
事業計画書

1 管理運営についての基本方針等

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

長浜市民国際交流協会は, 1989年 長浜市の支援の受け、市民主導によるボランテ

イア団体として設立されて以来、これまで「車の根 レベルでの国際交流の推進」を基本

に活動を展開してまいりましたが、おかげをもちまして、2018年 には設立30年目

を迎えることとなりました。

設立当初は ドイツ・アウグスブルク市やイタリア ロベローナ市との姉妹都市親善交流

が主な事業でしたが、平成2年の入管法改正以来、いわゆる「ニューカマー」と言われ

る外国人市民が長浜市において当時4千人を超えたことなどから、「多文化共生社会の

構築」を大きな柱として行政 日企業・市民等が一体となって事業に取り組んで参りまし

た。近年は外国人市民の定住化が進んでいることから、みんなが多様な価値観やライフ

スタイルを認め合いながら、生活者の視点に立ち、主体的に活躍する場づくりが重要と

なつて参りました。

そこで、私どもは、「多文化共生を推進し地域の発展に貢献する」ことを基本に、「外

国人市民とともに生活しやすいまちづくり」「いきいきとした楽しい交流が息づくまち

づくり」「多様な国際交流活動が活発なまちづくり」の大きな三つの柱で活動を進めて

います。この間の30年にわたる活動はささやかなものであつたかもしれませんが、精

一杯多様な国際交流事業を推進してまいりました。

こういつた経過を踏まえ、私どもは次の 3つ視点から当施設が「多文化共生をめざし

たまちづくり」の拠点となるよう管理運営に当たるとともに、外国人市民への総合的な

支援に加え、誰もが住みよいまちづくり事業を推進して参ります。

1つは、「いきいきとした楽しい交流が息づく場づくり」です。島国国家であった我が

国では多文化が共存する歴史は比較的少なかったことから、多文化共生の意識はあまり

芽生えなかつたといえます。しかし、今後ますます進むゲローバル化時代にあって、日

本人市民も外国人市民も相互に認め合い、多様な文化や価値観を尊重しながら相互に助

けあうまちづくりを進めなければなりません。また、外国人市民の中には日本のルール

や制度が理解できず暮らしに悪影響が出る場合もみられるとともに、日本人市民にとっ

てもどのように仲良く暮らしていけばいいのか悩みが生じています。そこで、様々な問

題や課題解決に向けた相談窓日の開設とともに、多様なイベントや温かい雰囲気を醸し

出す事業を展開し、日本人市民と外国人市民が相互に気楽に集まれ楽しく交流できる場

づくりをめざします。

2つめは、「誰もが共生に向けた学びが楽しめる場づくり」です。多文化共生を進める

上で大きな障壁となるのが言語です。また、外国人市民の子ども達のなかには、日本語

の習得や母国語の学習が思うに任せず、学業の継続が困難となるケースもあります。そ
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こで、各種語学教室や外国人市民の子ども達への教育支援等を行う「学びの場づくり」

をめざします。また、地域で支え合う「防災共助の仕組み作り」や曳山祭りの世界遺産

登録を契機に外国人へのおもてなしとして「いきいきインバウンド対策」にも取り組み

ます。

3つめは、「情報発信とネットワークの場づくり」です。多文化共生の拠点とするため

には多くの人や団体に当施設を認識してもらうとともに、人とひとはもちろん、行政や

企業等と連携し、助け合いによつて事業が進む仕組み作りが大切です。そこで、多様な

情報発信手段を活用すると共に、多くの人や団体等とのネットワークづくりを進めます。

また、外国人市民によるボランティア団体と連携し、外国人リーダーとの連携を深めま

す。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

ゲローバル化が進み、長浜市においても外国人市民が飛躍的に増加するとともに、定

住化、永住化が進むなか、従来の行政が取り組むべき課題から、むしろ地域社会自身で

取り組むべき課題が増えてきています。とりわけ、「暮らしのなかで生じる諸問題」に

ついては、行政だけでなく、NPOやボランティア等市民の主体的な参画により、多様

な担い手がそれぞれの特性を活かして役割分担を図り、協働連携により地域社会全体で

解決すべきであると言えます。

そのためにも次の3点が大切であると考えます。

1つめがネットワークです。地域レベルの国際交流を通して市民感覚を育み、外国人

市民が暮らしやすいまちづくりを総合的に推進するためには、行政・市民・企業・大学

等の緊密なネットワークのもと、「外国人市民への学習支援や防災訓練 E生活相談窓口 日

各種生活支援事業の実施」等、地域ニーズに即した事業の展開を進めることが必要です。

2つめが環境の醸成です。人とひととの交流を基本とした活力ある国際化を推進する

ためには、豊かな国際感覚を身に付け、国際化の諸問題を解決しようとする志を持つ人

材の育成が必要です。そのためには、外国人市民グループとの連携やボランティア人材

バンクの運営、多様な語学教室、通訳翻】訳の派遣といった、文化や慣習の異なる人々が

理解し合いながら暮らしていくための環境作りが必要です。

3つめが交流です。外国人市民の増加により相互の文化的違いを認めながら共に生き

ていく社会を実現するためには、外国人市民に対する支援とともに日本人の意識改革が

必要です。すなわち、異文化を持つもの同士が相互の理解を深めるための交流の場づく

り、機会づくりといつた環境整備に努め、心の国際化を推進することが大切だからです。

そのためには、多様な交流イベントを積極的に開催することが必要です。

私どもは、これまで「多文化共生社会の構築」に向けた取組みを進めて参りましたが、

そのなかにあって、長浜市には長浜名誉市民である 故長谷 定雄 様から多文化共生 日

国際交流事業専用施設として寄贈された「国際文化交流ハウス」と言う素晴らしい施設が

あります。私どもは、当施設を、単なる公的施設管理の対象とするのではなく、今後ます

ます進む国際化への対応にあたり様々なNPOや市民運動団体等との連携を図りつつ、国
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際交流の発展を願 う「志」を有する団体が引き続き担うことこそ、寄付者の意に沿うとと

もに、当地域の多文化共生社会の実現に向けた価値創造と社会貢献に繋がるものであると

考えます。

私どもは当施設を『日本一の多文化共生社会の構築に向けた施設」にしたいと考えて

います。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

2 組織体制・職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

管理運営の組織体制

私どもは「安全安心で誰もに開かれた利用 しやすい施設運営」となるよう、これ

までの国際交流事業に関する実績を活かし、社会のお役にたつ経営とともに、民

間活力による安いコス トで高いサービスの提供が可能な運営組織とします。

組織図

理事長
~~~~館

長

(非常勤)  (非 常

■館長補佐を管理責任者として、職員の指示や金銭管理、物品の購入等に当た

ます。

【館長の業務】   業務及び施設の総括

【館長補佐の業務】

危機管理責任者・経営会議責任者・苦情処理責任者 日職員研修責任者 日現金管

理責任者・個人情報管理責任者 口備品管理責任者

■館長補佐のもと、2名の常勤職員が業務を遂行します。

■施設管理職員が受付や宿泊・清掃業務を担当します

(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

事業及び施設全般の総

括管理責任者

館長補佐 日常用職員 (受付・企画 '相談 B

施設管理 日語学等 )

常用職員 (受付 B企画・相談 日施設管理 日

語学 日研修等 )

常用職員 (受付・会計 D施設管理 H語学 日

企画会計等 )

施設管理職員 (シルバー人材委託 口受付・

施設管理 )

甲種防火管理者・危

険物取扱者乙4種資

格・食品衛生責任者

非常勤

勤 )

館  長

館 長 補

佐

事業企画 B受付・施設管

理 E相談業務 日語学関係

担当

甲種防火管理者・英検

2級・多文化共生マネ

ージャー・地域日本語

コーディネーター

常  勤

シフト勤務

10:00-19:00
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常 用 職

員 A

受付・施設管理・相談業

務 日企画 日語学関係担当

甲 種 防 火 管 理

者・英検 3級・日

商簿記 3級

常  勤

シフト勤務

10:00-19:00

常 用 職

員 B

受付 日会計・施設管理・

語学 口企画会計等

食 品 衛 生 責 任

者・英検 2級 常  勤

シフト勤務

10:00-19:00

パ ー ト

職員 (2

名)C・ D

受付・宿泊 日清掃等施設

管理担当

シルバー人材セ

ンター委託

パー ト職

貝

通 常 勤 務

19:00-22100

宿泊別途

●職員の保有資格

①防火管理者 (甲種防火管理者講習修了者)

②危険物取扱者 (乙類第4種 )

③食品衛生責任者

④地域日本語コーディネーター

⑤災害時外国人支援

⑥多文化共生マネージャー

⑦地域日本語コーディネーター

③英語検定2級～3級

③日商簿記3級

別紙 シフト表参照

(3)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

●人材育成の基本的な考え方

社会貢献を基本に、外国人市民及び日本人市民と地域の連携を図 り

地域の発展に寄与する人材を育成する

●職員の教育と訓練の実施

①商工会議所や民間団体の行う研修会参加 年間2回

②滋賀県国際協会や滋賀県が行う国際交流研修 年間2回

③消防訓練       年2回   5月 と12月
④危機管理研修     年1回  5月
⑤人権研修       年1回  5月
⑥接客研修       年1回  12月
⑦設管理研修      年2回  5月 と10月

⑦個人情報取り扱い研修 年1回  5月

3人

1人

2人

1人

1人

1人

1人

3人

1人

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)及び達成

目標を提示してください。

■いきいきとした楽しい交流が息づく施設

①ロビーでカフェタイム (誰 もが気楽に話せる場づくり)

②コミュケーションサロン (ボランティアCAFと)の開催

③イングリッシュ・カフェ (外国人と語ろう)の開催

④お気軽にGEOを活用していただけるよう、談話コーナーや伝言板の設置及びポト

ラックパーティの開催等

⑤多様なイベントの開催

O『ながはま多文化共生フェスタ」を多くのボランティアとともに開催 多国

籍衣装体験・多国籍料理屋台村・絵手紙体験 B映画鑑賞 B講演会の開催 E写

真コンテスト・国際カラオケ大会 日国際スポーツ大会等の実施

O国際理解講座開催 (浴衣教室日和菓子体験 日年賀状体験日生け花教室と書道 日

着付け・茶道等)

⑥外国人市民によるワンディ・シェフ事業

⑦外国料理教室 (ペルー・中国・韓国等)

③YOU tt IN NAGAHAMA(外 国人及び日本人のスピーチ大会)

③ウィッシュプランナー (会員主体の事業運営制度)の推進

■誰もが共生に向けた学びの施設づくり

①学習支援教室の開催

②各種語学教室や日本語教室の開講

③防災のワークショップ

④外国語図書 ヨ外国語新聞 日日本語学習教材等の配置 日外国語番組の視聴コー

ナーやイベント・生活情報等のチラシ・パンフ台の設置

⑤翻訳 日通訳の派遣等

⑥生活応援カフェ (就園 日就労にむけた準備支援)

■情報発信とネットワークの施設づくり

①多言語によるホームページ・facebookロ ブログや「かわら版」B情報誌の発行

②外国人市民の国際交流団体や関係団体 日地元子育てグループとの連携

④ボランティア人材バンクの登録と活用

⑤生活相談員の設置や自治会等に対する相談窓日の開設

⑥ゴミの出し方や電車の乗り方、災害避難など暮らしの基本ルールの説明会や

体験事業の実施

⑦滋賀県国際協会との連携  進路指導相談会の開催支援
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■誰もが利用しやすい安全安心の施設づくり

①外国語表記や障害者対応などに努めます。

②気持ちよく宿泊いただけるよう、施設の清掃に努めるとともに、お客様目線

にたった対応を図ります。

③職員は、制服と名札を常に着用するとともに、顧客満足度を高めるため職員

教育を徹底します。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。

【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成30年度 12,000人 平成28年度の実績をベースに、毎年3%程度の伸

びを見込む平成 31年度 12,400人

平成 32年度 12,800人

平成 33年度 13,100人

平成 34年度 13,500人

(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください。

今後の国際交流を進めるためには、大学や国際交流団体、外国人市民の国際交流団体等

のボランティア・ネットワークを構築することにより、情報交換・問題意識の共有を行

う場づくりとともに、行政 日民間団体 B市民 'ボランティアをつなぐ役割と地域ニーズ

に即 した事業の展開を進めることが必要です。そこで、私どもは市民等との連携につい

て次のようなネットワークシステムの構築を考えています。

■「(仮称)長浜市多文化共生フォーラム」設立について

機能  「考える場づくり」→ 行政との連携のもと、各団体間の共通認識と方向性

の一体化を図るとともに、市民や行政への情報発信力や政策提案力を高め

ます

「枠組みづくり」 → 多文化共生社会を実現するため、市民や企業、行政

等が協働 し、ともに成長していけるよう、柔軟な協力関係の図れる枠組み

を作ります

「担い手」づくり → 多文化共生社会の実現を促進していくため、多様な

市民の「担い手」づくりを進めます

■市民等との連携の絆プロジェク ト

①ボランティア人材バンクの充実 (現在41名が登録済み)

②民間による姉妹都市交流の促進

③情報の発信  各種市民団体やボランティア団体の情報を共同して発信

例  共同ホームページの開設 B共同情報誌の創刊・外国語版情報

紙の刊行
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④長浜ユネスコ協会 日長浜ワイズメンズクラブ・長浜東ロータリークラブロ長浜

ライオンズクラブ・長浜ソロプチミス トロ長浜バイオ大学 日長浜文教短期大学 B

日米豪少年野球関係者・長浜青年会議所等との連携

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

■施設のパンフレットに加え、ホームページ・ブログ・Facebook a snsと いった広

報活用

■長浜市広報 B滋賀県広報 (みみたろう等)Eプレスやチラシ等の広報活用

■かわら版や広報誌の作成

上記について日本語・英語 ロポル トガル語・中国語で行う。

■ORコ ー ドロHPに よる登録等の容易性を充実

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

4 サービス向上等

(1)利用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

施設利用者 →各種語学教室やイベン ト参加者からは直接 ヒヤ リングをする

貸館利用者・宿泊利用者・イベン ト参加者 →定期的にアンケー ト調査を行う

●ハイレベルなサービスの提供を目的に、上記の利用者の声をもとに自己評価を行う

とともに、市へは事業報告書で報告します。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

クレーム ロ苦情処理

●利用者からの問い合わせや要望、苦情等にはそのレベルにより、現場での対応に加

え、協会理事等も含めた適切な対応に努めます。

●夜間における トラブルについても、機械警備や職員も含めた人的資源の有効活用に

より、的確な対応を図ります。

●クレームについては真摯に受け止め、利用者の立場に立って、積極的かつスピー ド

感を持って対応するとともに、苦情内容によっては組織全体で対応します。

■初期対応 O相手の立場に立った情報収集

OT寧な説明と非があつた場合の適切な謝罪

■2次対応 O館長が責任者となつて全体で対応

O必要な場合は市や関係部署と協議

■再発防止とトラブル根絶のため、各クレームは文書ファイルとして保存し、

今後の運営に活かします。

(3)その他サービスの質を維持・向上するための取組について提示してください。

①他の公共施設と連携し、他施設が行う公演等のチケット販売や案内等についても積極

的に情報発信し、利用者等の利便性を高める施設運営に務めます。
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②NPO事業やボランティア活動による新たな事業の展開を志す人に対する支援を行

い地域の発展に貢献します。

③コピー機械等については有料にて市民の利用に供します。

④宿泊者への食事サービスはもちろん、無料自転車を配置するなど、利用者の利便性を

高めます。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

①協会全体の組織的なバックアップ体制を確立することにより、日常管理は必要最小

限の職員配置とし、人件費の節減に努めます。

②除車や除雪を直営で行うとともに、シルバー人材センター等への委託も視野に入れ

経費の節減に努めます。

③ LED型 電球などの採用や節電環境に配慮します。

④アイドリングストップやゴミの分別、省エネ物品購入など、環境に配慮した運営に

努めます。

⑤事業の推進には、ボランティアとの連携を図り、最小の経費で最大の効果が得られ

るよう努めます。

(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

洋室 宿泊 1泊 1人 3, 810円 3, 8刊 O円

和室 (8畳 )

宿泊 1泊 1人 3. 334円 3,334円

宿泊以外 1時間 1室 381円 381円

和室 (6畳 )

宿泊 1泊 1人 3,334円 3,334円

宿泊以外 1時間 1室 286円 286円

和室はなれ

宿泊 1泊 1人 3,334円 3,334円

宿泊以外 1時間 1室 477円 477円

会議室 I 宿泊以外 1時間 1室 667円 667円

会議室Ⅱ 宿泊以外 1時間 1室 429円 429円

多目的室 宿泊以外 1時間 1室 477円 477円

厨 房 宿泊以外 1時間 1室 286円 286円

(利用料金の設定根拠)

長浜市多文化共生・国際文化交流ハウス条例 (平成 25年条例第3号 )別表

に規定 した額 とします。
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(加算徴収について、提示してください。)

各使用料は、上記の金額に消費税及び地方消費税を別途加算し、10円未満の端数を切

り捨てた額とします。

宿泊の場合

(1)1室につき、洋室は2人、和室 (8畳 )は 4人、和室(6畳 )は 3人、和室はなれは7人を

原則としますが、1人で使用する場合は、1,白ごとに 500円を加算徴収します。

(2)利用時間以外の利用の場合は、1人 1時間ごとに 300円を加算徴収します。

3宿泊以外の場合

(1)使用時間に可時間単位に満たない端数が生じる場合は切り上げます。

(2)利用時間以外の使用の場合は、当該使用料の5割増しとします。

(3)市外に住所 (団体又は法人にあってはその所在地)を有するかたが使用される場合

は、倍額とします。

(4)展示会場として3日 以上連続して使用する場合の3日 目以降の使用料は、その使用

料の5割に相当する額とします。

(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示してください。

基本事項 →経営会議を毎週に開催 し、問題・課題について協議します。

別表管理業務作業表 参照

① 安全安心の確保

●定期的な保守点検による予防保全を行います。

建物外壁仕上げ材の浮き・ひび割れ 日はがれ 日かぴ等の外観点検 口落書きの

有無については「点検チェックシー ト」(P    参照)により実施します。

●自家用電気工作物保守点検や防火対象物定期点検 日空調設備保守点検 日消防

設備保守点検については、専門業者による点検委託を仕様書に基づき実施し

ます。また、異常があり次第、市及び関係機関へ連絡するなど的確な対応を

図ります。電灯設備点検等は随時行うとともに、電球等の取り替えにあっては、

省エネ型を採用します。

●備品や消耗品等は台帳に基づき適正な管理を行い、備品については廃棄や事故

があつた場合については直ちに市へ連絡 します。

●賠償責任保険への加入

施設総合保険    対人 1事故限度額    1億 円

1名 あたり限度額  5千 万/年

対物 1事故限度額    1千 万

入院通院補償 入院 ¬万円～ 15万円 日通院 5千円～ 6万円

② 快適な環境の維持

●植栽管理については、施肥や剪定を年 1回行うとともに、除草などは随時行

います。また、施肥や殺虫剤散布についても随時行います。

●施設周辺のゴミ拾いは随時行います。

●清掃は下記の通りとします。

O施設内定期清掃 床面掃除機がけは随時

O床面ワックスがけとガラス磨きは 1回/年～ 2回 /年



O玄関やホールの床やソファ・テーブルなどホールの清掃や事務所ガラ

ス磨き                     随時

O宿泊施設・共用部分の清掃及び浴槽 Bト イレ・ベッドの清掃

チェックアウ ト後

Oゴ ミ収集   10時 ～ 11時 日18時～ 19時  2回 /1日
Oト イレ    10時 ・ 19時           2回 /1日
O玄関の清掃  10時 ・ 19時          2回 /1日
その他の施設内外の清掃              随時

ゴミ出し  随時 分別を徹底し、削減に努める

O厨房施設等をはじめとする環境衛生管理については、よごれ、ほこり、

ゴミ等に留意するとともに、害虫 Bネ ズミ等の駆除を行います。

●除雪は直営や業者委託により行うとともに、必要な場合には凍結防止剤の

散布等を行います。

③ 保安警備業

0人的体制と機械警備による24時間体制で保安業務を行います。

●施設内の点検については 1日 2回 「巡回チエック日誌」(P35 参照)に
て点検を行います。

④ 法令の連守

0「地方自治法」や「地方自治法施行令」「旅館業法」「旅館業法施行令」「食

品衛生法」「食品衛生法施行令」「長浜市多文化共生 日国際文化交流ハウス条

例」、「長浜市多文化共生 日国際文化交流ハウス条例施行規則」、「建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律」、「長浜市個人情報保護条例」、「長浜市

情報公開条例」、「長浜市環境保護条例」「長浜行政手続条例」「建築基準法」「消

防法」「労働基準法」等を達守した管理を行います。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

6 多文化共生事業の取組

仕様書 P4～ P5に掲げる多文化共生事業の実施に伴う取組を具体的に掲示してください。

(1) 生のコ 卜に

国際交流を進めるためには多くの国際交流団体や外国人市民、市民ボランティアとのネ

ットワークを構築し、情報交換 ,問題意識の共有を行う場づくりとともに、行政 B民間

団体 口市民 ロボランティアをつなぐ役割と地域ニーズに即した事業の展開を進めること

が必要です。

そこで、私どもは市民等との連携について次のようなネットワークシステム及びシンク

タンクづくりの構築を考えています。

■「(仮称)長浜市多文化共生フォーラム」設立について

機能  「考える場づくり」→ 行政との連携のもと、各団体間の共通認識と方向性の

一体化を図るとともに、市民や行政への情報発信力や政策提案力を高めます

シンクタ向けた取組 を るとともに、 民 の 口

ンクとなる体制を整備すること。
国 文化共生
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「枠組みづくり」 → 多文化共生社会を実現するため、市民や企業、行政等が協働

し、ともに成長していけるよう、柔軟な協力関係の図れる枠組みを作ります

「担い手」づくり → 多文化共生社会の実現を促進していくため、多様な市民の「担

い手」づくりを進めます

■市民等との連携の絆プロジェク ト

①ボランティア人材バンクの充実 (現在41名 が登録済み)

②民間による姉妹都市交流の促進

③情報の発信  各種市民団体やボランティア団体の情報を共同して発信

例  共同ホームページの開設 口共同情報誌の創刊・外国語版情報

紙の刊行

④長浜ユネスコ協会・長浜ワイズメンズクラブ・長浜東ロータリークラブロ長浜

ライオンズクラブロ長浜ソロプチミストB長浜バイオ大学・長浜文教短期大学・

日米豪少年野球関係者・長浜青年会議所等との連携

⑤情報の発信  各種市民団体やボランティア団体の情報を共同して発信

例  共同ホームページの開設・共同情報誌の創刊 日外国語版情報

紙の刊行

⑥インバウンド等観光振興業務団体との連携

(2) の提 に る

① 外国語図書 と外国語新聞日日本語学習教材等の設置・外国語番組の視聴に加えイ

ベントH生活情報等のチラシやパンフの設置

② 姉妹都市及び国際交流活動情報提供コーナーの設置

③ 多言語によるホームページ・faceb∞ k・ ブログに加え、「かわら版」“機関誌など

の発行

④ 多言語による情報誌の発行

⑤ 自治会等に対する相談窓口

(3)外国人市民の教育「学習支援に関する業務

①外国人を姑象に日本で生活する上での基本的ルー
②パンフレット・チラシ (イ ベント、生活情報、国際情報、日本語学習支援の案内等)を設置
すること。

③外国語新聞、外国語書籍、日本語学習教材等の設置、外国語番組の視聴を行わせること。
④パネル・ポスター等を活用し、地域社会のルールや生活に関する情報の提供を行うこと。
⑤施設内に国際交流のスペースを設け、姉妹都市に関する情報をはじめ、諸外国との市民交流
や国際貢献に関する情報の提供を行うこと。

⑥多言語に姑応した公式ホームページ及びSNSの管理運営を行い、情報の提供を行うこと。
⑦多言語による情報紙を必要に応じて発行すること。
③その他市が求める情報提供を行うこと。

る こ

①日本語の初期学習講座 (週 1回 2時間程度)を前期・後期それぞれ 16回以上開催し、日本語学習の
機会を提供すること。

②外国人市民の子どもの教育支援に関する業務として、必要な日本語や学校生活への適応等を指導する
プレスクール等を毎月開催すること。

③日常生活体験教室 (例 :図書館の利用方法、ゴミの出し方、自治会との関わり方、子どものお弁当づ
くり、店舗での封応、防災、接遇、挨拶、マナーなど)を開催すること (少なくとも年 4種類以上開
催すること)。
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講師は、専門家とボランティアが行います。また、長浜ユネスコ教室や教育委員

会とも連携し、利用者にとって最良のサービスが提供できるよう協議します。

②外国籍市民の子ども達への教育支援

就学前児童等  プレスクールの開請       月2回

外国人児童生徒 学習支援 (ア フタースクール開講)月 2回

③国際理解講座開催 (浴衣教室・和菓子体験・年賀状体験 日生け花教室・書道 B着付

け B茶遭 日お弁当体験等)

④国連中学生ホームスティ受け入れ

⑤外国料理教室 (イ タリア・ペルー・中国・韓国等)

⑥YOU tt IN NAGAHAMA(外 国人及び日本人のスピーチ大会)

⑦学習支援教室の開催

③各種語学教室や日本語教室の開講

③防災訓練等のワークショップ

⑩外国語図書・外国語新聞 日日本語学習教材等の配置・外国語番組の視聴コーナーや

イベント・生活情報等のチラシ・パンフ台の設置

①翻】訳 日通訳の派遣等

⑫日常生活体験として ;

お弁当教室・買い物の仕方 ロゴミの出し方 B年賀状の書き方 日電車の乗り方 日

図書館等の利用 日お店の対応 ,防災避難等の日常生活体験事業を行います

(4)外国人の相談に関する業務

①外国人市民のための相談窓口を開設すること。
②長浜市の在住外国人の状況に応じた相談員を配置すること。
③相談内容は、必要に応じて関係機関等との連絡調整を図り解決に努めること。
④長浜市が管理施設で行う相談等に協力すること。

①外国人市民の生活日常相談事業として、毎土曜日相談員を配置します。相談内容は

必要に応じ 関係機関と連絡調整を図ります。特に、定期的に「弁護士日司法書士・

国・県 B市・ハローワーク等」との協議会を開催し、問題解決に向け取り組みます。

③外国人市民の国際交流団体や関係団体・地元子育てグループとの連携

④ボランティア人材バンクの登録と活用

⑤生活相談員の設置や自治会等に対する相談窓日の開設

⑥滋賀県国際協会との連携  進路指導相談会の開催支援
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(5)市民交流に関する場と機会の提供に関する業務

①市民同士が情報交換できる場を提供すること。
②来館者のコミュニティづくりを促進するため、ロビー内に談話スペースを設けること。
③外国人市民と日本人市民が気軽に交流できる場を開催すること。
④主に国際交流グループの活動や語学学習の場として多目的室を提供する
⑤主にイベント時やグループ活動における調理の場として配膳室を提供す
⑥研修や講座のほか、交流会やイベントの場として研修室を幅広く提供す
⑦外国人市民と日本人市民がふれあい、多様な文化が共生する社会の形成
化共生フェスタ (参加者 1,000人規模のフェスティバル)を開催するこ

として、多文

ｏ
と

と
的

と

こ

こ

目

。

こ

る

る

を

と

①日本文化体験 書道・着付け日華道 B茶道など

②「ながはま多文化共生フェスタ」を多くのボランティアとともに開催 多国籍

衣装体験・多国籍料理屋台村・絵手紙体験 B映画鑑賞 E講演会の開催 日写真

コンテストB国際カラオケ大会 日国際スポーツ大会等の実施

③国際理解講座開催 (浴衣教室・和菓子体験・年賀状体験 日生け花教室 日書道・

着付け日茶道等)

④国連中学生ホームステイ受け入れ

⑤外国料理教室 (ペルー 日中国日韓国等)

⑥YOU tt IN NAGAHAMA(外 国人及び日本人のスピーチ大会)

⑦ロビーでカフェタイム (誰 もが気楽に話せる場づくり)

③コミュケーションサロン (ボランティアCAFE)の開催

③イングリッシュ・カフェ (外国人と語ろう)の開催

①お気軽にGEOを活用していただけるよう、談話コーナーや伝言板の設置及びポト

ラックパーティの開催等

(6)国際化に向けた人材発掘とネットワークの構築に関する業務

①国際交流 。多文化共生に係る団体、施B父の利用者、 ランティア等 ネヽットワーク
を構築すること。

②国際交流や多文化共生の分野で活躍できる人材の発掘とネットワークを構築すること。
③通訳・翻訳ボランティアの発掘及び登録制度の確立並びにその活用を図ること。
④外国人市民の中のリーダー発掘とその育成を図ること。

①外国語教室受講生や青年使節団参加者のネットワーク構築。

②JICE主催の研修生との連携や市内人材派遣業者との連携による外国人市民のリーダ

ーの発掘

③外国人市民の国際交流団体や関係団体・地元子育てグループとの連携

④ボランティア人材バンクの登録と活用

⑤長浜ユネスコ協会・長浜ワイズメンズクラブ・長浜東ロータリークラブ・長浜ライ

オンズクラブ・長浜ソロプチミストロ長浜バイオ大学 口長浜文教短期大学 口日米豪

少年野球関係者・長浜青年会議所等との連携

⑥翻訳 日通訳の派遣等

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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7 その他

(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

●保有する個人情報の取扱については、「個人情報の保護に関する法律」及び『長

浜市個人情報保護条例」の規定を達守し、個人情報の漏洩、減失または毀損の防止

等適切な管理に努めます。

●館長を管理責任者とし、個人情報が記録された媒体や書類等については事務所内

の施錠できる保管庫で保管し、厳正な取扱に留意します。

●当施設で取扱う個人情報

①イベント参加者や施設利用者、会員、ネットワーク関係の個人・法人及び

②対象となる個人情報 氏名・住所 B電話番号・生年月日口年齢・性別・所属名

③個人情報保管場所  台帳 口申請書等の図書 ,管理用パソコン

●個人情報の取り扱い

①施設の利用について必要な情報のみを収集し、目的以外には使用しません。

②個人情報が記録された媒体等については事務所内の施錠できる保管庫で保管

します。

③個人情報の持ち出しについては、管理責任者 (館長)の許可を必要とします。

④ 不要な書類についてはシュレッダーで処分します。

⑤ 年1回研修をすることにより、情報管理の意識付けを図ります。

⑥ パソコンは必要なパスワードを設定し、適切な管理を行います。

②外部委託をする場合は相手に契約害等で同様の個人情報保護措置を求めます

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

①可能な限り電気は消灯するなど、節電に努めます。

②省エネ型商品を採用します

③アイドリングストップの看板掲示やチラシ配布により、エネルギーの削減 に

努めます。

④ゴミの分別を徹底するとともに、リサイクルなどの徹底により、排出ゴミの削

減を図ります。

③物品の購入に当たっては、「環境に優しい商品」(グ リーン購入法参照)の購入

に努めます。

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

■利用者の安全確保を最優先 します

①けが等に対しては必要な応急措置を行うとともに、救急車の出動を要請します。

②火災、自然災害等が発生した場合は、危機監理マニュアルに基づき、適切な緊急

対応を図ります。

③非常時には協会関係者全体によるバックアップ体制を確立します。

④市の緊急事態等にあっては市の指示に従い避難所として開放するとともに、市と

協力して避難所運営にあたります。

⑤防火管理者資格を有する職員による消防計画を作成し、防火に万全を期します

別紙 マニュアル 参照

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。     ありません。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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8 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピールしたいことがあれば、記入してください。

長浜市民国際交流協会は,長浜市との密接な連携のもと、 1989年 市民主導による

ボランティア団体として設立されて以来、これまで「草の根 レベルでの国際交流の推進」

を基本に活動を展開してまいりましたが、おかげをもちまして、2018年 には設立3

0年目を迎えることとなりました。

設立当初はドイツ・アウグスブルク市やイタリア・ベローナ市との姉妹都市親善交流

が主な事業でしたが、平成 2年の入管法改正以来、いわゆる「ニューカマー」と言われ

る外国籍市民が長浜市において4千人を超えたことなどから、「地域における国際化の

推進」を基軸に、「多文化共生社会の構築」に向けたた取組みを進めて参りました。

私どもは、その歩みとしてはささやかなものであつたかもしれませんが、「外国人と

ともに生活しやすいまちづくり」「交流が息づくまちづくり」「多様で活発な国際交流

活動の推進」の大きな二つの柱で精一杯国際交流事業を推進してまいりました。

言うまでもなく、人間は人種や性別、年齢、身体障害の有無などの外見的な違いだけで

なく、宗教や価値観、社会的背景、生き方、考え方、性格、態度、嗜好など、内面も皆

違います。多文化共生とは、個々の「違い」を受け入れ、認め、活かしていくことであ

り、そこでは、「かくあるべし」と画―的なものを強要するのではなく、各自の個性を活

かした能力を発揮できる風土を醸成していくことが大切です。

グローバル化が進む現在にあつて、世界中のどこでも女性の登用や外国人の活用など、

多文化共生の推進に力を入れているなかで、これまでの長浜市は地域づくりや組織マネ

ージメントに多様性や異質性を排除する傾向が強かつたといえます。しかし、いまや主

要企業の利益の源泉は海外に大きく依存しており、とりわけグローバルに事業を展開し

ている企業にとつて、多文化共生社会の構築は必須のこととなつています。また、本格

的な人口減少社会を前に、外国人や女性・高齢者など、多様な人材の活用を進めていく

ことは、地域再生の中核課題でもあります。均質な人材から構成される組織より、多様

な人材がいる組織のほうが、さまざまな面でリスクを軽減でき、変化や混乱への対応力、

無から有を生み出す力などが全然違つてくるからです。

そういつた観点から、私どもは今後も多くの市民や各種市民団体、行政、各種機関と

連携し、「草の根の国際交流」を持続可能な運動として次世代に繋いでいきたいと考え

ています。私どもがこれまで培つた実績を今こそ社会のお役に立てるためにも、長年活

動の拠点として使わせていただいた多文化共生 。国際文化交流ハウスの運営と国際交流

事業の推進について自信を持つて担つて参りたいと考えます。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

-17-


