
議第１３４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市桜ヶ丘老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市桜ヶ丘老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１３５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市天応ふれあい集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市天応宮町４番１５号 

  呉市天応地区社会福祉協議会 

  会長 友井 輝道 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市天応ふれあい集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１３６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市長浜老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市広古新開２丁目１番３号 

  呉市第１６区社会福祉協議会 

  会長 古谷 哲 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市長浜老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 



議第１３７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市大入老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市阿賀中央６丁目２番１６号 

  呉市阿賀地区社会福祉協議会 

  会長 川筋 武則 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市大入老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 



議第１３８号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市仁方老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市仁方本町１丁目６番１１号 

  呉市仁方地区社会福祉協議会 

  会長 土岡 郁男 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市仁方老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１３９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市石内老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市広古新開２丁目１番３号 

  呉市第１４区社会福祉協議会 

  会長 山口 幸夫 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市石内老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１４０号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市情島老人健康ホーム） 

２ 指定管理者 

  呉市阿賀中央６丁目２番１６号 

  呉市阿賀地区社会福祉協議会 

  会長 川筋 武則 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市情島老人健康ホームの指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１４１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市畑老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市本通６丁目２番２３号 

  呉市第四地区社会福祉協議会 

  会長 谷本 誠一 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市畑老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１４２号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市昭和北老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市昭和北老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１４３号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市吉浦集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市吉浦東本町１丁目７番２３号 

  呉市吉浦地区社会福祉協議会 

  会長 大年 秀基 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市吉浦集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 



議第１４４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市広中央老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市広古新開２丁目１番３号 

  呉市第１５区社会福祉協議会 

  会長 吉井 光廣 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市広中央老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１４５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市和庄集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市寺本町５番９号 

  呉市第３地区社会福祉協議会 

  会長 前田 雄司 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市和庄集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 

 



議第１４６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市阿賀集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市阿賀中央６丁目２番１６号 

  呉市阿賀地区社会福祉協議会 

  会長 川筋 武則 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市阿賀集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 



議第１４７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市警固屋集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市警固屋６丁目３番１５号 

  呉市警固屋地区社会福祉協議会 

  会長 中本 和成 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市警固屋集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により，この案を提出する。 



議第１４８号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（コミュニティ供用施設呉市小坪集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市広古新開２丁目１番３号 

  呉市第１６区社会福祉協議会 

  会長 古谷 哲 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 コミュニティ供用施設呉市小坪集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１４９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市冠崎集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市阿賀中央６丁目２番１６号 

  呉市阿賀地区社会福祉協議会 

  会長 川筋 武則 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市冠崎集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 



議第１５０号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市鹿田集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市本通６丁目２番２３号 

  呉市第四地区社会福祉協議会 

  会長 谷本 誠一 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市鹿田集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 

 



議第１５１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市三条集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市三条３丁目７番１３号 

  呉市第８地区社会福祉協議会 

  会長 松浦 泰三 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市三条集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 

 



議第１５２号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市神山集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市神山集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 

 

 



議第１５３号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市押込集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市押込集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 

 

 



議第１５４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市落走集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市吉浦東本町１丁目７番２３号 

  呉市吉浦地区社会福祉協議会 

  会長 大年 秀基 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市落走集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 



議第１５５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市川原石集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市築地町３番１号 

  呉市川原石地区社会福祉協議会 

  会長 川畑 勝之 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市川原石集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１５６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市休谷ホーム） 

２ 指定管理者 

  呉市宮原４丁目１０番１号 

  呉市宮原地区社会福祉協議会 

  会長 香川 治子 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市休谷ホームの指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により，この案を提出する。 



議第１５７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市第３団地老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市第３団地老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，この案を提出する。 

 

 



議第１５８号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

  老人集会所等（呉市山手１丁目集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市三条３丁目７番１３号 

  呉市第８地区社会福祉協議会 

  会長 松浦 泰三 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市山手１丁目集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１５９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市昭和西ふれあい集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市昭和西ふれあい集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により，この案を提出する。 

 

 



議第１６０号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市昭和南いきいきライフホーム） 

２ 指定管理者 

  呉市焼山中央２丁目８番１２号 

  呉市昭和地区社会福祉協議会 

  会長 神田 晃典 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市昭和南いきいきライフホームの指定管理者を指定するため，地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 

 

 



議第１６１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市清水いきいきライフホーム） 

２ 指定管理者 

  呉市清水１丁目８番１４号 

  呉市第２地区社会福祉協議会 

  会長 城 健康 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市清水いきいきライフホームの指定管理者を指定するため，地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１６２号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市天応西いきいきライフホーム） 

２ 指定管理者 

  呉市天応宮町４番１５号 

  呉市天応地区社会福祉協議会 

  会長 友井 輝道 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市天応西いきいきライフホームの指定管理者を指定するため，地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１６３号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市惣付ふれあい集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市西谷町１０番１３号 

  呉市第５地区社会福祉協議会 

  会長 土本 敏明 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市惣付ふれあい集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，この案を提出する。 

 



議第１６４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市波多見老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号 

  音戸地区社会福祉協議会 

  会長 川本 志津代 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市波多見老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１６５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市先奥老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号 

  音戸地区社会福祉協議会 

  会長 川本 志津代 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市先奥老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 



議第１６６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市宇和木老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市倉橋町４３１番地 

  倉橋地区社会福祉協議会 

  会長 森本 勝利 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市宇和木老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，この案を提出する。 



議第１６７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市田戸老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市蒲刈町宮盛１番地２ 

  蒲刈地区社会福祉協議会 

  会長 平尾 俊正 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市田戸老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により，この案を提出する。 



議第１６８号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市向老人集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市蒲刈町宮盛１番地２ 

  蒲刈地区社会福祉協議会 

  会長 平尾 俊正 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市向老人集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により，この案を提出する。 



議第１６９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 老人集会所等（呉市下蒲刈ふれあい集会所） 

２ 指定管理者 

  呉市下蒲刈町下島２３６１番地の７ 

  呉市下蒲刈地区社会福祉協議会 

  会長 吉川 宏夫 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市下蒲刈ふれあい集会所の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により，この案を提出する。 


