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佐賀市佐賀駅前交流広場指定管理者募集要領 

 

 佐賀市では、佐賀駅を訪れる多くの方に心地よい時間を過ごしてもらう空間を創造する

とともに、県内最大の交通結節点である佐賀駅周辺の人の流れを近隣地域へと誘導し、中心

市街地の賑わいを再生するとともに、市内の集客交流の活性化を図ることを目的として佐

賀駅前交流広場を設置します。 

 この広場の効果的・効率的な運営を目指すため、「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の

手続き等に関する条例」及び「佐賀市佐賀駅前交流広場条例」（以下、「条例」という。）に

基づき、この佐賀市佐賀駅前交流広場指定管理者募集要領（以下「募集要領」という。）に

より指定管理者（施設の管理運営を行う事業者をいう。以下同じ。）を募集します。 

 

１ 指定管理者の公募の概要 

 (1) 広場の名称及び所在地 

名 称 佐賀市佐賀駅前交流広場 

所在地 佐賀市駅前中央一丁目７９番 

 (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 

   ※指定管理開始日は、指定管理者候補となった事業者との協議によります。 

 (3) 指定管理者の公募及び選定の方式 

指定管理者の公募及び選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、審査の上、最優秀

提案者を選定します。 

 (4) 審査委員会の設置 

審査にあたっては、審査委員会を設置し、審査基準に基づいて提出書類により審査を

行います。 

 (5) 審査結果等の通知 

審査結果については、応募者に対して速やかに文書で通知します。また、審査結果は、

最優秀提案者の決定通知後、一般公開します。 

 (6) 指定管理者の指定 

佐賀市は、審査により選定された最優秀提案者を指定管理者の候補者とし、議会の議

決を経て指定管理者として指定するものとします（令和４年１２月議会を予定）。 

 (7) 問い合わせ先 

   〒840－8501 佐賀市栄町１番１号 

  佐賀市役所 中棟２階 

  佐賀市佐賀駅周辺整備構想推進室 整備係 

  TEL 0952-40-7004 FAX 0952-26-7381 

  E-mail：sagaeki@city.saga.lg.jp 

mailto:sagaeki@city.saga.lg.jp
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２ 管理運営を行う広場の概要 

  広場の概要は、次のとおりですが、詳細については、別紙「佐賀市佐賀駅前交流広場事

業概要書」（以下「事業概要書」という。）を参照してください。 

 (1) 広場の設置目的 

  佐賀駅を訪れる多くの方に心地よい時間を過ごしてもらう空間を創造するとともに、

県内最大の交通結節点である佐賀駅周辺の人の流れを近隣地域へと誘導し、中心市街

地の賑わいを再生するとともに、市内の集客交流の活性化を図ることを目的としてい

ます。 

(2) 広場の内容 

① 広場面積  ２，２６５㎡ 

② 竣  工  令和４年１１月（予定） 

(3) 使用時間 午前８時から午後１０時まで 

※市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができます。 

 

３ 業務の内容 

(1) 広場の維持･管理に関する業務 

① 秩序保持及び安全対策に関する業務（別紙１参照） 

② 管理運営全般のマニュアル（緊急時対策、防犯・防災対策マニュアル含む）作成及 

び職員に対する研修等の実施 

③ 清掃等に関する業務（別紙２参照） 

④ 施設の維持及び保守に関する業務（別紙３参照） 

⑤ 保有している諸設備全般の運転（例：電気設備、給水その他の設備等） 

⑥ 大屋根等の構築物及び諸設備の異常発見時の報告 

⑦ 台風、大雨等の災害による被害の報告 

⑧ 備品等（借用物を含む）の管理及び保守（軽微な修繕等） 

⑨ 条例第 3条に基づく許可を受けた利用者（以下、占用利用者という）の広場への車

両乗入れ誘導 

(2) 入場者に対しての快適な滞在空間の提供に関する業務 

 ① 日常清掃の実施（吸殻、紙屑、落ち葉のゴミの払い掃き等） 

 ② テーブル・イスなどの備品の拭き上げ清掃等 

(3) 使用許可、使用許可の取消しその他の使用許可に関する業務 

① 広場の計画的管理、調整 

② 広場の予約・使用申込の受付、使用競合の調整 

③ 使用申込書の受理、許可書の発行等 

④ 付帯設備の管理、操作説明等 

 (4) 利用料の決定、収受及び減免に関する業務 

① 利用料は条例第８条の額の範囲内において、占用利用者の利便性向上と広場の効率

的な運用及び収益性の確保を念頭に、予め市の承認を受けた上で決定すること。 
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② 条例第１５条により広場の利用料を指定管理者の収入として収受するとともに、領

収書を指定管理者名にて発行すること。 

③ 利用料の減額及び免除について、同条第９号の規定により行うこと。 

(5) 占用利用に関する業務 

    適切に占用利用者の募集を行い、広場を効果的かつ効率的に運用することで広場の

設置目的の推進に努めること。 

(6) 指定管理者の自主事業の実施に関する業務 

① 自主事業は、広場設置目的の推進及び他の施策との連携を念頭に、時期や内容等に

ついて、占用利用希望との均衡を配慮した上で実施すること。 

② 広場の占用に係るもののほか、広場や施設を活用した収入の確保にも取り組み、市

からの支援によらない運営を目指すこと。ただし、実施にあたっては予め市と協議

し、関係法令を遵守すること。また、表示等を設置する場合は、広場の意匠との調

和を図ること。 

 (7) 広報業務 

    ＳＮＳや他の広報媒体を用いた情報発信等、広場の利用促進に関する広報業務 

 (8)占用利用者の利便性向上に関する業務 

 インターネット等を活用した予約受付、決済システムの導入等によるＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）の活用による利便性向上を意識した業務 

(9) その他市長が必要と認める業務 

① 事業計画書、収支予算書、事業報告書、及び収支決算書の作成 

② 市等関係機関との連絡調整 

③ 指定期間開始・終了時の引継ぎ業務 

④ 広場の使用者に対して行うサービスの質に対する調査 

⑤ 各種統計等資料の作成、各種調査の回答 

⑥ 個人情報保護及び情報公開の対応 

⑦ 拾得物、残置物の処理 

⑧ 広場利用に関する苦情・問い合わせの受付及び対応業務 

⑨ 視察・メディアへの対応 

⑩ 暴力団その他第三者に危害を及ぼすおそれのある者及び行為の排除 

⑪ その他、広場の運営にあたって必要な事項と認められること。 

 

※業務の詳細につきましては、別添「佐賀市佐賀駅前交流広場指定管理者管理運営業

務仕様書」を参照ください。 
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４ 公募及び選定のスケジュール 

(1) 募集要領の配布期間 

令和４年７月２９日（金）午前９時から 

令和４年８月２６日（金）午後５時まで 

(2) 参加表明書の受付締め切り 

令和４年８月２６日（金）午後５時まで 

(3) 質疑の受付期間 

令和４年７月２９日（金）午前９時から 

令和４年９月 ５日（月）午後５時まで 

※質疑の受付開始日は、参加表明書を提出し、市から受領確認があった日以降とする。 

 (4) 質疑に対する回答 

   令和４年９月１２日（月）までに参加表明書提出者全員に郵送又は電子メールにより

回答し、受付期間後の質疑は不可とします。 

(5) 指定申請書の受付締め切り 

令和４年９月３０日（金）午後５時まで 

(6) 審査（書類審査等） 

令和４年１０月中旬を予定 

(7) 審査結果通知 

令和４年１０月下旬を予定 

 

５ 募集に関する事項 

(1) 募集要領等の配布 

募集要領及び佐賀市佐賀駅前交流広場指定管理者管理運営業務仕様書（以下「仕様書」

という。）等については、令和４年７月２９日（金）から令和４年８月２６日（金）ま

での期間、佐賀市のホームページからダウンロードできます。 

   ※佐賀市ホームページ URL「https://www.city.saga.lg.jp/」 

(2) 参加表明書の提出 

今回の指定管理者に応募を希望される法人その他の団体は、令和４年８月２６日（金）

午後５時までに参加表明書（様式第１号）を提出してください。 

提出方法は、佐賀駅周辺整備構想推進室に直接持参するか、又は一般書留、簡易書留

若しくは配達記録郵便による郵送のいずれかで受け付けます。（郵送の場合は、令和４

年８月２６日（金）午後５時必着とします。） 

(3) 受領確認通知の送付 

参加表明書を受領したときには、受領確認通知を郵送又は電子メールにより送付し

ます。期限までに参加表明書を提出したにもかかわらず、受領確認通知が届かない場合

にはご連絡ください。 

(4) 指定管理者指定申請書の受付 

指定管理者指定申請書を次のとおり受け付けます。 

https://www.city.saga.lg.jp/


 5 

① 受付方法 

佐賀駅周辺整備構想推進室に直接持参するか、又は、一般書留、簡易書留若しくは

配達記録郵便による郵送で、指定申請書に事業計画書等の必要な書類を添えて提出し

てください。 

② 受付期間 

参加表明書の受領確認通知を受けた日から令和４年９月３０日（金）までの間で、

土曜日、日曜日、国民の祝日を除く日の午前９時から午後５時までとします。また、

郵送する場合は、令和４年９月３０日（金）午後５時必着とします。 

 

６ 応募に関する事項 

(1) 応募者の要件 

① 応募の主体 

指定の申請は、法人その他の団体、又は複数の法人や団体等により構成される共同

事業体として行ってください（法人格の必要はありません。）。また、共同事業体と

して応募される場合には、必ず代表者又は代表となる団体等を決定していただきます

が、協定書の締結のときには、共同事業体の全てを一括して協定の相手方とします。 

なお、指定管理者候補者の選定後、協定の締結に向けての協議は、市と指定管理者

候補者の代表者又は代表となる団体等を中心に行うこととなりますが、協定に関する

責任は共同事業体の構成員全てが負うこととなります。 

② 応募資格 

    指定申請書を提出できるのは、上記①の法人その他の団体等のうち、市内に本社、

支社又は主たる事務所を有する法人等（共同事業体として申請する場合も、代表団体

が市内団体であることを条件とします。）であり、広場の設置目的を推進する広場運

営ができるとともに、次に掲げる応募者の制限に該当しないことを応募の要件としま

す。個人での応募は出来ません。 

  ③ 応募者の制限 

次に掲げる団体は、応募者又は応募者の構成員となることはできません。 

   ⅰ) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者 

ⅱ) 佐賀市の指名停止を受けている期間中の者 

ⅲ) 指定管理者の指定申請の受付期間において、会社更生法に基づく更正手続開始

の申立て及び民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者 

ⅳ) 最近１年間の法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞

納している者 

ⅴ) 管理運営の業務内容を円滑に遂行できる安定的で健全な財務能力を有しない者 

 (2) 応募書類 

指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類をもって申請してくだ

さい。 

① 指定管理者指定申請書（様式第２号） 
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② 共同事業体協定書兼委任状（様式第３号）（※共同事業体の場合） 

③ 事業計画書（様式第４号） 

ⅰ) 管理運営計画 

指定期間を通し、広場の設置目的の推進に向けた方策などを盛り込んだ管理運

営計画を提案してください。 

ⅱ) 管理運営業務の収支計画（指定期間中の年間収支計画を作成してください。） 

ⅲ) 管理運営を行う人員体制（様式第４－２号） 

 ア 人員体制及び配置を予定しているスタッフの資格、経歴等（年齢、経歴等を

記載してください。） 

 イ 管理運営業務従事者の配置計画（勤務計画、ローテーション等） 

  ④ 付属書類 

   ⅰ) 法人の登記簿謄本（３ヶ月以内に取得したもの） 

   ⅱ) 定款又は寄付行為 

   ⅲ) 団体の概要（設立趣旨、事業内容等）（様式第５号） 

   ⅳ) 商法（明治 32年法律第 48号）第 281 条第 1 項第 1号から第 3号までに規定す

る書類（前事業年度分） 

     ・貸借対照表 

      ・損益計算書 

 ・営業報告書 

ⅴ) 納税証明書 

ⅵ) 主要業務実績書（様式第６号） 

   ⅶ) 代理人を選出する場合は委任状（様式第７号） 

   ※ 共同事業体の場合は、構成員全てについて上記付属書類を添付してください。 

法人格を有しない団体は、代表者についての書類を添付してください。 

なお、新たに設立する団体又は、設立初年度の団体にあっては不要です。 

  ⑤ プレゼンテーション資料 

※プレゼンテーション資料は指定申請書に記載している内容で作成してください。 

※プレゼンテーションは、１団体、説明２０分程度、質疑応答１０分程度を予定し 

  ています。 

(3) 提出部数 

 提出部数は、全て正本１部、副本９部（副本は複写可）の計１０部とします。 

(4) 質疑及び回答 

 事業計画書等の作成に関する質問は、次のとおり受付け、回答します。 

① 質疑 

ⅰ）受付期間 

 参加表明書の受領確認通知を受けた日から令和４年９月５日（月）午後５時ま

でとします。 

ⅱ）受付方法 
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文書の形式で、郵送及び電子メールによる質問を受け付けます。なお、郵送の場

合は令和４年９月５日（月）午後５時必着とします。（共同事業体からの質問は代

表者がとりまとめの上、提出してください。） 

あわせて、質問事項の他に、応募者名、応募者住所及び担当者の所属・氏名を

記載してください。（記載漏れ及び応募資格がないと思われる応募者等からの質

問にはお答えできない場合があります。） 

② 回答方法 

質問集約後、令和４年９月１２日（月）までに全応募者に電子メール又は郵送によ

り回答します。 

(5) 留意事項 

① 接触の禁止 

指定管理者選定を行う審査委員、又は選定事務に従事する本市職員及び関係者に対

して、事業計画書等の審査にあたって公平性を損なうような接触を禁止します。 

② 複数申請の禁止 

応募は、１団体につき１申請のみとします。複数の申請はできません。 

③ 共同事業体の構成員に関する制限等 

応募者又は応募者の構成員は、他の応募団体が提出する運営管理体制の構成員にな

ることはできません。 

また、指定管理者の審査を行う審査委員、又は選定事務に従事する本市職員及び関

係者は管理運営体制の構成員になることができません。 

④ 共同事業体での応募の留意事項 

共同事業体で応募する場合、構成員の変更を認めません。ただし、構成員の倒産、

解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上の支障がないと市が判

断した場合には、変更を可能とすることもあります。その場合は、変更の旨を佐賀駅

周辺整備構想推進室まで連絡ください。 

⑤ 構成員の倒産、解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合に

は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

⑥ 応募書類の取扱い 

 応募書類については、一切返却をいたしません。 

⑦ 応募に関する費用負担 

 応募に際して必要な費用は、全て応募者の負担とします。 

⑧ 事業計画書の再提出 

 提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは認めません。 

⑨ 記載事項の変更 

指定申請書等の記載事項に変更があった場合には、指定申請書等記載事項変更届 

（様式８号）により、遅滞なく、変更内容を証明できる書類を添えて提出してくださ

い。ただし、提出期限を過ぎた書類の変更は、原則として認めません。 

⑩ 提出書類の取扱い及び著作権 
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団体が提出した書類等の著作権は、それぞれの団体に帰属します。なお、指定管理

者の選定に関し、審査結果を公表する場合や審査に必要と認められるときには、佐賀

市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

⑪ 提出書類の規格 

申請に係る書類及び参考資料等は、原則として日本工業規格Ａ列４番の規格を使用

するものとします。 

⑫ 言語、通貨、単位 

事業計画書に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法 

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 

⑬ 失格 

次の事項のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

ⅰ）応募書類に関するもの 

ア 提出方法を遵守せずに提出されたもの 

イ 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

ウ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

オ 虚偽の内容が記載されているもの 

ⅱ）関係者との接触に関するもの 

審査委員、本市職員及び関係者に対して、事業計画書等の審査にあたって公平性

を損なうような接触をしたことが認められた場合 

 

 

７ 管理運営の経費に関する事項 

 (1) 収入の項目 

広場の管理運営にあたっては、地方自治法第２４４条の２の規定に基づく「利用料金

制度」を導入しますので、指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自らの収入とする

ことができます。よって、管理運営に係る収支については相当の責任を負うことにな

りますので、適切な経理を行うことが要求されますし、広場の効果的かつ効率的な運

用により、収入の確保を図ることも必要となります。 

(2) 佐賀市が支払う指定管理料 

 当該広場の運営管理に係る経費については、占用利用者からの利用料金や広告料等

による収入を活用して運営するものとします。しかし、運営開始当初につきまして

は、占用利用等の見込みが困難なため、経常的収入の不足が見込まれる場合は、市に

提出する事業計画書中の収支計画へ指定管理料を積算して金額を記入してください。

（経費には消費税相当額を含みます。） 

なお、指定期間中の年間収支計画や、収入の確保の工夫がなされているか等について

は、選考の採点項目とします。 
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８ 審査及び選定に関する事項 

(1) 審査方法 

指定管理者の選定にあたっては、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによ

り審査を行い、応募者の中から最優秀提案者及び次点の提案者を選定します。 

(2) 審査事務の所管 

   審査事務については、佐賀市佐賀駅周辺整備構想推進室が所管します。 

(3) 事業計画書の評価基準 

 事業計画書等を公正に審査するために審査委員会を設置します。 

 審査委員会は、事業計画書等の提出書類の書類審査等により、次の評価基準をもって

審査を行い、最も優れた提案をした応募者及び次点の応募者を選定します。 

① 応募者の経歴及び能力 

    応募者の資格、経験、業務実績等について評価します。 

ⅰ) 応募団体の経歴、業務実績（類似施設の管理実績等） 

ⅱ) 管理運営担当予定者の経歴、業務実績（類似施設の管理実績等） 

ⅲ) 業務を行うにあたっての担当予定者の人数及び体制 

② 提案内容の具体性 

提案内容の的確性、実現性、独自性等を観点として、効果的・効率的な管理運営に

繋がる提案であるかを評価します。 

ⅰ) 提案内容について、手法などが的確か。 

ⅱ) 提案内容について、具体性があり実現可能なものか。 

ⅲ) 提案内容について、独創性があるか。 

③ 収支計画書 

    収入及び支出の見積額並びに内容について評価します。 

 (4) 審査結果の通知および公開 

    審査結果については、指定申請書を提出した全応募者に文書で通知を行うとともに、

佐賀市ホームページにおいて公開します。 
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●評価配点表（200点満点） 

 
評 価 項 目 

配点 

(内訳) 

事
務
局
確
認 

1 応募団体の経歴・能力 20 

(1) 団体の業務実績・類似施設運営経験の有無 

団体の活動実績や経験が十分なものか。 

類似施設の運営経験があるか。 

(10) (7) (5) (3) (1) 

(2) 団体の経営状況 

団体の資力・信用は十分あるか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 

2 管理運営方針 10 

管理運営方針 

① 駅前交流広場としての管理運営方針が的確か。 

② 公平性の確保など「公の施設」としての管理運営の考え方が妥当か。 

(10) (7) (5) (3) (1) 

3 管理運営内 20 

(1) 管理運営体制 

① 運営に支障のない人材選択及び人員配置(人数、資格、経歴、雇用形態、勤務計画等) 

② スタッフ研修や人材育成の取組 

③ 施設全体のマネージメントや総務・経理 

(10) (7) (5) (3) (1) 

(2) 管理運営業務内容 

施設等の維持管理の内容及び方法の例示、関係機関との連携 

(日常的な維持管理業務、施設保守業務の履行確保等、関係機関との連携) 

(10) (7) (5) (3) (1) 

企
画
提
案
書 

4 管理運営事業 80 

(1) 施設管理 

利用者の快適性や利便性の向上が図られているか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 

(2) 安全管理 

利用者の安全対策や危機管理体制は十分に検討されているか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 

(3) 中心市街地をはじめとした周辺地域への波及 

駅前広場から周辺地域への賑わいの波及について効果が期待できる事業計画の例示があるか。 
(20) (15) (10) (7) (5) 

(4) 自主事業 

広場設置目的推進のための独自の取組の提案があるか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 
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(5) 占用利用者の募集 

広場の占用利用者募集等に関して、効率的かつ効果的な募集方法が示されているか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 

(6) 占用利用者の利便性の向上 

  インターネット等の活用による利用手続きの簡略化等、占用利用者の利便性の向上がなされている

か。例：DX（デジタルトランスフォーメーション）を意識した手法による提案等 

(10) (7) (5) (3) (1) 

(7) 積極性 

指定管理業務に対する熱意や意欲、積極性 
(10) (7) (5) (3) (1) 

5 全体（配点 20点） 20 

(1) 計画性及び独創性 

事業展開が計画的で効果的に考えられているか。 

広場の設置目的の推進に向けて有効性や独創性があるか。 

(10) (7) (5) (3) (1) 

(2) 具体性 

実現可能な具体策として提案されているか。 
(10) (7) (5) (3) (1) 

6 収支計画（配点 30点） 30 

収支計画 

① 指定期間中の収入の確保の工夫がなされているか。 

② 収支計画の積算の妥当性や実現の確実性はあるか。 

(30) (20) (15) (10) (5) 

7 その他 評価項目にない独自の提案（配点 20点） 20 

 事業者（団体）の得意分野（ストロングポイント）を活かした独自の提案 (20) (15) (10) (7) (5) 

  ※応募団体の業務実績や納税状況等の確認のため、必要と判断する場合は、関係機関等への聞き取りや調査を行います。 

 ※配点表の中心部を基準点とします。 
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９ 指定管理者の指定 

佐賀市は、最優秀提案者に選定された団体と、事業計画書に記載された内容をもとに、

指定管理の基本協定に関する協議を行います。 

ただし、選定後に最優秀提案者が辞退した場合、又は協定の内容等について市と最優秀

提案者間で協議が調わなかった場合に限り、次点の提案者を繰り上げて当該協定に関す

る協議を行う事ができるものとします。 

以上により、協議が調った提案者を指定管理者の候補者として議会に指定議案を提出

し、議決後に基本協定書を締結します。 

なお、各年度において指定管理者が行う管理運営業務の内容及び経費等について取り

決める年度協定書は、各年度の事業計画書の内容を協議の上、事業開始までに締結します。 

 

１０ 関係法規の遵守 

  管理運営を実施するにあたっては、次の法規をはじめ、関連する法規を遵守しなければ

なりません。 

特に、市民による広場利用に関しての十分な公平性の確保や管理運営を通じて取得し

た個人情報の保護等については、十分に留意してください。 

(1) 地方自治法 

(2) 佐賀市佐賀駅前交流広場条例 

(3) 佐賀市佐賀駅前交流広場条例施行規則 

(4) 佐賀市個人情報保護条例 

(5) 佐賀市情報公開条例 

(6) 佐賀市行政手続き条例 

  (7) 佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

  (8) 佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則 

 

１１ 指定の取消し 

市長は、指定管理者が法令違反等により管理を継続することが適当でないと認めると

きは、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

その場合、指定管理者の損害に対して、佐賀市は賠償を行いません。また、取消しに伴

う損害について、指定管理者に対し損害賠償請求を行うことがあります。 

なお、指定の取消しを受けた指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を

遂行できるよう、引継ぎの義務を負うものとします。 

   ［担当部署］ 

     〒840－8501 佐賀市栄町 1番 1号 佐賀市役所 中棟 2階 

     佐賀市佐賀駅周辺整備構想推進室 整備係 

     TEL 0952-40-7004 FAX 0952-40-7381 

      佐賀市ホームページ：https://www.city.saga.lg.jp/ 

      E-mail：sagaeki@city.saga.lg.jp 

https://www.city.saga.lg.jp/
mailto:sagaeki@city.saga.lg.jp

