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佐久平南広場指定管理者募集要項 

 

 

【1】 趣旨 

この佐久平南広場指定管理者募集要項（以下「募集要項」といいます。）は、佐久平南広場（以下

「施設」といいます。）の管理運営について、公の施設として公的な使命を果たすことを前提としつ

つ、行財政の効率化と利用者サービスの向上を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項及び佐久市公園条例（平成１９年佐久市条例第１５号。以下「条例」という。）

第３条の２第１項の規定により、指定管理者の募集を行うために必要な手続き等を定めるものです。 

 

 

【2】 施設の概要 

1 名称・所在地 

名 称 佐久平南広場（愛称：佐久平サンスクエア） 

所 在 地 佐久市岩村田字上樋橋地内 

 

2 設置目的 

「結ぶ ～いつでもだれもが集える・楽しめる・繋がる場の提供～」を基本コンセプトに、佐久地

域の玄関口に位置する広場として、近接する市民交流ひろばなど周辺施設と連携した活用にも対応可

能な、地域の人と人、公共施設と商業施設、地域住民と来訪者、老若男女など多くのひとやものを結

ぶ場を整備し、賑わいを創出することを目的として設置します。 

 

3 施設の規模等 

敷 地 面 積 4,000 ㎡ 

施 設 内 容 芝生広場：1,170 ㎡ 

「結ぶ」広場：320 ㎡ 

緑陰広場：530 ㎡  

屋根付広場：400 ㎡  

平板舗装広場：1,140 ㎡ 

キッチンカースペース：９台分（270 ㎡） 

水景施設（レインガーデン）：90 ㎡  

交流センター：80 ㎡１棟 

（フリースペース、トイレ、事務スペース、倉庫付き）  

マンホールポンプ：１基（雨水排水用、水中ポンプ２台） 
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建 設 年 月 令和５年３月 

 

 

【3】 施設の管理運営に関する基本的事項 

指定管理者が行う施設の管理運営に関する基本的事項は、次のとおりです。 

なお、詳細については、佐久平南広場指定管理業務仕様書（以下「業務仕様書」といいます。）を

参照してください。 

 

1 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 指定公園における条例第４条第１項及び第３項の許可に関する業務 

(2) 指定公園の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) ボランティアによる市民や団体等との協働事業の推進（維持管理業務含む） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、佐久市長のみの権限に属する事

務を除き、佐久市長が必要と認める業務 

 

2 指定期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間の予定です。 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。また、

取り消しに伴う佐久市の損害については、指定管理者に損害賠償を請求することがあります。 

なお、この指定期間は、佐久市議会の議決が必要なため、佐久市議会の議決後に確定します。 

 

3 施設の利用に係る料金 

 (1) 利用料金制 

この施設は、条例第１２条の２の規定に基づき利用料金制を採用し、利用者が支払う利用料金

は指定管理者の収入となります。利用料金の取扱いについては、次の点に留意してください。 

ア 利用料金の設定 

利用料金の額は、条例に定める額の範囲内で、佐久市の承認を得て、指定管理者が定めます。 

イ 利用料金の減額又は免除 

利用料金の減額又は免除については、条例第２８条の３の規定に基づき、佐久市長があらか

じめ定める基準により実施してください。 

 (2) 自主事業に係る収入 

自主事業（指定管理者自らの費用と責任で自主的に行う事業で、指定管理業務ではないもの）

に係る収入は、指定管理者の収入となります。 

ただし、設置目的外と判断される事業については、佐久市に対して行政財産目的外使用許可申

請等の申請が必要となり、市に支払わなければならない行政財産目的外使用料等が発生する場合

もありますので注意してください。 
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4 佐久市が指定管理者に支払う指定管理料 

佐久市は、指定管理料として、施設の管理運営に必要な経費を毎年度の予算の範囲内で指定管理者

に支払います。具体的な金額は、募集時に提出される事業計画書及び収支計画書で提案のあった金額

に基づき、佐久市と指定管理者が協議したうえで、別に締結する年度協定で定めます。 

なお、佐久市が指定期間中に支払う各年度の指定管理料の上限額は、下表のとおりです。募集に当

たり、事業計画書及び収支計画書における各年度の指定管理料は、下表の指定管理料の上限額以下の

額で提案を行っていただくよう求めます。 

年 度 金 額 

令和５年度 ６，０００千円 

令和６年度 ６，０００千円 

令和７年度 ６，０００千円 

令和８年度 ６，０００千円 

令和９年度 ６，０００千円 

※ 実際に支払われる指定管理料は、指定管理者が応募時に提示した額ではなく、これを上限として、

指定管理者と佐久市が協議したうえで、毎年度の予算編成において確定します（年度によっては指

定管理者の提示金額に満たない場合があります。）。 

 

5 管理運営の基準 

施設の管理運営に当たっての基準は、業務仕様書を参照してください。 

 

６ 災害時の対応 

 (1) 予防措置 

   指定管理者は、防災・災害対応マニュアルを作成し、災害時の対応について職員へ周知した上

で、必要な研修・防災訓練等を実施してください。 

   また、市や関係機関との情報交換を密にし、常日頃から連絡・協力体制を構築するよう努めて

ください。加えて、施設・設備等の点検を実施し、危険箇所の把握を行い、速やかに対処してく

ださい。 

 (2) 災害発生時等 

   指定管理者は、災害の発生又は発生するおそれがある場合は、迅速に非常配備体制を確立する

とともに、利用者の安全確保・避難誘導及び施設の保全・復旧作業を行ってください。また、災

害の影響を早期に除去すべく適切な処置を行い、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にす

るよう努めるとともに、状況を把握し、市へ報告・相談を行うほか、必要に応じ警察署、消防署、

医療機関等の関係機関や地域団体等とも協力して対応にあたってください。 

   なお、利用者の安全を確保するとともに、適切な措置を行うため、地方自治法第 244 条の２第

11 項の規定により、市は指定管理者が行う業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。 
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７ 関係法令等の遵守 

施設の管理運営に当たっては、次の関係法令等を遵守してください。 

(1) 地方自治法、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）等の行政関連法令 

(2) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）等の労

働関係法令 

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）、電気事業法（昭

和 39 年法律第 170 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）等の施設関連法令 

(4)佐久市公園条例（平成１９年佐久市条例第１５号）、佐久市公園条例施行規則（平成１７年佐

久市規則第１５６号） 

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、佐久市個人情報保護条例（平成

17 年佐久市条例第 16 号） 

(6) その他関係法令、例規等 

 

８ 個人情報の保護 

施設を管理運営するに当たっての個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び佐久市個人情

報保護条例を遵守してください。 

 

 

【4】 募集手続 

1 応募資格 

指定管理者に応募できる者は、指定期間中、安全かつ円滑に包括的管理ができる法人その他の団体

（以下「団体等」といいます。）とします。ただし、次の事項のいずれかに該当する団体等は、応募

の資格がないものとします。なお、団体等は、株式会社、ＮＰＯ法人、その他任意団体等組織の形態

を問いませんが、個人での応募はできません。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する団体等 

(2) 佐久市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年佐久市告示第８

号）及び佐久市物品購入等入札参加登録者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年佐久市告

示第１０９号）に基づく入札参加等停止中の団体等 

(3) 佐久市、佐久市教育委員会又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取

消しの日から 1 年を経過しない団体等 

(4) 佐久市、佐久市教育委員会又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の全部又は一部を停止

され、停止期間満了の日から 6 か月を経過しない団体等 

(5) 税（国税、都道府県税及び市町村税をいう。次項において同じ。）を滞納している団体等 

(6) 団体等の代表者が税を滞納している団体等 

(7) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続又は民事再生法（平
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成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続の開始の申立てがなされ、この手続が

終了していない団体等 

(8) 施設の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等を取り消され、その取消し

の日から 1 年を経過しない団体等 

(9) 施設の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等の停止処分を受け、停止期

間満了の日から 3 か月を経過しない団体等 

(10) 次に掲げる者が、理事、取締役、監査役、無限責任社員若しくはこれらに準ずべき地位に就

任し、又は実質的に経営等に関与している団体等 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条及び長野県暴力団排除条例（平成 23 年 9 月 1 日施行）第６条に規定する者） 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

 

２ グループでの応募 

 施設のサービス向上又は管理業務の効率的実施を図る観点から必要な場合は、複数の法人等（以下

「グループ」という。）が共同して申請することができます。この場合は、次の事項に留意してくだ

さい。 

(1)グループの名称を設定し、グループ内で代表となる法人等を定めてください。なお、代表とな

る法人等又は構成団体の変更は原則として認めません。 

(2)グループの構成団体間における管理業務に係る経費に関する連帯責任の割合等については、別

途協定書等で定めてください。 

(3)構成団体のいずれかが、「１ 応募資格」の（１）～（10）に該当する場合は、申請すること

はできません。 

(4)グループの構成員が個々の団体として、当該管理業務に申請することはできません。 

 

３ 提出書類 

申請に当たっては、次の書類を２１部（正本 1 部、副本２０部（副本は写しで構いません。））    

提出してください。 

また、提出書類には、ページ番号を記載し、下記項目ごとにインデックスを貼付してください。 

なお、提出書類に一部でも不備がある場合は、受理をしません。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第 1 号） 

(2) 事業計画書（様式第 2 号） 

(3) 収支計画書（様式第 3 号）（注：災害等の対応に係る経費は計上しないこと。） 

(4) 団体等の概要書（様式第 4 号） 

  設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人等の概要がわかる資料があれば、合わせて提出し
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てください。 

(5) 定款、寄付行為、その他これらに類する書類 

定款及び寄付行為のない団体にあっては、団体の規約等（団体の目的、事務所、資産に関する

規定等を記載した書類） 

(6) 団体の役員等の名簿、その他これらに類する書類 

申請日時点の団体の役員等が確認できる名簿等を提出。他の申請書類において代替可能な場合

は、省略可（佐久市指定管理者制度運用指針において、「審査委員会の委員は、自らが役員等と

なっている団体に対する審査には参加することができない。」と定めているため。） 

(7) 申請者が法人である場合は、法人の登記事項証明書 

  申請日前３ヵ月以内に取得したものを提出 

  登記のない法人の場合は、名称及び本店又は主たる事業所の所在地を証明する書類 

(8) 法人でないものにあっては、代表者の住民票の写し 

  （※法人については、登記事項証明書に代表者の住所が記載されているため省略。） 

(9) 団体等の納税証明書 

 滞納がないことの証明（納税義務がない場合はその理由書） 

1 所管税務署発行の納税証明書 

・法人税 

・消費税及び地方消費税 

2 当該法人所在地（本店等所在地、長野県及び佐久市に係るもの）発行の納税証明書 

・固定資産税 

・市県民税（※特別徴収で佐久市に納付がある場合のみ。） 

・軽自動車税 

・法人事業税 

・法人都道府県民税 

・法人市町村民税 

・事業所税（当該法人の所在地において、事業所税が課されている場合のみ提出してくださ

い。） 

(10) 団体等の代表者による滞納がないことの誓約書（様式第５号） 

  対象とする租税 

   所得税、消費税、地方消費税、固定資産税、市県民税、軽自動車税及び国民健康保険税 

(11) 決算関係書類 

  過去３ヵ年分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及びその他これらに準ずる書類 

  新たに設置する法人又は設立初年度の法人にあっては、収支計算書又はこれに準ずる書類 

  （これらは、指定管理業務に関連する特定の事業のみの書類ではなく、法人全体に係る書類を

提出してください。） 

(12) 労働条件が確認できる書類 
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  就業規則（賃金規則を含む）、労働基準法第３６条に基づく労働条件が確認できる書類又はこ

れらに準ずる書類 

 (13)  その他必要な書類 

 

４ 指定管理者の選定等のスケジュール 

内 容 期 日 ・ 期 間 

募集要項、業務仕様書等の配布 令和４年１１月４日（金）～１２月５日（月） 

資料の閲覧 令和４年１１月４日（金）～１２月５日（月） 

質問の受付 令和４年１１月４日（金）～１１月２１日（月） 

現地説明会 令和４年１１月１７日（木） 

申請書類の受付 令和４年１１月４日（金）～１２月５日（月） 

指定管理者指定審査委員会における選

定審査（プレゼンテーションを含む） 

令和５年１月 

指定管理者候補者の決定 令和５年１月～２月 

指定管理者議会議決 令和５年３月下旬 

基本協定、年度協定締結 令和５年３月 

業務開始 令和５年４月１日 

 

５ 資料の閲覧 

(1) 閲覧資料 

施設の建物図面、佐久平南広場に関する資料 

(2) 閲覧場所 

建設部都市開発室窓口（佐久市役所南棟１階） 

(3) 閲覧期間 

令和４年１１月４日（金）から１２月５日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

で（土曜日、日曜日、祝日は除きます） 

 

６ 質問事項の受付・回答 

(1) 質問受付期間 

令和４年１１月４日（金）から１１月２１日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで（土曜日、日曜日、祝日は除きます） 

(2) 質問の受付方法 

質問書（様式任意）を作成のうえ、郵送（必着）、ファックス、電子メールのいずれかにより

送付してください。なお、未着を防ぐため、提出後、到着の確認をお願いします。 

電話、来訪によるご質問にはお答えできませんのでご注意ください。 
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(3) 回答方法 

回答は、公平性を確保するため、令和４年１１月２５日（金）までに、佐久市のホームページ

において公表します。また、建設部都市開発室窓口（佐久市役所南棟１階）で閲覧できるように

する予定です。なお、質問受付期間を過ぎてからの質問には一切回答しません。 

なお、回答は、質問・回答内容のみ公表し、質問者名等は公表しません。 

 

７ 現地説明会の開催（希望される団体のみ） 

(1) 開催日時 

令和４年１１月１７日（木） 午後１時３０分から午後３時００分まで 

(2) 開催場所 

佐久平南広場（建設中） 

(3) 申込方法 

説明会に参加を申し込む団体等は、あらかじめ電話、電子メール等により連絡をしてください。 

(4) 申込期限 

令和４年１１月１４日（月）午後５時まで（必着） 

(5) 留意事項 

説明会の当日は、募集要項及び業務仕様書を持参してください。 

 

８ 申請書等の受付 

(1) 受付期間 

令和４年１１月４日（金）から１２月５日（月）までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

で（土曜日、日曜日、祝日を除きます） 

(2) 提出方法 

建設部都市開発室窓口（佐久市役所南棟１階）まで持参又は郵送してください。（令和４年 

１２月５日（金）必着）なお、未着を防ぐため、郵送の場合は、発送後、到着の確認をお願い

します。 

(3) 提出部数 

２１部（正本１部、副本２０部（副本は写しで構いません）） 

(4) その他 

申請書等の電子ファイルは、佐久市のホームページからダウンロードできます。 

 

９ 留意事項 

(1) 募集要項等の承諾 

   申請者は、応募書類の提出をもって、本募集要項及び仕様書等の掲載内容を承諾したものとみ

なします。 

(2) 無効又は失格 
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次の事項に該当する場合は、申請は無効又は失格となることがあります。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかったとき。 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

ウ 申請者が記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

エ 虚偽の内容が記載されているとき。 

オ 収支計画書に記載した指定管理料が佐久市の示した上限額以上であるとき。 

カ 佐久市職員及び本件関係者に対して、本件応募について不正な接触の事実が認められたとき。 

(3) 申請内容変更の禁止 

申請書類等の受付期間終了後の再提出及び差し替えは、原則として認められません。ただし、

佐久市から、書類の不足及び内容の不備のため、必要に応じ追加資料の提出を求める場合は、こ

の限りではありません。 

(4) 申請書類の取扱い 

ア 申請書類は返却しません。 

イ 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、佐久市は、指定管理者の決定の公

表等に必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとします。 

(5) 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出してください。 

(6) 費用負担 

申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とします。 

(7) 情報公開 

申請書類は、佐久市情報公開条例（平成 17 年佐久市条例第 15 号）に定める公文書となりま

すので、開示請求があった場合は原則公開します。ただし、公にすることにより、応募者又は指

定管理者の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるもの等、条例上の不開

示事由に該当すると認められる場合（部分）は、公開しません。 

(8) 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されるに当

たり、指定管理者も適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録が必要となる場合があります。 

また、適格請求書（インボイス）の発行に伴い、発行したインボイスの保存等の新たな事務も

発生します。 

制度の詳細については、国税庁ホームページの「インボイス制度」をご覧ください。 

 

 

【5】 指定管理者の候補者の選定 

1 選定方法 

 指定管理者の候補者を選定する際の選定方法は、次のとおりです。 

(1) 選定機関等 
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指定管理者の候補者は、「佐久市指定管理者指定審査委員会（以下「審査委員会」という。）

の審査を経て決定し、その審査結果を参考に、佐久市長が選定します。 

(2) プレゼンテーションの実施 

審査委員会において、プレゼンテーションを行っていただきます。日程等の詳細については、

別途調整のうえ、お知らせします。 

(3) 選定結果の通知及び公表等 

選定結果については申請者全員に通知します。また、佐久市のホームページで公表します。 

また、指定するための手続きとして佐久市議会に議案として提出し、議決を経て、指定管理者

に指定することとなります。 

 

2 審査基準 

指定管理者の候補者を選定する際の審査基準は、次のとおりです。 

(1) 事業計画書による施設の管理運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管

理運営に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行う物的、人的能力を有するものであること。 

 

3 審査項目 

指定管理者の候補者を選定する際の審査項目は、次のとおりです。 

(1) 管理運営を行うに当たっての経営方針について 

(2) 安全・安心面からの管理運営の具体策等、特徴的な取組みについて 

(3) 施設の管理について（職員の配置、職員の研修計画、経理等） 

(4) 施設の運営について（自主事業計画、サービスを向上させるための方策、利用者の要望の把握

と実現策、利用者とのトラブルの未然防止と対処法等） 

(5) 個人情報の保護の措置について 

(6) 緊急時の対策について 

(7) 団体の理念について（団体の経営方針、指定管理者を申請した理由、施設の現状に対する考え

方、将来展望等） 

 

 

【6】 指定管理者の指定と協定の締結 

1 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者は、佐久市議会の議決を経て、指定管理者に指定することとなります。 

 

2 協定の締結 

指定管理者の指定後、佐久市と指定管理者との間で協定を締結します。 
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なお、締結される協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」、年度ごとの指

定管理料に係る事項等を定めた「年度協定」及び「災害時の協力等に係る協定」となります。 

 

3 その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、佐久市は指定を取

り消し、協定を締結しないことがあります。 

なお、議会の議決が得られなかった場合や否決された場合において、施設の管理運営の準備のため

に支出した費用については、一切補償しません。 

(1) 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

(2) 著しく社会的な信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められると

き。 

 

【7】 連絡先・申請書提出先 

住  所 〒385-8501 長野県佐久市中込３０５６番地 

担  当 建設部都市開発室街並整備係 

電話番号 0267-62-3307（直通） 

ファックス番号 0267-63-7750 

メールアドレス toshikaihatsu@city.saku.nagano.jp 

ホームページアドレス http://www.city.saku.nagano.jp 

 


