
様式第 2号

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。

当社は、旧木之本町が主体となり行政・商工会・観光協会・地元 2自 治会及び近江

鉄道開により出資、設立された第ニセクター方式の法人です。

過疎少子化の進行する中山間地域の振興施策として整備 された山村都市交流施設

「己高庵」、野外活動施設「大見いこいの広場」を一括管理運営し、歴史的史跡や豊か

な自然環境を素材とした誘客事業を展開することで、地場産業の振興並びに定住化に

向けた就労機会の提供を図ることを目的としております。

平成 26年 6月 に定款を変更し、企業理念を「長浜市北部地域の振興に寄与する」と

定め、長浜市及び公共団体の所有する施設の管理運営及び業務を受話することで、本

来の目的に沿つた運営・健全経営を旨として、地域の振興に寄与するための取り組み

を進めております。

近年の取り組みとして、平成 26年度より景観保全を目的に、己高庵周辺の耕作放棄

地の整備を古橋自治会の協力のもと進めており、ひまわり、コスモスなどの花畑、獣

害のない農作物の栽培を手掛け、平成 29年度では、約 1万だの整備に取り組んでおり

ます。

当地域は雪深く、冬季の食料確保のための保存食品が伝統的に受け糸陛がれておりま

す。中でもこの地に伝わるこだわりの発酵食品について、次世代に継承する役割を担

うべく、試作を重ねながら特産品として商品化に取り組んでおります。

また、古橋地区にそびえる己高山は、古来より山岳仏教文化の聖地であり、再興の

祖である僧最澄が遣唐使に加わり薬の本として重宝されていた茶の種を持ち帰りこの

地に蒔いたのが、日本の茶の始まりであると言い伝えられております。

戦後、整備され守 り続けられてきた古橋亀山一帯に広がる茶畑 (12,555ポ)は、社

会環境の変化等により荒廃 した状況となり、当社では、平成 28年度より再生に向けた

取 り組みを始めました。

今後の展望として、当社は、「己高庵」。「大見いこいの広場」両施設の健全経営

と受託業務を推進することで安定経営を目指 し、紅葉の名所の鶏足寺に隣接 した茶

畑の再生で、より豊かな里山、田園空間の形成を図るとともに、日本の茶の歴史を受

け継ぐ産地として事業化を目指し、地域の活性化と雇用の宿1出 につなげ、地域に根ざ

した信頼される企業として長浜市北部地域の振興に貢献していきたいと考えておりま

す。



Ⅲ

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

当社は、設立当初より行政、地元 自治会 との連携のもと運営 してきました。

地産地消の推進や観光スポントのF牙月発、併せて地域住民の定住化促進を目指 し積極

的に地元雇用をすすめ運営することにより、観音の里として 「己高閣・世代閣」や紅

葉の名所 「鶏足寺」などの観光スポットを世に広めることができ、また、北国街道木

之本宿の特産品を料理や飲料として取入れ、長浜市北部地域への観光誘客に努め、日

帰り観光から滞在型の宿泊観光べと収益性の高いを見光事業へと推進してきました。

今 日までの実績とこれから先も引き続き指定管理制度を受けることは、当施設運営

の可視化が進み、今後の業務の推進や改善を図る上で同等施設との比較が容易となり、

今まで以上に質の高いサービスの提供と経費の削減が図れるものと考えます心

過疎化が進む中、この地の豊かな自然環境、史跡・文化財、食文化 (発酵食品)等

を次世代に引き継いでいくには、当施設が地域の中核 となり、長浜市の指定管理施設

として地元住民とともに活動 していくことが必要と考えます。

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。



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。

①株主総会

定時株主総会は事業年度終了後 3か月以内に開催します。取締役・監査役の選

任及び定款の変更、当該事業年度の事業報告及び決算の承認、次年度事業計画、

基本方針、収支計画についての承認を行います。

②取締役会

四半期に一回の開催を基本として、株主総会の議決事項に基づき業務執行に関

する会社の意思決定を行います。

取締役  9名

③監事

会社の財産状況及び業務執行状況についての監査を行います。

監査役  2名
(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

支配人 管理運営全般
甲種防火管理者

大型 自動車運転免許
常勤 40■/虻∃  ンフト

主  任 宿泊管理、施設管理、営業 大型自動車運転免許 常勤 40H/撹ヨ  ンフト

一般社員 売店、施設管理、売店、営業 中型自動車運転免許

(限定解除)

常 勤 40H/譴∃  ンフト

一般社員 経理、総務事務 常勤 40■/だ∃  ンフト

一般社員 料飲サービス 常勤 40H/1翌   シフト

一般社員 フロン ト業務 常勤 40H/X∃   シフト

料理長 調理部門 調理師免許 委託契約

(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。

利用客の安全・安心・快適を第一に考え、全従業員が施設運営に係る関係法令を

遵守 し、心の籠った質の高いサー ビスの提供ができる組織の構築に努めます。

特にパー ト従業員の多い職場であり、職員個々のレベルアップを図ることを目的

に、先進同等施設への研修を実施 していきます。

また、月例の経営戦略会議を開催 して、社員は、業績の進捗や業務の改善につい

て意識の共有化を図つてお ります。

【添付資料】  別紙1組織図

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。



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。

①宿泊について

。地域の観光資源・情報・イベン トを季節ごとにプラン化して、ホームページや

インターネットを通し広く発信して客室稼働率アップに取り組みます。

・顧客管理データの整備に基づき、特典付きプランや礼状を発送し、リピエ ト率

の向上を図ります。

・三献の間を宿泊の部屋に改修することにより増収に繋げます。

②観音文化の振興について

当施設は、観音信仰が栄えた己高山の麓に位置する旅館です。地域の人々が長

く大切に守り継いできた観音様を世に広めるべく地域の人とともにPRに努めこの

地を訪れる多くの観光客から満足いただけるよう情報の発信と提供に努めます。

③地域食材の提供について

・地域と連携して地元食材を多く取り入れた特徴ある料理を提供します。

・レストランメニューを改善し、手頃な価格帯で手のかけた料理の提供を行いま

す。

④地域の振興と料理について

地域にスポントをあて、食材・飲料・器など地域の産品と当施設の食事とのコ

ラボレーションによる食事会を季節ごとに開催 します。    、

(平成 29年 10月 「銘酒に親しむ月夜の宴」を開催)

⑤地域産品の継承と振興について

。この地域に伝わる発酵食品 (味噌・漬物・鯖寿司・梅干しなど)を次世代に継

承する役割を担うべく、味噌・漬物・鯖寿司・梅干しなどの地域産品として商

品化と販路の拡大に努めます。               ヽ

・売店は、地域産品 (酒・醤油・食品 。薬草・陶器など)を前面に出し、お客さ

まから喜ばれる商品構成に組み換え販売します。

⑥営業活動の強化

長浜市内企エ リアを対象として、役所関係、地域企業及び諸団体への DMの発送

や訪問活動を展開します。



⑦紅葉時の PRについて

11月 中旬から下旬にかけ鶏足寺の紅葉散策に約 10万人の観光客があります。当

社では、管理地の東屋を利用して餅や生産物の販売を展開し、同時にパンフレン

卜の配布を行い、施設の PRに努めております。

【仄付資料】 別紙 2 年間集客カレンダー

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。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。

「地域の魅力」を発信するには、住民自身が地域への愛着と生きがいを感 じるこ

とが必要と考えます。

当社では、地域住民の声に耳を傾け、ともに地域の魅力を掘 り起こし守 り活かす

取 り組みを行つてお ります。併せて地域全体で育むため、誰もが参加・参画できる

場所の提供やイベン ト事業の開催も行つてお ります。

古橋地区は、己高閣・世代閣の観音収蔵庫の案内をはじめ古橋史跡文化保存会や

天然記念物オオサンショウウオを守る会など地域をあげボラン>ィ アで環境整備や

PRに取 り組まれております。

当社では、古橋活性化委員会を通 して月例の会議を持ち、この地への観光客誘致

や景観保全など幅広く情報交換を行つてお ります。

「住民全てが地区の案内人」との認識で場所や機会の提供を行い、地域の住民が

や りがいを持って活動できるよう連携をとり、この地域の魅力を発信 していきたい

と考えてお ります。

・鶏足寺周辺に広がる荒廃 した亀山茶畑 (約 12,000♂ )の再生整備事業

・施設周辺の耕作放棄農地 (約 10,000だ )の活用事業 (花の栽培 )

・己高閣 。世代閣 。石道寺・医王寺の拝観チケット付プランの販売

。三成の里 (法華寺跡・オ トチの岩窟)を活用 したイベン トの実施

・地域の特性を活かした土産物の開発・販売 (鯖寿司・味噌 。梅干 し等発酵食品)

・茶室運営委員会事業 (新緑茶会・紅葉茶会の開催、学校茶道への支援)

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年度 H26年 23,549名 (宿泊 5,407レストル 5,413宴 会 3,199入浴 9,539)

H28年 23,791名 (宿泊 6,443レ スト‐アン5,937宴会 3,015入浴 8,396)

H28年 20,918名 (宿泊 6,285レ ストラン5,548宴 会 2,983入浴 6,102)

利用者数の目標については、過去 3年の実績を基に検討を行つてい

るところです。

平成 31年度

平成 32年度

平成 33年度

平成 34年度

,



(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。

受け手側の視点に立ち、解り易く適切な情報が提供できるよう心掛けております。

①関係機関への周知

宿泊施設、飲食業としての情報のみならず、文化、史跡、景観などの情報もビジ

ターズビューローや滋賀県観光企画部等広く発信しております。

②自社ホームページ、ブログ、フェィスブック等による発信

ホームページをリニューアルして、タイムジーな情報提供ができるよう取り組ん

でおります。また、ブログやフエイスブックを活用して、新鮮な話題の発信と利

用者とのコミュニケーションに努めておりますと       
｀

③チラシによる発信
｀
当施設が取り組んでいるイベント及び料理内容のチラシを作成して、県内外の観

光案内所、公共施設、企業等に配布し、利用者の増加に努めております。

④新聞へのプレスジリース

お茶会、地域でのイベント開催情報のみならず、秋の彼岸花や紅葉、近辺スキ‐

場の積雪(桜の開花、ホタルの出没状況など四季折々の情報をタイムリーに発信

することにより、利用者の増加に努めております。

・命

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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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①

当施設では、お客 さまへの積極的な封話を心掛け、訪問 目的やニーズの把握に努め、

この地域の観光資源や情報の提供 を積極的に行つてお ります。

また、宿泊のお客 さまには、アンケー トに協力いただき業務の質の向上 と改善に努

!めております。

(2)利 用者等からの苦情等に紺する対応について提示 してください。

お客さまからのクレーム・苦情の指摘にあいては、従業員全員が共通の認識と情

報を共有することで、迅速かつ誠意をもつて対応し問題解決に努めております。

(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。

当施設では、宿泊の方を対象に、各部屋に地域情報が入つた絵ハガキを設置 しお

客さまから好評価を得ております。

お客さまがこのハガキを他の人に投函いただくことにより、当施設の PRに も繁が

つております。

↓

原因を調べる

お客様への報告・最終対応

苦情発生

お客様からの苦情を充分に

聞き出す

事実確認

改善策実行

顧客満足へつなげる

最高責任者、各部署責任者 との

話 し合い

改善方法の提案

サ

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料飲原価の適正管理

料理や飲料の原価率のチェックを行い、適正な原価管理に努めるとともに、フロ

ン トと調理が連携 し、料理の失敗ロスを無くすよう取り組んでおります。

② 調理人との雇用契約

調理人の雇用は、年間料理売上に対する収益に反映した報酬の支払いを基本 とし

た委託契約を結び、直接雇用に係る法定福利費等の人件費及び社宅賃料の削減に

努め一定の成果をあげております。

③ 人件費の適正化

新規社員の増員はたちまち人件費の圧迫に繋がることから、現職員のスキルアッ

プを行い、パー ト職員の活用に重点おき人件費の抑制に努めております。

④ 人的配置による効率化

施設の特性から一日あたりの勤務が長時間にわたるため、利用客の入 り込みに合

わせた勤務シフ トを構築し、週単位でのシフ ト見直しを行い、勤務時間の効率化

を図つております。

⑤ 一般管理費の節減

経費全般に渡り、無駄を排除し節減に取り組んでおりますが、一般経費の中でも

ウエイ トの高いガス料金・電気料金について納入先と単価交渉を行い一定の成果

をあげております。

宿泊は、インターネット経由の申込増加により手数料も増加 しております。自社

ホームページの活用や顧客データに基づくDM発送により直接申込への比率改善を

行い手数料の節減に努めます。

(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。 (税別 )

備考 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 とする。

区分 利用区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

本館 洋室 宿泊 1室 lγ白 23,809円 23,000円

宿泊以外 1室 2時間 14,285円 10ぅ 000円

和 室 宿泊 1室 1了白 38,333円 32,400円

宿泊以外 1室 2時間 14,285円 10,000円

大広間 1時間 2,857円 2,000円

入浴 (宿 泊の場合を除く) 1人 1回 476円 462円

茶 室 貸切 1時間につき 2,857円 2,000円

三献の間 貸切 1時間につき 2,857円 2,000円



(利用料金の設定根拠)

施設の利用料金については、長浜市条例に規定する範囲内で近隣の同類施設の価

格を参考に利用者ニーズに合 う料金設定としておりますが、現在、今後の施設の運

営等を鑑み料金の見直しを検討しているところです。

(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。

建築物の維持管理については、維持管理計画書を作成 し、定期的な報告、及び改

善提案を行い、施設の美観を保つことを主眼に取 り組んでおります。

電気設備・消防設備等は法令を遵守 し、 日常点検、法定点検、定期点検を行い、初

期の性能維持に努めております。

【添付資料】別紙 3 施設維持管理業務作業計画、別紙 4浴槽管理組織表

づ

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。

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 施設譲渡へ向けた施設の活用方針及び活用計画

平成 30年度から平成 34年度の指定管理期間内の施設百表渡の受入に向けて、施設を最大限に有効活

用 していくための方針及び計画等について提示下さい。

当社の運営す る施設己高庵は、過疎少子化の進行する中山間地域の振興施策として

整備 された山本す都市交流施設です。

当社は、企業理念を「長浜市北都地域の振興に寄与する」と定め、長浜市及び公共

団体の所有する施設の管理運営及び業務を受託することで、本来の目的に沿つた運

営・健全経営を旨として、地域の振興に寄与するための取 り組みを進めてお ります。

今後、当社の運営する施設己高庵は、開業以来、地域にとつて大変重要な施設です。

21年間培つてきた地域 との関わりを最大限活かし、長浜市民をはじめこの地を訪れる

多 くの方の交流の拠点として様々な事業を展開していくことは、長浜市にとつて意義

あるものと考えております。



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。

業務上知 り得た個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」および 「長浜

市個人情報保護条例」に基づき、外部流失がないよう細心の注意をもつて管理 し業務

に対応 してお りますc         、

①宿泊予約台帳・宿泊カー ドなど紙ベースの顧客データは、事務所で鍵のかかる書庫

でのみ管理し、外部への持ち出しを禁じるとともに事務所への部外者の入室も禁じ

ております。

②パソコンで管理している顧客情報は、パスワー ドを設定し社員のみが扱えるように

して管理責任を明確にしております。

③従業員全てが個人情報保護の取り組みについて共通した認識を持つための教育を行

っていきます。

(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。

施設周辺の自然環境との調和を視野に、施設内の樹木・植え込み 。芝生等の剪定、

刈り込み、除章作業を定期的に実施し、美観を損ねないよう管理しております。

施設周辺の耕作放棄地 (10,000ポ)を地元古橋活性化委員会の協力を得ながら整備

し、花 。植物を植え込み、音ながらの農村風景の維持に努めております。

(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。

火災・災害等の突発的な事態に備え、年 1回、全員参加による訓練を実施 して、日

常から各自の役割分担を明確にしてお ります。

万―の火災・地震等突発的な緊急事態に備え、繁急連絡網及び火災避難経路に基づ

く従業員それぞれの役割分担を明示 し、利用者の安全確保を最優先に迅速な対応を図

ることとしております。

【添付資料】別紙5緊急連絡網 別紙6消防組織表 別紙7火災時役割表

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

当施設に隣接 して己高閣・世代閣の文化財収蔵庫がありますが、両施設とも少ない

人員での運営時間帯があり、万―に備え火災訓練を合同で実施するなど、お互いが助

け合 う関係づくりに努めてお ります。

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。



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。 (例 :女性 。若者の参画、資材等の地元調達など)

当社の運営する施設己高庵は、己高山仏教文化圏の中心的位置にあり、教育文化

の発信とともに、訪れる観光客の案内役も努めております。

本之本町古橋地区にそびえる己高山は、古来より曲岳仏教文化の聖地であり、再

興の祖である僧最澄が遣唐使に加わり茶の木として重宝されていた茶の種を持ち

帰り、この地に蒔いたのが日本の茶の始まりであると言い伝えられており、今なお

己高山の奥地や別院跡付近ではお茶の本が自生しております。

戦後、整備され守り続けられてきた亀山一帯に広がる茶畑は、社会環境の変化や

時代の変遷とともに採算が合わなくなつたことから、荒廃が進とアナ景観も損なわれて

きました。

当社では、このまま放置すると再生が極めて困難になると考え、平成 28年 11月

に広く市民に呼び掛け、以下の効果を求めて再生整備計画に着手しました。

①紅葉と茶畑の景観形成による秋の絶景

②新緑の茶の本の新芽のみずみずしい緑の空間形成による初夏の絶景

③里山の保全と田園空間の景観形成一湖北田園空間博物館・まほろばの里

④茶製品の特産品開発と販売

⑤三成と秀吉の出会いの場である法華寺・三珠院での「三献の茶」の PR

⑥最澄が伝えたお茶とともに育まれてきたこの地域の文化・歴史を後世に伝える

役割を担う。

平成 29年 5月 には、再生着手後初めて昔ながらの手摘み、手揉みによる「収穫

(茶摘み)まつり」を広く市民の参加のもと実施いたしました。

平成 29年 9月 には、岐阜県揖斐チ
「
1町の「天空の茶畑」や滋賀県土山町の茶工場

及び永源寺の「政所の茶」など先進地域への視察も行つております。

今後の展望として、当社は、「己高庵」。「大見いこいの広場」両施設の健全経営

と受託業務を推進することで安定経営を目指し、紅葉の名所の鶏足寺に隣接した茶

畑の再生に向け、長浜市、長浜バイオインキュベーションセンター、地元金融機関、

地元自治会など多方面からの助言を得ながら、田園空間形成の実現と事業化を視野

に、地域に根ざした信頼される企業として長浜市北都地域の振興に貢献していきた

いと考えております。

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。


