
令和２年４月現在

施   設   名 頁 所在地 担当課 指定管理者 指定期間 施   設   名 頁 所在地 担当課 指定管理者 指定期間

大分農業文化公園 1
杵築市
宇佐市

大分県立総合文化センター 11 大分市

大分県都市農村交流研修館 1 杵築市 大分県立美術館 12 大分市

大洲総合運動公園 2 大分市 公園・生活排水課 12 大分県立別府コンベンションセンター 13 別府市 観光政策課
ビーコンプラザ共同事業体
（(株)コンベンションリンケージ、(株)
テイクファイブ、(株)メンテナンス）

H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

大分県立フェンシング場 2 大分市
教育庁体育保健

課
13 ハーモニーパーク 14 日出町 公園・生活排水課 （株）サンリオエンターテイメント

H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

3 大分県リバーパーク犬飼 3 豊後大野市 河川課 Goap(株)
R2.4.1～
R5.3.31
（３年）

14 大分県長者原園地 15 九重町 自然保護推進室 （有）吉武建設
H31.4.1～
R3.3.31
（２年）

4
別府港機械管理駐車場・県営３号上
屋・石垣地区緑地

4 別府市 港湾課 （株）おおいた観光サービス
H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

15
おおいた動物愛護センター
ドッグラン・多目的広場

16 大分市 食品・生活衛生課 九州乳業(株)
H31.2.1～
R3.3.31

（２年２月）

5 大分県林業研修所 5 由布市 林務管理課 （公財）森林ネットおおいた
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

大分県青少年の森 17 大分市

大分スポーツ公園 6 大分市 大分県平成森林公園 17
大分市

豊後大野市

高尾山自然公園 6 大分市 大分県神角寺展望の丘 17 豊後大野市

大分県立武道スポーツセンター 7 大分市 17 大分県社会福祉介護研修センター 18 大分市 高齢者福祉課 （社福）大分県社会福祉協議会
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

7 大分県立庄内屋内競技場 8 由布市 由布市
H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

18 大分県母子・父子福祉センター 19 大分市 こども・家庭支援課
（一財）大分県母子寡婦福祉連合
会

H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

8 大分港大在コンテナターミナル 9 大分市 （株）大分国際貿易センター
H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

19 大分県身体障害者福祉センター 19 大分市 （社福）大分県社会福祉協議会
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

9 別府港北浜ヨットハーバー 10 別府市 （株）ササキコーポレーション
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

20 大分県聴覚障害者センター 20 大分市 （社福）大分県聴覚障害者協会
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

10
県営住宅等
※管理代行

－ 県内 公営住宅室 大分県住宅供給公社
H29.4.1～
R4.3.31
（５年）

障害者社会参加
推進室
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港湾課

指定管理者制度導入施設参考資料

H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

芸術文化スポーツ
振興課

（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団

H30.4.1～
R5.3.31
（５年）

森との共生推進室 （公財）森林ネットおおいた

（株）大宣
H31.4.1～
R6.3.31
（５年）

地域農業振興課 （公社）大分県農業農村振興公社
H28.4.1～
R3.3.31
（５年）

公園・生活排水課

教育庁体育保健
課

ファビルス・プランニング大分共同
事業体

R2.4.1～
R5.3.31
（３年）

別冊１-２



指定管理者制度導入施設における指定管理者の変遷

平成１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

大分農業文化公園

大分県都市農村交流研修館

大洲総合運動公園
（財）大分県公

園協会
（財）大分県公

園協会
（財）大分県公

園協会
（財）大分県公

園協会

大分県立フェンシング場
（大分県立総合体育館はR2.4.1以降
大分市へ移譲）

3 大分県リバーパーク犬飼

4
別府港機械管理駐車場・県営３号上
屋・石垣地区緑地

5 大分県林業研修所 

大分スポーツ公園

高尾山自然公園

大分県立武道スポーツセンター

7 大分県立庄内屋内競技場

8 大分港大在コンテナターミナル

9 別府港北浜ヨットハーバー

10 県営住宅等

大分県立総合文化センター

大分県立美術館

12 大分県立別府コンベンションセンター 

13 ハーモニーパーク

大分県長者原オートキャンプ場 平成30年度末廃止(九重町に移譲)

大分県長者原園地

15
おおいた動物愛護センタードッグラン・
多目的広場

大分県青少年の森

大分県平成森林公園

大分県神角寺展望の丘

17 大分県社会福祉介護研修センター 

18 大分県母子・父子福祉センター

19 大分県身体障害者福祉センター 

20 大分県聴覚障害者センター

2

6

11

16

由布市 由布市 由布市 由布市

（株）ハーモニーランド (株)サンリオエンターテイメント (株)サンリオエンターテイメント

大分県公園協会・ファビルス共同事業体 ファビルス・プランニング大分共同事業体
ファビルス・プランニング大分

共同事業体
直営

ファビルス・プランニング大分共同事業体

大分県住宅供給公社 大分県住宅供給公社
県営住宅・・・・・・・・・管理代行に移行　（管理代行者：大分県住宅供給公社）
特公賃・改良住宅・・・直営に移行

（株）大宣 （株）大宣 （株）大宣

（株）大宣

（株）大分国際貿易センター （株）大分国際貿易センター （株）大分国際貿易センター （株）大分国際貿易センター

(株)ササキコーポレーション

豊後大野市 豊後大野市 豊後大野市 豊後大野市

（株）おおいた観光サービス (株)おおいた観光サービス (株)おおいた観光サービス (株)おおいた観光サービス

Goap(株)

（財）大分県森林整備センター （公財）森林ネットおおいた （公財）森林ネットおおいた

（社）大分県緑化推進センター 県民の森管理共同事業体（(公財)森林ネットおおいた、(社)大分県治山林道協会） （公財）森林ネットおおいた （公財）森林ネットおおいた

（社）大分県農業農村振興公社 （公社）大分県農業農村振興公社 （公社）大分県農業農村振興公社

14 (株)おおいた観光サービス （有）吉武建設

（有）吉武建設

九州乳業(株)

（株）コンベンションリンケージ・近畿日本ツーリ
スト（株）・（株）大分メンテナンス共同事業体

ビーコンプラザ共同事業体（(株)コンベンションリンケージ、(株)大分合同新聞文
化センター、(株)テイクファイブ、(株)メンテナンス）

ビーコンプラザ共同事業体
（(株)コンベンションリンケージ、(株)テイクファイブ、(株)メンテナンス）

ビーコンプラザ共同事業体
（(株)コンベンションリンケージ、(株)テイクファイブ、(株)メンテナンス）

1

（社福）大分県聴覚障害者協会 （社福）大分県聴覚障害者協会 （社福）大分県聴覚障害者協会

（社福）大分県社会福祉協議会 （社福）大分県社会福祉協議会 （社福）大分県社会福祉協議会

（社福）大分県社会福祉協議会 （社福）大分県社会福祉協議会 （社福）大分県社会福祉協議会

（財）大分県母子寡婦福祉連合会 （一財）大分県母子寡婦福祉連合会 （一財）大分県母子寡婦福祉連合会

（財）大分県文化スポーツ振興財団 （財）大分県文化スポーツ振興財団

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団

施   設   名
指定管理者制度導入後

２５年度 30年度



１ 農業文化公園・都市農村交流研修館

○平成１３年４月設置
○敷地面積 ８１６，４８３㎡
○施設内容 ・メイン施設（都市農村交流研修館、

物産館、花昆虫館、レストラン）
・みどりの広場、ピクニック広場
・フラワーガーデン、ハーブガーデン
・果樹園、花木園
・オートキャンプ場
・コテージ、ログハウス
・レイクサイドキャッスル 等

○ メイン施設 都市農村
交流研修館

豊の国物産館

○ コテージ ○ レイクサイドキャッスル

○ 航空写真

○ フラワーガーデン
○ 猛暑対策
（パラソル設置 R1）

○ フリーサイト

キャンプ場整備（R1)

○ 地 図
（杵築市山香町大字日指）
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２ 大洲総合運動公園、大分県立フェンシング場

○大洲総合運動公園
・ 昭和５３年８月設置
・敷地面積 164,000㎡
・硬式野球場、軟式野球場、テニスコート（11面）、

弓道場、アーチェリー場、多目的広場、
ゲートボール場、芝生広場、駐車場（約600台）、
緑地等

○大分県立フェンシング場
・平成１１年４月２８日設置
・面積498.8㎡
・練習用６ピスト（公式試合２ピスト）
※総合体育館は令和２年４月１日に大分市へ移管

○総合運動公園 平面図

○県立フェンシング場 平面図
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3 リバーパーク犬飼

○地図（豊後大野市犬飼町田原）

カヌー艇庫

○ 平成９年８月設置

ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝ付ﾃﾝﾄｻｲﾄ

ｶﾇｰ艇庫

ﾄｲﾚ・ｼｬﾜｰ棟

多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾛｸﾞﾊｳｽ

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ

ﾃﾆｽｺｰﾄ

管理棟

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ広場

ｻﾆﾀﾘｰ棟

遊具広場

多目的グラウンド

オートキャンプサイト
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４ 別府港機械管理駐車場・県営３号上屋・石垣地区緑地

○平成１２年１０月設置
○主な施設内容
・機械管理駐車場 第一駐車場 普通188台

第二駐車場 大型16台 普通198台
第三駐車場 普通82台

・県営３号上屋 貸付区画13区画
・石垣地区緑地 芝生、樹木、遊歩道、トイレ、

水飲み場、ベンチ

○ 施設位置図

○ 県営3号上屋（2階さんふらわあ乗船口）

-4-

第一駐車場

県営3号上屋

緑地 第二駐車場

第三駐車場



5 大分県林業研修所

○ 地 図（由布市湯布院町）

○昭和５６年４月設置
○敷地面積 １０，７８９㎡
（うち研修フィールド４，０００㎡）
○主な施設
・講義室、実習棟
・宿泊室（全７室 約４０名）
○主な研修設備
・ログローダー、バックホウ、フォークリフト、
クレーン付トラック、集材機、ウインチ付グ
ラップル、チェンソー、刈払機など

○ 外 観

○ フィールド ○ ハーベスタシミュレータ
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6-1 大分スポーツ公園、高尾山自然公園

○ 大分スポーツ公園：平成１３年５月設置
高尾山自然公園 ：昭和６１年４月設置

○施設内容
【スポーツ公園】

①総合競技場（昭和電工ドーム） ②大芝生広場 ③展望台
④ｻｯｶｰ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 ⑤投てき場 ⑥サブ競技場
⑦多目的運動広場 ⑧軟式野球場 ⑨屋外ステージ
⑩第１管理棟 ⑪第２管理棟 ⑫テニスコート 他

【高尾山自然公園】
①キャンプ場 ②各種広場 ③野外ステージ
④ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 ⑤ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 ⑥東展望台
⑦集会室兼休憩所 他

○昭和電工ドーム大分

○公園位置図

○高尾山展望台 ○高尾山健康遊具

-6-



6-2 大分県立武道スポーツセンター（昭和電工武道スポーツセンター）

○ 平成３１年４月設置
○ 建築面積 14，551.68㎡ / 延べ面積 16，125.56㎡

○多目的競技場
・フロア面積：約3,570㎡(横81m×縦40m+ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ)
・収容人数：約5,000人程度（パイプ椅子利用等）

(固定席：2,028、可動席：2,016、車椅子席：20)
・競技面数

柔道・剣道等(8面)、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ(2面)、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(4面)
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(5面)、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(16面)など

○武道場
・フロア面積：約2,410㎡(横33.5m×縦24m×3道場)
・収容人数：約400人程度(固定席)

○外 観

昭和電工ドーム大分

内観：多目的競技場

-7-



7 庄内屋内競技場

○ 外 観

○平成４年８月設置

○敷地面積 10,171㎡

○主な施設
・スモールボア・ライフル２６射座
・テニスコート２面
・卓球１０面
・ゲートボール４面
・会議室
（10人用、30人用、80人用）

・更衣室、シャワー室
・エアーライフル棟２６射座

○施設内様子
○施設内平面図

○地図（由布市庄内町）
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8 大分港大在コンテナターミナル

○ 地 図（大分市大在）

○平成８年11月設置
○施設概要
・ガントリークレーン2基、燻蒸庫1棟、
マリンハウス1棟(研修室、休憩室）、
照明設備、受変電所等

○ 区画図

○ ガントリークレーン ○ 燻蒸庫

-9-



9 別府港北浜ヨットハーバー

北浜ヨットハーバー

北浜ヨットハーバー

◯ 管理施設の配置 ◯ 地 図

別府港北浜ヨットハーバー

◯平成２２年７月設置
◯主な施設内容
・浮桟橋 ５基（６１隻）
・ボートヤード ２５隻（陸上保管）
・上架施設 船台４基（ヨット用大、中、小及びモーターボート用）

フォークリフト １台（船台移動用）、ウインチ１式
・管理棟 １棟 ・１F 事務所、トイレ（男、女、身障者）

シャワー（男、女）
・２F 会議室

・駐車場 ７４台
・外周フェンス
・船揚場

-10-



11-1 大分県立総合文化センター

○ 地図（大分市高砂町）

○設置年 平成１０年８月
○敷地面積 15,000㎡

（駐車場屋内約300台）
○主な施設

グランシアタ 1,966席
音の泉ホール 710席
Space Be(リハーサル室、県民ギャラリー等）
アトリウムプラザ、会議室

○ 外 観

○ フロア図
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11-2 大分県立美術館

○平成２７年４月設置
○敷地面積 13,517㎡

（駐車場屋143台、地下107台）
○開館時間

10:00-19:00(金・土曜日20:00まで）
原則無休

○観覧料
一般300(250)円、大学生・高校生200(150)円
※( )内は20名以上の団体料金
※中学生以下は無料

○ 外 観 ○ フロア図
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12 大分県立別府コンベンションセンター

○平成７年1月設置
○敷地面積 32,300㎡

（駐車場屋外138台、地下58台）
○主要施設
コンベンションホール（収容人数 8,000人）
国際会議場（収容人数得 300人）
レセプションホール（収容人数 900人）
フィルハーモニーホール（収容人数 1,106人）

別府コンベンションセンターは別府市市民ホール
（フィルハーモニーホール）と併設されている
（敷地は別府市が所有）

○ 外 観

○ 位置図 ○ ツーリズムおおいた跡地
事務所スペース

レストラン厨房スペース

○ 地図（別府市山の手）
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13 ハーモニーパーク

○平成３年４月設置

○敷地面積 ２５２,４００㎡

○主な施設

・皇太子殿下御成婚記念庭園
・フェスティバルステージ
・竹林（実証展示林）

○ 外 観

○実証展示林

○ 地 図（日出町藤原）

-14-



14 大分県長者原園地

○ 外 観 ○ 地 図（玖珠郡九重町田野）

【参考】長者原オートキャンプ場
（くじゅうやまなみキャンプ村）

県道621号

敷地面積２６，４３９㎡
園地、駐車場、湿地

○平面図

長者原園地

○平成10年7月設置

長者原園地
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15 おおいた動物愛護センター ドックラン・多目的広場

○ 平成３１年２月設置
○ 面積 ドックラン 2,412 ㎡

多目的広場 1,399 ㎡
○ドックランの種類

・中・小型犬ゾーン 1,073㎡
・専用利用ゾーン 523㎡
・大型犬ゾーン 816㎡

○外 観

○地 図
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16 県民の森（大分県青少年の森、大分県平成森林公園、大分県神角寺展望の丘）

○主な施設
・平成森林公園キャンプ場
・青少年の森サイクリングセンター
・管理事務所レクチャールーム
・森林学習展示館レクチャールーム

平成森林公園キャンプ場

青少年の森サイクリングセンター

○昭和６０年３月設置
○面積 ４，４７５ha
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17 大分県社会福祉介護研修センター

○ 地図（大分市明野東）

○平成５年１１月設置
○敷地面積 １３，５７９㎡

（駐車場２１４台）
○主な施設

大ホール、小ホール、研修室、介護実習室
（入浴、ベッド、トイレ、和室、調理）、
福祉用具展示場、高齢者総合相談センター、
福祉人材センター、図書情報室、住宅改造
モデル展示場、災害物資備蓄倉庫

○ 外 観

○ センター内施設 ○ 住宅改造モデル展示場内
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18 大分県母子・父子福祉センター（大分県総合社会福祉会館）
19 大分県身体障害者福祉センター（大分県総合社会福祉会館）

○昭和６１年４月設置
○敷地面積 １０，３５５．３５㎡
母子・父子福祉センター、身体障害者
福祉センターを同一敷地内に設置。
鉄筋コンクリート造４階建。

○主な施設
・相談室
・研修室
・体育室、プール（温水）、
・機能回復訓練室、療育訓練室、卓球室
・視聴覚室、生活訓練室

○ 外 観

身体障害者福祉センター母子・父子福祉センター
○ 地図（大分市大津町）
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20 大分県聴覚障害者センター

○平成８年１０月設置
○敷地面積 １，６５４.３９㎡
○主な施設
・ミニシアター
・ビデオライブラリー
・相談室
・研修室
・ボランティア活動室
・制作室スタジオ

○ 外 観

○ 地図（大分市大津町）

○ ビデオライブラリー ○ 制作スタジオ
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