1 0854-43-2709 ( 同左 )118 幡屋交流センター 699-1232 雲南市大東町仁和寺833-10 0854-43-2800 ( 同左 )

出雲市



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所119 佐世交流センター 699-1214 雲南市大東町上佐世1385-3 0854-43-2110 ( 同左 )120 阿用交流センター 699-1224 雲南市大東町東阿用33-1 0854-43-2811 ( 同左 )121 久野交流センター 699-1211 雲南市大東町上久野136-1 0854-47-0040 ( 同左 )122 海潮交流センター 699-1206 雲南市大東町南村234-1 0854-43-2705 ( 同左 )123 塩田交流センター 699-1262 雲南市大東町塩田84 0854-47-0033 ( 同左 )124 加茂交流センター 699-1106 雲南市加茂町加茂中1040-1 0854-49-8380 (49-6042)125 八日市交流センター 699-1332 雲南市木次町木次299-1 0854-42-2469 ( 同左 )126 三新塔交流センター 699-1332 雲南市木次町木次446-2 0854-42-2574 ( 同左 )127 新市交流センター 699-1334 雲南市木次町新市3 0854-42-5110 (42-9082)128 下熊谷交流センター 699-1333 雲南市木次町下熊谷1096-1 0854-42-5351 ( 同左 )129 斐伊交流センター 699-1311 雲南市木次町里方912 0854-42-1636 ( 同左 )130 日登交流センター 699-1322 雲南市木次町寺領526-3 0854-42-0238 ( 同左 )131 西日登交流センター 699-1324 雲南市木次町西日登990-1 0854-42-1037 ( 同左 )132 温泉交流センター 699-1342 雲南市木次町平田799-3 0854-48-0077 ( 同左 )133 三刀屋交流センター 690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋144-1 0854-45-5531 ( 同左 )134 一宮交流センター 690-2402 雲南市三刀屋町給下764 0854-45-2544 ( 同左 )135 鍋山交流センター 690-2634 雲南市三刀屋町乙加宮1208-1 0854-45-4241 ( 同左 )136 飯石交流センター 690-2512 雲南市三刀屋町多久和516-2 0854-45-4224 ( 同左 )137 中野交流センター 690-2523 雲南市三刀屋町中野280-1 0854-45-2795 ( 同左 )138 吉田交流センター 690-2801 雲南市吉田町吉田1061ｰ1 0854-74-0219 (75-0232)139 田井交流センター 690-2313 雲南市吉田町深野61-4 0854-75-0312 (75-0240)140 掛合交流センター 690-2701 雲南市掛合町掛合2156-1 0854-62-0189 ( 同左 )141 多根交流センター 690-2706 雲南市掛合町多根418-1 0854-62-1610 ( 同左 )142 松笠交流センター 690-2705 雲南市掛合町松笠748-1 0854-62-0411 ( 同左 )143 波多交流センター 690-2703 雲南市掛合町波多459-1 0854-64-0210 ( 同左 )144 入間交流センター 690-2702 雲南市掛合町入間499-1 0854-62-0403 (62-0409)145 布勢公民館 699-1432 奧出雲町馬馳26 0854ｰ54ｰ1504 ( 同左 )146 三成中央公民館 699-1511 奧出雲町三成445 0854ｰ54ｰ1311 (54-2023)147 亀嵩公民館 699-1701 奧出雲町亀嵩2215-1 0854-57-0616 ( 同左 )148 阿井公民館 699-1621 奧出雲町上阿井188-1 0854ｰ56ｰ0001 ( 同左 )149 三沢公民館 699-1513 奧出雲町三沢383 0854ｰ54ｰ0331 ( 同左 )150 鳥上公民館 699-1802 奧出雲町大呂1182-2 0854ｰ52ｰ1019 ( 同左 )151 横田公民館 699-1832 奧出雲町横田1037 0854ｰ52ｰ0949 ( 同左 )152 八川公民館 699-1822 奧出雲町下横田456-1 0854ｰ52ｰ0241 ( 同左 )153 馬木公民館 699-1941 奧出雲町大馬木1968-2 0854ｰ53ｰ0201 ( 同左 )154 頓原公民館 690-3207 飯南町頓原2084-5 0854ｰ72ｰ0980 (72-1778)155 志々公民館 690-3312 飯南町八神117-1 0854ｰ73ｰ0350 (73-0026)156 赤名公民館 690-3513 飯南町下赤名862 0854ｰ76ｰ3100 (76-3129)157 来島公民館 690-3401 飯南町野萱311-6 0854ｰ76ｰ2393 (76-2845)158 谷公民館 690-3514 飯南町井戸谷478-1 0854ｰ76ｰ3629 ( 同左 )

雲南市

飯南町
奧出雲町



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所159 中央公民館 697-8501 浜田市殿町6-1 0855-25-9720 (22-5090)160 浜田公民館 697-0027 浜田市殿町6ｰ1 0855ｰ22ｰ9358 ( 同左 )161 石見公民館 697-0024 浜田市黒川町132-2 0855-22-1380 ( 同左 )162 長浜公民館 697-0062 浜田市熱田町1441-18 0855ｰ27-4614 ( 同左 )163 周布公民館 697-1321 浜田市周布町イ374 0855-27-0058 ( 同左 )164 美川公民館 697-1331 浜田市内村町592-1 0855-27-3657 ( 同左 )165 大麻公民館 697-1337 浜田市西村町1038-8 0855-27-0897 ( 同左 )166 国府公民館 697-0003 浜田市国分町1981-136 0855-28-1270 ( 同左 )167 雲城公民館 697-0121 浜田市金城町下来原171 0855-42-2076 ( 同左 )168 今福公民館 697-0302 浜田市金城町今福105-2 0855-42-2083 ( 同左 )169 波佐公民館 697-0211 浜田市金城町波佐ｲ441ｰ1 0855-44ｰ0146 ( 同左 )170 小国公民館 697-0213 浜田市金城町小国ｲ160-1 0855-44-0254 ( 同左 )171 久佐公民館 697-0303 浜田市金城町久佐ｲ575-7 0855-42-2666 ( 同左 )172 美又公民館 697-0301 浜田市金城町追原176 0855-42-1704 ( 同左 )173 今市公民館 697-0425 浜田市旭町今市641-1 0855-45-1757 (45-1203)174 木田公民館 697-0427 浜田市旭町木田219-13 0855-45-1105175 和田公民館 697-0424 浜田市旭町和田914-1 0855-45-1918176 都川公民館 697-0511 浜田市旭町都川889 0855-47-0001 （ 同左 ）177 市木公民館 697-0514 浜田市旭町市木2919-2 0855-47-0077 （ 同左 ）178 杵束公民館 697-1122 浜田市弥栄町木都賀ｲ528-1 0855-48-2258 （ 同左 ）179 安城公民館 697-1121 浜田市弥栄町長安本郷544-1 0855-48-2917 (48-2131)180 三隅公民館 699-3212 浜田市三隅町向野田581 0855-32-0500 (32-2644)181 三保公民館 699-3224 浜田市三隅町湊浦120 0855-32-0314 (32-0678)182 岡見公民館 699-3226 浜田市三隅町岡見516 0855-32-2298 (32-2450)183 井野公民館 699-3301 浜田市三隅町井野ﾍ1816-2 0855ｰ34ｰ0007 (34-0038)184 黒沢公民館 699-3215 浜田市三隅町下古和1518 0855-35-1509 (35-1503)185 白砂公民館 699-3222 浜田市三隅町折居883   0855-32-1288 (32-2517)186 石見公民館宇津井分館 ★ 697-0312 浜田市宇津井町529 0855-42-1309187 石見公民館細谷分館 ★ 697-0013 浜田市三階町376 0855-22-7531 ( 同左 )188 石見公民館長見分館 ★ 697-0014 浜田市長見町956-2 0855-22-5323189 美川公民館東分館 ★ 697-1333 浜田市鍋石町530-3 0855-27-3828190 美川公民館西分館 ★ 697-1332 浜田市田橋町494-2 0855-27-3503191 国府公民館宇野分館 ★ 695-0102 浜田市宇野町281-3 0855-28-2646192 国府公民館有福分館 ★ 695-0101 浜田市下有福町26-1 0855-28-2841 ( 同左 )193 中央公民館 694-0064 大田市大田町大田ｲ140-2 0854-82-6630194 東部公民館 694-0051 大田市久手町波根西1748 0854-82-5122195 西部公民館 694-0031 大田市静間町430-1 0854-82-0221196 三瓶公民館 694-0223 大田市三瓶町池田1887-1 0854-83-2550197 高山公民館 694-0431 大田市水上町三久須11-2 0854-89-0211198 温泉津公民館 699-2511 大田市温泉津町小浜ｲ486 0855-65-3696

浜田市



電話番号 （FAX）設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所〒199 仁摩公民館 699-2301 大田市仁摩町仁万562-3 0854-88-3081200 大田まちづくりセンター 694-0064 大田市大田町大田ｲ140-2 0854-82-6240 (82-9952)201 川合まちづくりセンター 694-0011 大田市川合町川合1247-1 0854-82-5124 (82-6009)202 久利まちづくりセンター 694-0024 大田市久利町久利790-1 0854-82-5572 (82-4901)203 大屋まちづくりセンター 694-0033 大田市大屋町大国2903-1 0854-82-5580 (84-5172)204 朝山まちづくりセンター 699-2213 大田市朝山町朝倉420-1 0854-85-8463 (85-7407)205 富山まちづくりセンター 699-2216 大田市富山町山中1740 0854-88ｰ0001 (88-0161)206 波根まちづくりセンター 699-2211 大田市波根町1751-2 0854-85-8625 (85-7401)207 久手まちづくりセンター 694-0051 大田市久手町波根西1748 0854-82-8307 (82-9002)208 鳥井まちづくりセンター 694-0054 大田市鳥井町鳥井412-4 0854-84-8337 (84-7772)209 長久まちづくりセンター 694-0041 大田市長久町長久ｲ612-1 0854-82-5571 (82-4697)210 静間まちづくりセンター 694-0031 大田市静間町430-1 0854-84-8122 (84-7771)211 五十猛まちづくりセンター 694-0035 大田市五十猛町1481-2 0854-87-0026 (87-0886)212 池田まちづくりセンター 694-0223 大田市三瓶町池田1887-1 0854-83-2168 (83-2165)213 志学まちづくりセンター 694-0222 大田市三瓶町志学ﾛ869-1 0854-83-2167 (83-2173)214 北三瓶まちづくりセンター 694-0002 大田市山口町山口1181-1 0854-86-0478 (86-0524)215 大森まちづくりセンター 694-0305 大田市大森町ｲ490 0854-89-0010 (89-0164)216 水上まちづくりセンター 694-0304 大田市水上町三久須21 0854-89-0023 (89-0161)217 祖式まちづくりセンター 694-0431 大田市祖式町祖式546-1 0854-85-2362 (85-2313)218 大代まちづくりセンター 694-0433 大田市大代町大家1579 0854-85-2204 (85-2331)219 温泉津まちづくりセンター 699-2511 大田市温泉津町小浜ｲ486 0855-65-1522 0855-65-1533220 湯里まちづくりセンター 699-2502 大田市温泉津町湯里1720-4 0855-65-3038 0855-65-3038221 福波まちづくりセンター 699-2514 大田市温泉津町福光ﾊ467-1 0855-65-2941 0855-65-2941222 井田まちづくりセンター 699-2507 大田市温泉津町井田ﾛ255 0855-66-0711 0855-66-0711223 仁万まちづくりセンター 699-2301 大田市仁摩町仁万562-3 0854-88-9520 0854-88-9525224 宅野まちづくりセンター 699-2302 大田市仁摩町宅野79 0854-88-9511 0854-88-9533225 大国まちづくりセンター 699-2303 大田市仁摩町大国1269 0854-88-9455 0854-88-9466226 馬路まちづくりセンター 699-2304 大田市仁摩町馬路1737-6 0854-88-9070 0854-88-9077227 北三瓶まちづくりセンター多根分館 ★ 694-0003 大田市三瓶町多根ｲ252-1 0854-86-0477 (86-0523)228 波積公民館 699-2833 江津市波積町本郷273-10 0855-55-0001 ( 同左 )229 黒松公民館 699-2831 江津市黒松町586 0855-55-1601 ( 同左 )230 都治公民館 699-2841 江津市後地町829-1 0855-55-0002 ( 同左 )231 浅利公民館 695-0002 江津市浅利町2102 0855-55-1004 ( 同左 )232 松川公民館 695-0004 江津市松川町市村123 0855-57-0002 ( 同左 )233 川平公民館 695-0013 江津市川平町南川上515-1 0855-57-0040 ( 同左 )234 渡津交流館 695-0001 江津市渡津町658-1 0855-52-2569 ( 同左 )235 郷田公民館 695-0011 江津市江津町995 0855-52-5566 ( 同左 )236 金田公民館 695-0012 江津市金田町214 0855-52-0704 ( 同左 )237 嘉久志公民館 695-0016 江津市嘉久志町ｲ1503 0855-52-0436 ( 同左 )238 和木公民館 695-0017 江津市和木町570-1 0855-53-3315 ( 同左 )

大田市



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所239 都野津公民館 695-0021 江津市都野津町2358ｰ1 0855-53-0453 ( 同左 )240 二宮公民館 695-0024 江津市二宮町神主ｲ171 0855-53-1665 ( 同左 )241 跡市公民館 695-0152 江津市跡市町625-1 0855-56-2107 ( 同左 )242 敬川公民館 699-3162 江津市敬川町1769 0855-53-1958 ( 同左 )243 波子公民館 699-3161 江津市波子町イ1272-4 0855-53-1902 ( 同左 )244 有福温泉公民館 695-0156 江津市有福温泉町8-3 0855-56-2218 ( 同左 )245 長谷公民館 699ｰ4431 江津市桜江町長谷1587-2 0855ｰ92ｰ1218 ( 同左 )246 市山公民館 699-4221 江津市桜江町市山481 0855-92-1508 ( 同左 )247 川戸公民館 699ｰ4226 江津市桜江町川戸15-4 0855ｰ92ｰ0026 ( 同左 )248 谷住郷公民館 699ｰ4111 江津市桜江町谷住郷1871 0855ｰ92ｰ1457 ( 同左 )249 川越公民館 699-4502 江津市桜江町川越631 0855ｰ93ｰ0825 ( 同左 )250 松川公民館上津井分館 ★ 699-2835 江津市松川町上津井152-1251 郷田公民館島の星分館 ★ 695-0015 江津市島の星町291-1252 跡市公民館井沢清美分館 ★ 695-0153 江津市清見町136253 川本中央公民館 696-0001 川本町川本332-15 0855-72-0594 (72-1061)254 川本北公民館 696-1225 川本町南佐木201 0855-74-8410 (74-8410)255 川本西公民館 696-0003 川本町因原933-2 0855-72-0680 (72-0680)256 沢谷公民館 699-4712 美郷町九日市118 0855-75-1920 (76-0022)257 君谷公民館 696-1141 美郷町京覧原277 0855-75-1930 (77-0201)258 別府公民館 696-1131 美郷町別府50-2259 都賀公民館 696ｰ0704 美郷町都賀本郷43ｰ1 0855-82-3123 (82-3125)260 比之宮公民館 696-0711 美郷町宮内562ｰ5 0855-82-3474 (82-3800)261 都賀行公民館 696ｰ0705 美郷町都賀行120-1 0855-82-2127 (82-2872)262 潮分館 ★ 696ｰ0701 美郷町潮村136 0855-82ｰ2194 ( 〃 )263 阿須那公民館 696-0501 邑南町阿須那153-1 0855-88-0001 (88-0002)264 口羽公民館 696-0603 邑南町下口羽484ｰ1　 0855-87-0910 ( 同左 )265 田所公民館 696-0222 邑南町下田所282-1 0855-83-0518 ( 同左 )266 出羽公民館 696-0313 邑南町山田47ｰ1 0855-83-0912 ( 同左 )267 高原公民館 696-0406 邑南町高見3014-3 0855-84-0521 (84-0523)268 布施公民館 696-0401 邑南町布施496 0855-84-0651 ( 同左 )269 市木公民館 697-0631 邑南町市木2046-3 0855-85-0126 ( 同左 )270 矢上公民館 696-0103 邑南町矢上3835-4 0855-95-1044 (95-1670)271 中野公民館 696-0102 邑南町中野991ｰ1 0855-95-0310 ( 同左 )272 井原公民館 696-0101 邑南町井原2140-1 0855-95-0301 ( 同左 )273 日貫公民館 699-4311 邑南町日貫1168 0855-97-0902 ( 同左 )274 日和公民館 696-0104 邑南町日和2525-10 0855-97-0908 ( 同左 )275 阿須那公民館雪田分館 ★ 696-0506 邑南町雪田1215-1 0855-88-0335276 阿須那公民館戸河内分館 ★ 696-0505 邑南町戸河内893-4 0855-88-0917277 阿須那公民館阿須那分館 ★ 696-0501 邑南町阿須那6-6 0855-88-0320278 口羽公民館上口羽分館 ★ 696-0602 邑南町上口羽941-1
邑　南　町

江津市

美郷町
川本町



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所279 口羽公民館長田分館 ★ 696-0601 邑南町上田335-1 0855-87-0917280 口羽公民館口羽分館 ★ 696ｰ0603 邑南町下口羽1248281 出羽公民館出羽分館 ★ 696-0312 邑南町出羽4-2282 高原公民館高原分館 ★ 696-0404 邑南町原村1180-3283 市木公民館市木分館 ★ 697-0631 邑南町市木1986-2284 益田公民館 698-0005 益田市本町6-8 0856ｰ23ｰ5752 ( 同左 )285 吉田公民館 698-0033 益田市元町11-26 0856ｰ31ｰ0627 (31-0642)286 高津公民館 698-0041 益田市高津2-5-2 0856ｰ23ｰ1791 ( 同左 )287 安田公民館 699-3676 益田市遠田町384-6 0856ｰ27ｰ0001 ( 同左 )288 鎌手公民館 699-3506 益田市西平原町571-7 0856ｰ27ｰ0501 ( 同左 )289 種公民館 699-3503 益田市下種町1179-1 0856ｰ27ｰ1008 ( 同左 )290 北仙道公民館 699-3674 益田市大草町665-1 0856ｰ22ｰ0218 ( 同左 )291 豊川公民館 698-0012 益田市大谷町334-1 0856-22-0205 ( 同左 )292 真砂公民館 698-0411 益田市波田町ｲ538-1 0856ｰ26ｰ0002 ( 同左 )293 豊田公民館 699-5132 益田市横田町454-3 0856ｰ25ｰ2222 ( 同左 )294 西益田公民館 699-5133 益田市神田町ｲ635-1 0856ｰ25ｰ1564295 二条公民館 698-2254 益田市桂平町76-1 0856ｰ29ｰ0001 ( 同左 )296 美濃公民館 699-3766 益田市美濃地町ｲ140-1 0856ｰ29ｰ0031 ( 同左 )297 小野公民館 699-3763 益田市戸田町ｲ1332-10 0856ｰ28ｰ0001 ( 同左 )298 中西公民館 698-2141 益田市白上町ｲ744-2 0856-28-0501 ( 同左 )299 東仙道公民館 698-0212 益田市美都町仙道253-3 0856ｰ52ｰ2540 (52-2193)300 都茂公民館 698-0203 益田市美都町都茂1692甲 0856ｰ52ｰ2295 (52-2296)301 二川公民館 698-0202 益田市美都町宇津川ﾛ377-3 0856ｰ52-2241 (52-2156)302 匹見上公民館 698-1211 益田市匹見町匹見ｲ674 0856ｰ56-1144 (56-0932)303 匹見下公民館 698-1221 益田市匹見町澄川ｲ296-2 0856ｰ56-0910 (56-0912)304 道川公民館 698-1201 益田市匹見町道川ｲ133-1 0856ｰ58-0001 (58-0002)305 津和野中央公民館306 津和野公民館307 小川公民館 699-5606 津和野町寺田64 0856-72-0445 ( 同左 )308 畑迫公民館 699-5616 津和野町部栄346-1 0856-72-2119 ( 同左 )309 木部公民館 699-5634 津和野町中川416 0856-73-0001 ( 同左 )310 日原中央公民館 0856-74-0302 (74-0127)311 日原公民館 0856-74-0360312 日原公民館滝元分館 ★ 699-5206 津和野町滝元24313 日原公民館枕瀬分館 ★ 699-5207 津和野町枕瀬464-2 0856-74-0680314 日原公民館池河分館 ★ 699-5216 津和野町池村2863-2 0856-74-1253315 日原公民館商人渓村分館 ★ 699-5201 津和野町商人1101316 左鐙公民館 699-5202 津和野町左鐙905 0856-76-0345 ( 同左 )317 須川公民館 699-5203 津和野町相撲ヶ原40ｰ2 0856-74-0711 ( 同左 )318 青原公民館 699-5211 津和野町青原267ｰ3 0856-75-0039 ( 同左 )

699-5605 津和野町後田ロ66-乙 0856-72-2070 (72-2069)
699-5221 津和野町日原22-1

益田市

津和野町



電話番号 （FAX）〒設置者 　公民館名　　　　★分館 連　　絡　　先住　　所319 中央公民館 0856-77-1285 (77-0040)320 六日市公民館 0856-77-0078 ( 同左 )321 柿木公民館 699-5301 吉賀町柿木村柿木79-1 0856-79-2553 (79-2448)322 蔵木公民館 699-5504 吉賀町蔵木94 0856-77-1124 ( 同左 )323 朝倉公民館 699-5523 吉賀町朝倉709-1 0856-78-0993 ( 同左 )324 七日市公民館 699-5522 吉賀町七日市942-6 0856-78-1134 ( 同左 )325 隠岐の島町中央公民館 685-0014 隠岐の島町西町吉田ノ二、２ 08512ｰ2ｰ0237 (2-0815)326 布施公民館 685-0412 隠岐の島町布施578-1 08512-7-4314 (7-4251)327 五箇公民館 685ｰ0311 隠岐の島町郡74 08512-5-9011 (5-9012)328 都万公民館 685ｰ0104 隠岐の島町都万1773-1 08512ｰ6ｰ2273 ( 6-2282)329 海士町 中央公民館 684-0403 海士町海士1490 08514ｰ2ｰ1221 (2ｰ1633)330 西ノ島町立中央公民館 684-0211 西ノ島町浦郷544-38 08514-6-0171 (6-1028)331 西ノ島町立黒木公民館 684-0302 西ノ島町別府46 08514-7-8101 (7-8025)332 知夫村 知夫村公民館 684ｰ0102 知夫村1065 08514ｰ8ｰ2301 (8-2302)（（（（注注注注））））※※※※　　　　公民館等公民館等公民館等公民館等とはとはとはとは、、、、社会教育法上社会教育法上社会教育法上社会教育法上のののの公民館公民館公民館公民館だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、実態実態実態実態としてとしてとしてとして公民館公民館公民館公民館のののの機能機能機能機能をををを担担担担うううう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター、、、、交流交流交流交流センターセンターセンターセンター等等等等もももも含含含含むものであるむものであるむものであるむものである。。。。

吉賀町六日市648699ｰ5513

西ノ島町
隠岐の島町
吉賀町



合計合計合計合計 中央 一般 CC 交流Ｃ まちＣ 地区 分館松江市 45454545
1 35 7 2安来市 27272727
3 24出雲市 43434343

7 36雲南市 29292929
29飯南町 5555

5奥出雲町 9999
9浜田市 34343434

1 26 7大田市 35353535
7 27 1江津市 25252525

22 3美郷町 7777
6 1

設置公民館数島根県公民館等数一覧

美郷町 7777
6 1川本町 3333

1 2邑南町 21212121
12 9益田市 21212121
21津和野町 14141414

2 8 4吉賀町 6666
1 5隠岐の島町 4444

4海士町 1111
1西ノ島町 2222
1 1知夫村 1111

118 164 36 53 27 7 27305332332332332


