
№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日

所管課等

1
佐久市臼田健康活動サポートセン
ター

臼田2175-1
長野県厚生農業協同組合連合会・特定非
営利活動法人うすだ美図共同企業体 H28.4.1 R3.3.31

臼田支所
総務税務係

2 佐久市矢島地区地域再生施設 矢島246-2 農事組合法人矢島いきいき会 R2.4.1 R7.3.31
浅科支所

経済建設環境係

3 布施地域コミュニティセンター 布施1701-1 入布施区 H29.4.1 R4.3.31
望月支所
総務税務係

4 佐久市望月土づくりセンター 協和3597-339 佐久浅間農業協同組合 R2.4.1 R7.3.31

5
望月麦・大豆等生産振興センター
望月農産物加工処理室

望月1600 望月駒の郷バリューアップ研究会 H30.4.1 R5.3.31

№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日

所管課等

6 浅科保健センター 塩名田570
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

H30.4.1 R5.3.31 健康づくり推進課

№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日

所管課等

7 臼田共同作業センター 下越16-5
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

H30.4.1 R5.3.31

8 岩村田共同作業センター 岩村田1880-4 佐久市手をつなぐ育成会 H30.4.1 R5.3.31

9 野沢共同作業センター 取出町183 特定非営利活動法人つくし H30.4.1 R3.3.31

10 中込共同作業センター 中込1-19-2
特定非営利活動法人
ピアほっとさく

H30.4.1 R5.3.31

11 佐久の泉共同作業センター 取出町183
特定非営利活動法人
ウィズハートさく

H30.4.1 R3.3.31

12 浅科ふれあいホーム 塩名田548-5
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

H30.4.1 R5.3.31

13 望月ひまわり共同作業センター 望月317-2 社会福祉法人望月悠玄福祉会 H30.4.1 R5.3.31

14 ワークハウス牧 望月1729-6 社会福祉法人望月悠玄福祉会 H30.4.1 R5.3.31

15 グループホームしおなだ 塩名田456 社会福祉法人からし種の会 H28.5.1 R3.3.31

16 佐久市子ども未来館 岩村田1931-1 一般社団法人佐久市振興公社 H27.4.1 R4.3.31 子育て支援課

17
佐久市臼田総合福祉センター
あいとぴあ臼田

下越16-5
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

R2.4.1 R7.3.31

18 佐久市望月老人福祉センター 望月1626-2
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

R2.4.1 R7.3.31

19
佐久市特別養護老人ホーム
シルバーランドみつい

新子田866
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
長野県済生会

H27.4.1 R7.3.31

20
佐久市特別養護老人ホーム
シルバーランドきしの

根岸113-1
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
長野県済生会

H30.4.1 R7.3.31

21
佐久市特別養護老人ホーム
結いの家

望月326-4 社会福祉法人望月悠玄福祉会 H27.4.1 R7.3.31

22 佐久市春日交流センター 春日2813-1 社会福祉法人望月悠玄福祉会 H31.4.1 R4.3.31

23 佐久市望月生きがいセンター 望月405-4
公益社団法人
佐久シルバー人材センター

H31.4.1 R4.3.31

24
あいとぴあ臼田デイサービスセン
ター

下越16-5
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

R2.4.1 R7.3.31

25 浅科デイサービスセンター 塩名田542-7
社会福祉法人
佐久市社会福祉協議会

R2.4.1 R7.3.31

26 望月デイサービスセンター駒 望月317-2 社会福祉法人望月悠玄福祉会 R2.4.1 R7.3.31

27 佐久市望月総合支援センター 望月317-2 社会福祉法人望月悠玄福祉会 H31.4.1 R6.3.31
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№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日

所管課等

28 佐久中部地区農村環境改善センター 伴野1802-3 岸野地区区長会 H30.4.1 R5.3.31 耕地林務課

29 佐久高等職業訓練校 高柳354-2 佐久職業訓練協会 R2.4.1 R7.3.31

30 ワークテラス佐久 中込2336-1
株式会社ジェイアール東日本企画
長野支店

R2.4.1 R5.3.31

31 プラザ佐久 佐久平駅東1-1 一般社団法人佐久市振興公社 R2.4.1 R7.3.31

32 佐久市国民宿舎もちづき荘 春日5921 一般社団法人佐久市振興公社 H27.4.1 R7.3.31

33 佐久市交流促進センターゆざわ荘 春日5924-4 一般社団法人佐久市振興公社 H27.4.1 R7.3.31

34 佐久市布施温泉 布施1228 一般社団法人佐久市振興公社 R2.4.1 R7.3.31

35 ほっとぱーく・浅科 甲2177-1
合同会社ＴＥＡＭ３９３９
株式会社あさしな小泉共同事業体

R2.4.1 R7.3.31

36 佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 甲1071-1 一般社団法人佐久市振興公社 R2.4.1 R7.3.31

37 佐久市温水利用型健康運動施設 下平尾2682 平尾温泉株式会社 H27.6.30 R13.3.31

38 ヘルシーテラス佐久南 佐久市伴野7-1
佐久南交流拠点施設指定管理事業
ＪＡ佐久浅間・樫山工業共同体 H28.4.1 R4.3.31

№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日

所管課等

39 平尾山公園
下平尾2681
（代表地番）

佐久平尾山開発株式会社 H30.4.1 R5.3.31

40 駒場公園 猿久保55 一般社団法人佐久市振興公社 H30.4.1 R4.3.31

41 榛名平公園
根岸3268-1
（代表地番）

佐久薬草研究会 H30.4.1 R5.3.31

42 市民交流ひろば
佐久平駅南4-3
（代表地番）

特定非営利活動法人
さくのわ花物語

H31.4.1 R6.3.31

43
市営住宅（改良住宅、特定公共賃貸
住宅、その他住宅）

佐久市内 長野県住宅供給公社 H30.4.1 R5.3.31 建築住宅課

№ 施　　設　　名 住　所　等 指定管理者
指  定
年月日

指定終了
予定年月日
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44 佐久市コスモホール 下小田切124-1 一般財団法人佐久市文化事業団 H31.4.1 R6.3.31

45 佐久市鎌倉彫記念館 下小田切8-6 一般財団法人佐久市文化事業団 H31.4.1 R6.3.31

46 佐久市交流文化館浅科 八幡229 一般財団法人佐久市文化事業団 H31.4.1 R6.3.31

47 佐久市生涯学習センター 取出町183 一般社団法人佐久市振興公社 H31.4.1 R3.3.31

48 佐久市佐久平交流センター 佐久平駅南4-1 一般社団法人佐久市振興公社 H29.4.1 R4.3.31

49 佐久市社会体育施設44施設 中込2939ほか
特定非営利活動法人
佐久市体育協会

H31.4.1 R4.3.31

50 佐久総合運動公園 平賀3011 シンコースポーツ株式会社 H31.4.1 R4.3.31

スポーツ課

観光課

建設部

公園緑地課

教育委員会（社会教育部）

文化振興課

商工振興課

経済部


