
事業計働吉

疑誰然益財団法人長決曳凸夫化協会



様式第 2号

事業計画書

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。

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。

長浜曳山祭の保存と伝承及び祭 りから派生した地域文化の創造発展を図り、活力と個

性にあふれた地域社会の実現に寄与する活動を行う。これらの目的を達成するため、曳

山祭の助成をはじめ、伝承事業、保存修理を市民・団体・研究者と協働で進める。

長浜市曳山博物館は「長浜曳山祭を探求する博物館」「長浜曳山祭を伝える博物館」

「市民と協働する博物館」の 3つの基本方針のもと、過去から現代、未来へとつなげる

運営を行 う。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

平成 12年 10月 に開館した長浜市曳山博物館は、重要無形民俗民族文化財の指定、ユ

ネスコ無形文化遺産に登録された「長浜曳山祭の曳山行事」の保存団体である曳山文化

協会が受託し運営に当たつてきた。文化協会の目的である長浜曳山祭の保存・修理、祭

から派生した文化の継承、普及啓発に関する様々な事業を展開し、活動の中核施設とし

て長浜市曳山博物館を位置づけており、今後も活動を遅滞なく進めるには大変重要な施

設となっている。

また、長浜市曳山博物館は長浜曳山祭の曳山本物を展示するという特色があり、4基を

収蔵し 2基づつ常設展示している。動く美術館と言われる貴重な文化財の曳山を展示す

るには、専門知識のある学芸員が所属していることは当然であり、かつ、曳山所有者の

山組と長年にわたり信頼関係を築いてきた当財団が適任と考える。

さらに、当財団の前身である「長浜曳山保存会」から、曳山祭の子ども歌舞伎の振付、

太夫、三味線を地元で養成する三役修業塾を開講し、現在まで連綿と受け継がれ、太夫、

三味線において塾生は曳山祭にはなくてはならない存在にまでに成長した。この二役修

行塾も例外にもれず、長浜曳山博物館を練習拠点として定期的な発表会を開催し保存・

伝承に大きく寄与していると確信する。

曳山祭に関する保存・修理については、曳山保存専門委員会を組織し文化財の保存・

修理の窓日となっている。

このように、当財団は曳山博物館の指定管理を受け、曳山祭の保存・伝承はもとより、

曳山博物館から、グローバルな視点に立った情報発信等行つていきたい。
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2 組織体制 B職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

(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 口能力等 雇用形態 勤務形態

理事兼館長 総括 甲種防火管理者 常勤
通常勤務

8:30-17: 15

事務局長 管理運営・総括 常勤 同

学芸員 展示業務・管理 学芸員 常勤 同

学芸員 展示業務・管理 学芸員 常勤 同

事務員 施設管理 常勤 同

事務員 施設管理・経理 常勤 同

事務員 展示業務・広報 学芸員 常勤 同

パー ト 受付業務 非常勤 同 月/3

パーいト 受付業務 非常勤 同 月/3
ノく――ト 受付業務 非常勤 同 月/3

(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。

○日本博物館協会、滋賀県博物館協議会等の加盟団体からの情報提供を活用するととも

に、曳山博物館で活用できる事例等は現地研修を行う。団体が実施する研修会に積極的に

参加し職員が知識を共有する。

○組織内月例会の開催時に情報の共有を図るが、年間テーマ (入館促進等)を毎回議題に

取り上げ、常に職員に経営感覚を意識させる取り組みを行う。

公益財団法人長浜曳山文化協会

副理事長 1名

常務理事 1名

理事 (12名 )

1

会 (18名 ) 監事 (2名 )

理事兼館長 (1名 )

事務局長 (1名 )

事務局 (5名 )

曳山保存専門委員会伝承委員会 役修業塾

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。

O建築から 17年が経過し、いたるところに経年劣化が見られるが、来館者には上質の空

間を提供する博物館 となるよう、外構、館内の環境保全に努めており、専門的技術が必

要な場合は、遅滞なく委託するなど適正管理を行つている。今後においては、劣化の進

度を予測しながら、予防的管理に移行していく考えである。

O博物館活動の重要な部分を占める展示については、常設の曳山展示の他、年間を通じ

て企画展等を開催、計画に沿つた効果的な宣伝活動に努め集客増を図る。

O入館者年齢は、年配が中心であり、家族、若年が興味を持つ企画 (缶バッジの配布、

夏休み企画「ナイ トミュージアム」)を開催しているが、家族連れの入館を推進する事業

の強化を図る。

O閑散期対策として、入館料割引、クイズラリー (景品付き)、 くじ引き等を行い入館者

増の対策を講じる。効果が実証されれば、さらに拡大していく。

○曳山博物館を、活気のある博物館に盛 り上げるようロビーを活用し、山組関係者が 1

か月交替で「曳山マンスリー」の呼称で展示を行っており、囃子演奏や鎧着用など付随

して実施している。平成 30年 11月 まで行うことが決定しており、事業の継続と宣伝強

化で入館者増を図る。

O曳山文化協会の内部組織として、伝承委員会、三役修業塾が活動しているが、文化協

会の根幹を成す保存・伝承にかかわる活動が主であり、市民対象講座、発表会等もある

が、市民参加がしやすい事業を展開する。

○貸館事業は、街中の利便性と格安の料金設定が相まって多くの利用者がある。冷暖使

用時の費用対効果の検証も必要だが、春、秋等に従来の枠にとらわれない、講演会、コ

ンサー ト等を展示室で行うなど、利用促進を図りたい。

O無料休憩コーナーを設置し、飲食の提供することで誘客を図る。

O大手門通リアーケー ドに誘導サイン設置による誘客促進。

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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【達成目標】

(2)地域 H関係機関 J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。

○曳山博物館のメイン展示は山組所有の曳山であり、搬入、搬出および定期的な展示交

代は山組関係者の協力なしでは行えず、全面的に協力いただいている。また、曳山博物

館を盛 り上げる「山組マンスリー」展示も継続中であり、今後においても揺るぎない関

係を継続する。

○曳山博物館は市内商店街中心に位置し、商店連盟とは相互扶助の関係を構築しており、

アーケー ド内に曳山博物館案内垂幕の掲示、消雪装置の共同管理、商店連盟所有物の博

物館預かりなどを行つている。また、曳山博物館展示ポスター掲示、チラシ、割引券配

布などの協力も得ており、今後も良好な関係を継続する。

○展示説明ボランティアは不定期に約 4名 の方が行つているが、来館者の急な展示説明

要望に対応できるよう、展示説明ボランティアを募集 し、ボランティア組織を充実する。

(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。

○」AF機関紙、旅行雑誌やクーポン取扱旅行社等の刊行物へ掲載のための情報提供を行

つ。

〇年間を通じて行う企画展会ごとにチラシ・ポスターを作成、市内観光施設や県内外の

博物館に配布する。

O記者クラブに各イベントの情報提供を行い、長浜市広報には掲載依頼する。

○曳山博物館ホームページに多言語ページを設け、ホームページ・フェイスブックを常

に最新情報に更新する。

O機関紙 「曳博だより」を発行し、曳山博物館のPRを行う。

○企画展の解説シー トを作成し、曳山博物館の魅力を発信する。

○長浜浪漫パスポー トや盆梅パスポー トヘ参画し、近隣施設と連携した広報を行う。

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年度 33,500人 27年度から回復傾向にあり29年度は 33,000人 の入

館者を見込んでいるが、30年春から 13番街区再開発

事業の影響を受けると考えられる。

平成 31年度 34,000人

平成 32年度 34,500人

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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4 サービス向上等

|)利用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

O企画展ごとにアンケー ト調査を実施 し、満足度等、入館者のニーズの把握に努める。

○ホームページに投稿欄を設け、あらゆる問い合わせに対応する。

○受付職員、展示説明ボランティア、事務所などへの直接の申し出等による聴取。

(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。

○苦情等については内容を瞬時に把握し、内容に員「した職員が迅速に対応する。お詫び

後、原因、事実確認 し解決策を示す。

O常に苦情等の情報共有し、博物館の業務把握に努め冷静に対応できるよう職員が共通

認識する。

(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。

○迅速、丁寧な受付業務、事務室においては身だしなみ、言葉使いなど接客マナーを意

識

O施設内外の丁寧な清掃

O魅力的なイベント等の実施

ナイ トミュージアム、缶バッジプレゼント、クイズラリー

Oホームページに多言語ページを追加

○新たなサービスの提供

体憩コーナーの設置、デジタルサイネージ設置、展示解説シー ト作成

○博物館への動線強化

商店街アーケー ドに案内垂幕の設置、博物館前看板 リニューアル

O博物館通り美観整備

博物館に不具合な告知看板・屋根設置看板の撤去、壁面塗装

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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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。

O全館節電のためデマンド監視システムの導入。

O特約ゆうメールの活用による通信費削減。

Oコ ピー用紙の裏紙使用の徹底。

O多数の印刷は、外部の輪転機を使用

(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。

(利用料金の設定根拠 )

長浜市曳山博物館管理規則

(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。

区分 単位
料金

利用料金

(案 )

個人 団体

入館料
一般 600円 480円

児童・生徒 800円 240円

機械讐備 毎 日 エレベーター保守点検   1回 /月

自家用電気工作物保安管理  1回 /月 消防用設備等点検 2回/年

演出(調光)照明保守点検    1回 /年 放送設備点検 1回/年

監視カメラ保守点検 1回/年 伝承スタデオAV機器保守点検 1回/年

伝承スタジオ吊物保守点検  1回 /年 展示室・収蔵庫燻蒸 1回/年

地下 トイレピット清掃 1回/年 トイレ消臭剤設置 1回/月

館内 。館外清掃 毎 日 館外剪定・除草 随時

山車スライ ドテーブル、ター

ンテーブル保守点検 1回/年

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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6 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。

O施設利用者の個人情報については必要以外取得しないように心掛け、必要な場合は取

扱いに注意し不要になれば迅速に廃棄するよう統一している。

(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。

O冷暖房の最小限の使用、照明器具の間引きJ点灯による節電。

Oゴミの分別。

O公用車使用の制限 (近隣は自転車等の使用)

O米川の清掃、商店街の道路清掃ボランティアに参加。

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

O職員緊急連絡網の整備

O危機管理マニュアルの整備

O消防計画の整備

O火災・災害対応・避難訓練の実施

O救急救命講習会の実施

○警備会社へ夜聞讐備の委託

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

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 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。(例 :女性 。若者の参画、資材等の地元調達など)

当財団の前身、曳山保存会は、長浜曳山祭子ども歌舞伎における三味線奏者、太夫の

養成を目的に「三役修業塾」を開講した。当財団が引き継いだ今日では、長浜曳山祭で

の活躍は目覚ましく、近隣の市町へ派遣するまでになっており、長浜曳山祭の保存・伝

承に大きく貢献している。同様に文化協会内の「保存伝承委員会」は曳山博物館開館と

同時に設立し、「市民曳山まつり講座」、山組若衆向けの「楽衆塾」、長浜市立西中学校 1

学年対象の「曳山文化教室」などを開催し、保存 。伝承の啓発普及に力を注ぎソフト面

を支えている。もう一つの組織「曳山保存専門委員会」は曳山祭の山車および懸装品、

山蔵などの修理に関する助言・指導や文部科学省や文化庁・滋賀県などからの補助金獲

得に重要な役割を担つている。

このように、当財団は、定款に謳つている「長浜曳山祭の曳山行事」の保存・伝承を

目的とした事業活動を行つており、長浜市曳山博物館設置目的の「長浜曳山祭の保存と

伝承」合致することから、当財団が保存・伝承の中核施設の長浜市曳山博物館を活動拠

点することで、保存・伝承が強固なものになると考える。

また、長浜市曳山博物館は長浜曳山祭の山車本物を展示するという特色があり、4基を

収蔵し 2基づつ常設展示している。動く美術館と言われる貴重な文化財の博物館への出

し入れ展示には、専門知識のある学芸員が所属していることは当然であるが、山車所有

者の山組と長年にわたり信頼関係を築いているのは当財国である。

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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