
指定管理者一覧（平成27年12月市議会定例会指定）

番号 施設の名称
新規
/更新

指定管理者となる団体
公募
/非公募

非公募の適
用基準(※)

1 上田市塩田の郷マレットゴルフ場 公益社団法人　上田地域シルバー人材センター 公募 －

2 上田市洗馬川公園 洗馬川公園管理委員会 1

3 上田市菅平高原ジャンプ台 菅平高原スキークラブ 2(4)

4 上田市別所温泉センター 別所温泉自治会連合会 1

5 上田市町・高梨共同浴場

6 上田市大塩温泉共同浴場（愛称「大塩温泉館」）

7 上田市霊泉寺温泉共同浴場 霊泉寺温泉旅館組合

8 上田市鹿教湯温泉センター（愛称「文殊の湯」） 鹿教湯温泉旅館協同組合

9 上田市鹿教湯温泉交流センター 鹿教湯温泉観光協会 1

10 上田市菅平高原国際リゾートセンター 1

11 上田市菅平高原スポーツコミュニティ施設

12 上田市菅平高原緑地広場

13 上田市菅平高原野外炊飯場

14 上田市菅平高原やまなみ展望ハウス

15 伊勢山共同畜舎

16 矢沢共同作業所

17 保野共同作業所

18 東前山共同作業所

19 浦野共同作業所

20 中之条農機具保管施設

21 川辺町農機具保管施設

22 伊勢山第一農機具保管施設

23 伊勢山第二農機具保管施設

24 宮之上農機具保管施設

25 保野農機具保管施設

26 東前山農機具保管施設

27 別所農機具保管施設兼もみすり精米作業所

28 伊勢山本しめじ周年栽培施設

29 上田市塩田構造改善センター 富士山中組自治会 1

30 上田市多目的研修集会施設前山会館 東前山自治会 1

真田産業観光課

農政課

部落解放同盟上田市協議会

H28.4.1 ～ H33.3.31 5年間

農政課

更新

1

1

非公募

西内自治会

菅平自治会

2(1)

指定の期間 担当課

スポーツ推進課

観光課

真田地域教育事務所

丸子産業観光課
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番号 施設の名称
新規
/更新

指定管理者となる団体
公募
/非公募

非公募の適
用基準(※)

31 上田市越戸農村広場 越戸自治会

32 上田市中組農村広場 富士山中組自治会

33 上田市矢沢農村広場 矢沢自治会

34 上田市町吉田農村広場 町吉田自治会

35 上田市下吉田農村公園 下吉田自治会

36 上田市西野竹農村広場 西野竹自治会

37 上田市室賀生活改善センター 下室賀自治会 1

38 上田市室賀健康増進センター 1

39 上田市室賀基幹集落センター 1

40 上田市室賀運動広場 室賀地区自治会連合会 1

41 上田市別所温泉森林公園 信州上小森林組合

42 上田市ふれあい福祉センター

43 上田市中央デイサービスセンター

44 上田市室賀デイサービスセンター 社会福祉法人　上田しいのみ会

45 上田市神川デイサービスセンター 社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

46 上田市塩田デイサービスセンター 信州うえだ農業協同組合

47 上田市丸子デイサービスセンター 社会福祉法人　敬老園

48 上田市武石デイサービスセンターやすらぎ

49 上田市高齢者福祉センター

50 上田市真田老人福祉センター

51 上田市武石老人福祉センター寿楽荘

52 上田市東塩田老人集会場 東塩田地区自治会連合会 1

53 上田市長瀬市民センター

54 上田市真田総合福祉センター

55 上田市下堀コミュニティセンター 下堀自治会

56 上田市まほろばの里交流会館 矢沢自治会

57 上田市古戦場公園コミュニティセンター 下之条自治会

58 上田市下室賀コミュニティセンター 下室賀自治会

59 上田市中之条大型共同作業場 部落解放同盟上田市協議会

60 上田市矢沢共同作業場 部落解放同盟上田市協議会

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

H33.3.31 5年間

非公募

10年間

H28.4.1

福祉課

高齢者介護課

森林整備課

～

H38.3.31

H33.3.31 5年間

丸子市民サービス課
社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

真田市民サービス課

更新

1

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

2(3)

2(4)

2(4)

2(4)

1

2(1)

指定の期間 担当課

農政課

市民参加・協働推進課

人権男女共同参画課

上室賀自治会
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番号 施設の名称
新規
/更新

指定管理者となる団体
公募
/非公募

非公募の適
用基準(※)

61 上田市コミュニティセンター下長瀬 下長瀬自治会

62 上田市コミュニティセンター塩川 石井自治会

63 上田市コミュニティセンター熊の森 飯沼自治会

64 上田市本原地区コミュニティセンター 町原自治会 H38.3.31 10年間

65 上田市真田霊園

66 上田市下原霊園

67 上田市東部地区防災センター 東部地区防災センター管理運営委員会

68 上田市川辺・泉田地区防災センター 川辺・泉田地区防災センター管理運営委員会

69 上田市南部地区防災センター 南部地区防災センター管理運営委員会

70 上田市川西地区防災センター 川西地区防災センター管理運営委員会

（※)非公募の適用基準
条例及び指針に規定する公募に適さないと認められる場合の具体的事例として、公募の効果である経済合理性以上に、次に掲げる政策目的等を重視すべき施設を基準とする。
１　地域コミュニティの活性化を目的とした施設
　　地域住民の交流等による地域の活性化や地域自治の振興を目的とする施設（地域密着型施設）であり、地域住民団体が管理運営を主体的に担うことで
　施設効用の発揮につながるもの
２　設置目的や設置経過等から競争になじまない施設
　（１）設置目的：特定団体が管理・運営することで施設の設置目的が効果的に発揮できる施設
　（２）設置経過：特定団体が関与することで設置に至った施設
　（３）利用状況：施設利用者が特定・限定されるなどの面から管理者の継続性を重視すべき施設
　（４）専門性：事業内容が特に専門性を有する施設

1 消防総務課

指定の期間

H28.4.1 H33.3.31

H38.3.31

5年間

5年間

10年間

～

H33.3.31

更新 2(1)

担当課

丸子地域振興課
1

非公募

真田地域振興課

部落解放同盟上田市協議会 真田市民サービス課
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