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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。

長浜市地域活性化施設条例第 1条 「豊かな自然資源と歴史を生かし、住民に憩いの場と交流の場

を提供する事により、地域の活性化を図る事を目的として、長浜市地域活性化施設を設置する」

これを理解し急速に過疎化の進む大見を含む湖北地域の活性化に重きを置き下記方針にて管理運営を

行つてまいります。

●ヴィラ、コテージ、オー トキャンプ場等の施設を最大限に活用し、周辺地域や都市部からの利用者へ、非

日常の野外体験ができる場を提供します。

●流しソーメンやクラフト体験等の自主事業の充実や、サービスの向上を図り、新規顧客、リピーターの増

加を図つてまいります。

●すべての来訪者が安全、安心、快適に過ごせるよう維持管理および運営に努めてまいります。

●平成 28年度森林マッチング事業により資源調査した地域資源を生かし、市北部の観光の PRに努め、体験

活動等を実施し、都市住民と地域住民の交流を図ります。

●イノシシ肉の提供、薪の利用を積極的に行い、間接的

な獣害紺策、山林保護を図つてまいります。

●大見周辺地域への住民の定住化を促進するべく、地域住民の積極的な雇用や Iタ ーン者の移住を促進する

活動を行つて参ります。

●管理運営で得た余剰利益は、地域へ還元致します。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

弊社は、「己高庵」ならびに「大見いこいの広場」両施設の運営管理を行 うために、平成7年 4月 に|口 木

之本町、観光事業者、商工会、観光協会、古橋 。大見の関係 2集落が出資し、第3セ クター方式で設立され

た株式会社です。指定管理者制度の目指す 「多様化するユーズに、より効果的・効率的に姑応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図る」は

弊社の設立理念に合致するものです。

また、弊社定款第 3条に記す事業目的を達成し、大見いこいの広場の管理運営を行 うため指定管理者と

なることを希望します。

弊社は平成8年より「大見いこいの広場」の管理運営を行つており、民間のノウハウを積極的に取り入れ

ながら、地域との良好な関係のもと、地産地消の推進や観光スポットの開発、あわせて定住化促進を目指

した積極的な地元雇用を進めてきました。

当施設は、大見地域唯―の産業として地域住民の就労の場としての役割を担っておりますが、冬季間の

積雪を「雪遊び」として積極的に活用する新たな宿泊プランなどの展開により、冬季間の地元雇用 (パー

ト)にも貢献できましたc

現在まで積み上げてきたノウハウや地域との信頼関係を基に、周辺施設等と連携しながら地域の農林業



振興、地域交流の拠点としてのセンターの管理運営事業、自主事業を行つて行きます。

昨年は平成25年に採用し大見へ移住した従業員の結婚により、集落の人口がプラスとなりました。今後

も事業拡大により、雇用の場を提供し、地域への Iタ ーン者を増やしていくごとも当飽設の役割と考え推

進して参ります。
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2 組織体制 日職員配置等

資格・能力等 雇用形態 勤務形態担当業務内容役職

常勤管理運営全般・総務管理

・調理・運転手

甲種防火管理者

衛生管理者

中型自動車免許

(限定解除)

所長

常勤 8:30-17 :30中型自動車免許

(限定解除)

衛生管理者

職員 宿泊管理・広報・出納管理

受付業務・運転手

・調理

シフ トによる大型自動車免許 非常勤パ‐―ト 宿直・施設管理・運転手

非常勤 シフ トによる宿直・施設管理パー ト

(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か月以内に開催する。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う。

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

決定を行う。

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 う。

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。

●組織図

別紙 1の組織図の≧おり

爛ふるさと夢公社きのもと組織の中で、大見いこいの広場事業所として位置づけ、社内現有人員の効

率的な配置を心賭けると共に、事業所の必要人員の配置について、法人経営の基本を確保レつつ最善

の組織体制並びに人員配置を行ってまいります。

大見事業所の組織体制については、施設の特性から繁忙期と閑散期の差が大きく、通常の人員配置

は社員 2名 、パー ト11名 体制で管理運営を行つておりますが、繁忙期には人員の増強確保を図り、パ

ー トにういても、利用状況に合わせ都度地元の短期雇用を行 うことと致します。

当施設は、地域住民に憩いの場を提供すると共に、すべての来訪者が快適に過ごせるよう施設管理

を行 うために、全従業員の能力水準を向上させ、多面的作業に対応できる人材を育成し、今後、施設の

継続的な運営のために必要な若年者の人員を担元で確保し人材の育成を図つていく計画であります



非常勤 シフ トによる

約 20時間

パ‐―ト 客室清掃・調理

非常勤 シフ トによる

約 20時間

客室清掃・調理パー ト

非常勤 シフ トによる

約 20時間

パー ト 客室清掃

非常勤 シフトによる

約 20時間

客室清掃パ‐―ト

シフ トによる

約 20時間

非常勤パ‐―ト 客室清掃

非常勤 シフ トによる

約 20時間

パー ト 客室清掃

シフ トによる

約 20時間

非常勤パ‐―ト 客室清掃

調理師免許 非常勤 シフ トによるパー ト 調理

非常勤 シフ トによる調理パ‐―ト

非常勤 シフ トによるその他繁忙 期

パー ト 名

調理・客室清掃

(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

①顧客満足度を第下に考え、常に質の高いサービスを提供すべく、日々 取り担みます。

②事業所別ではなく会社全体の発展と利益を考え、行動します。

③自社を含む地域の発展を考え、実践します。

●職員の研修計画

①経営会議、事業所別会議を毎月開催し、従業員の意識の共有化を図ります。

②業務改善書を活用し、意識の向上を図ります。
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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。

●情報の発信

①定期的にイベントを開催し、新聞等の取材メディアを使つた施設情報の周知に取り

組んでいます。

特に長浜市及び周辺地域の住民は大見という集落自体を知らない方が多いため、ロ

ーカル新聞やケーブルテレビを使つた情報の発信に取り組んでいます。

②県外からの宿泊客へ向けては、大学生協への営業活動、じやらん、楽天等の予約サ

イト、各種キャンプ場紹介雑誌への掲載等を主に、ホームページの定期的な更新、

フェィスブック、ブログにて、常に新しい情報を発信する事による利用促進を図つ

ています。

③閑散期については、冬季や平日などの利用客の掘り起こしを主体として行いたい

と考えています。

●地域独自の体験、自主事業

①平成23年度より毎年夏季に実施している流しソーメンをはじめとして、他のキャ

ンプ施設との差別化を図るべく、いくつかの自主事業を計画しています。

②夏季利用者を対象として地域の素材を活用したクラフト体験を実施しています。

③26年度に作成したピザ窯を活用したピザ焼き体験を実施しています。

④歴史が古く、神秘的な雰囲気の残る菅山寺へのトレッキングツアーをウンデイパ

ルと協力して行つています。

0今後の取 り組み

①現在は宿泊利用者の 9割が県外からであり、大阪京都兵庫からが半数近くにのば

り、次に名古屋岐阜など東海圏がならびます。

繁忙期以外の閑散期や平日の利用客ゅ取り込みを進め、同時に長浜市都市部等の近

隣地域からの利用客へ向けた広報を行い、集客に繁げます。

②閑散期の集客を目的として学生団体や、職域への営業活動を行います。

③古民家を活用した民泊へ向けた検討を行います。    |

④新たな利益を生むための、施設内小規模改修の検討を行います。



【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年

度

10,800人 平成 28年度の利用者数 (ヴィラ、コテージ、ォー

トキャンプ)10,762人 を参考としました。

平成 31年

度

10,850人

平成 32年

度

10,900人

(2)地域・関係機関 i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

ヤ` 。

当社は湖北地域全体の振興に寄与することを目的とした株式会社であるため、地域はも

ちろん各関係機関、ボランティア団体等とも積極的に関わり、連携を強化していこうと考

えています。

平成26年度より毎年6月 に開催している『流しツーメン開き』は、本之本認定こども園園

児を招き、大見地域振興会協力のもと加工した竹を使い、大見地域の方が見守る中、児童

に流しツーメンを楽しんでいただく催しです。

しょうがい者支援施設である湖北まこも会へ空きかん、空きペットボトルの提供を行っ

ています。

菅山寺ツアーなどで協力のあるウッディパル余呉とは今後も協力体制の強化を図つてい

きたいと考えております。

(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。

宿泊施設利用者が情報収集 として用いるホームページ、近年利用者 の急増 している

facebook、 ブログにて最新の情報を配信 しています。

また、周辺地域に在住の利用者を増やすべく、イベント等をする場合には長浜市広報、各

メディアヘ広報資料を提出し、施設の広報を行つています。
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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。

利用者アンケー トを各宿泊設備に設置し、顧客ニーズの把握に努めています。

受付カウンターにて、利用者と同じ目線でより近距高性での接客を行い、従業員と利用者とができるだ

け会話ができるよう心掛けています。チェックインチェックアウト時には利用者へきさくに声掛けを

するようにし、施設の不備等はなかつたか等確認しています。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応にっいて提示してください。

クレームについては利用者の立場に立ち、誠意をもつて対応することを原則とし、利用者と積極的に

コミュニケーシヨンをとり、問題の解決に努めています。

利用者が満足のいく封応をし、結果を見た利用者が次回も当施設を利用して頂けるよう心がけていま

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全体営業会議、事業所内ミーティングを行い、スタッフが対応した情報を共有し、対策しています。

②フ色ントや直接接客するスタンフ以外の清掃スタンフも利用者と出会った時には挨拶と一声かける

よう指導しています。

③年間利用客の多いブイラにおいては、ユニットバスという構造上、風呂がせまいという内容の苦情

が多い為、薬草風呂のある己高庵への送客やコテージにある浴場の活用などの紺策を行つています9

改善策実行

お客様への報告・最終対応

顧客満足へつなげる

苦情発生 最高責任者、各部署責任者との

話し合い

お客様からの苦情を充分に

聞き出す

事実確認

原因を調べる

改善方法の提案
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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。

①運営開始から21年が経過し、ヴィラ、コテージ、オートキャンプ場、BBQテ ラス、土問式体育館、公衆便所等々多

くの施設があるなか、老朽化が目立つ部分もでてきました。専門業者への依頼が必要な物を除き、軽微なものは直営に

よる修繕とし修繕費の軽減を図りつつ、今後も長期的な運営を行えるよう、計画的な修繕を行つていますЬ

②予約状況に応じたシフト管理、勤務時間管理を行い人件費比率の引き下げを行うとともに、全従業員の時間管理意

識を向上させ、仕事内容の質の向上を図つてまいります。

③送迎用車両を己高庵と共有しています。

④利用者のない日には場内の外灯を落とす、風呂の湯を抜く等の光熱費の節約をしています。

(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。

※使用料の欄には、条例で規定する使用料に消費税及び地方消費税を加算した額を記載しています。利用料金 (案)の

欄は税込金額で記入してください。

(利用料金の設定根拠)

長浜市地域活性化施設条例及び現行の料金を基本に算出しております。

施設 利用区分 単 位 使用料 利用料金 (案 )

コテージ 洋 室 宿 泊 1室 1泊 10,280円 8,600円

宿泊以外 1室2時間 5,140円 5,100円

和 室 宿 泊 1室 1,自 10,280円 8,600円

宿泊以外 1室2時間 5,140円 5,100円

入浴 (宿 泊の場合を除

く。)

1人 1回 510円 350円

ヴィラ 宿 泊 1室 1,白 25,710円 22,700円

宿泊以外 1室2時間 12,850円 10,800円

ァ _ス コー 照明な し 1面 1時間 820円 540円

ト 照明使用 1面 1時間 1,850円 1,080円

バーベキューテラス 1コ ーナー2時間 2,570円 3,000円

(4時間 )

― トキヤ 宿 泊 1区画 1,自 10,280円 6.500円

ンプ場 宿泊以外 1区画 1日 8,220円 4,500円

内グラン 蝉 螂 5ヰ0円 5牛0円

ド 照明使用 1時間 1,020円 1,020円

センターハウス内休憩室 (和 室 ) 1時 間 510円 510円

テ ン ト13長 り 1日 1,020円 1,020円ャンプ場

野外ステージ 2時間 1,020円 1,020円



(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。

下記表のとおり実施いたします。

頻度 備考維持管理・作業内容

1回/月
き。ひび害1れ・はがれ、かびの

発生等の状況を確認
仕上げ材における

外観点検

1回/週落書き点検 施設内外における落書きの有無を確認

2回/年消防法 8条の 2の 2の規定に基づく定期点検防火対象物定期点検

建築物の維持管理

1回/月自家用電気工作物の保守点検
自家用電気工作物保

守点検

2回/年消防設備保守点検
自動火災報知機設備・屋内外消火栓設備・非常用放

送設備の外観点検・機能点検・総合点検

随時電灯設備の点検、電球等の交換電灯設備点検

1回/年合併浄化槽保守点検 水質検査

建築設備の維持管

理

6回/年トリム (遊具施設)の保守点検トリムの保守点検

随時
備品管理簿の管理

備品の維持管理備品の維持管理

随時消耗品の購入 。管理・補給・交換等

備品等の維持管理

消耗品の管理等

1回/週取水施設 2ヶ 所、ろ過施設定期点検・清掃

3回/年水源地施設除草 取水施設 2ヶ 所、ろ過施設

随時強雨の場合都度点検・排泥

水道施設維持管理

降雨対応

1回/週処理場、管路管理 下水処理場保守点検、汚水枡点検
下水道施設維持管

理

随時植え込みの剪定作業植え込みの剪定作業

1回/年肥料まき、砂まき

随時刈 り込み、除章作業
芝生の管理

随時除草作業 樹木周辺・植え込みの除草作業

随時その他の植栽の維持管理
敷地内の樹木、植えこみ、芝■における施肥、殺虫剤の

散布、積雪による被害防止のための予防対策

植栽の維持管理

随時屋根の雪下ろし及び除雪降雪期の除雪等

開設 日前除雪開設日前の除雪

閉場後水道管の破裂対策水道管対策

冬季の管理

随時床面掃除機がけ

1回/年床面フックスがけ

1回/年

施設内定期清掃

ガラス磨き上げ

1回/日

床面モップ拭き

便器・洗面台清掃

鏡磨き上げ

汚物処理

トイレントペ~パ ~・ 石歯父水補給

センター

ハタス

コテージ

ヴィラ
トイレの清掃

清

掃

作
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ドア拭き掃除

随時デッキの清掃 掃き掃除

床・イス・テーブルの清掃 随時ロビーの清掃
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施設

その他の施設内の

清掃
通路、駐車場、その他の施設内の清掃

施設利用者が利用する河川及び施設の周辺区域の美観を維持す

るための除草'清掃
随時

施 設 周

辺
除草・清掃

随時保安警備業務 保安警備業務 開館時における事故・犯罪・災害の予防
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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。

業務上知り得た個人情報は、「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、外部流出がないよう細心の注意を持つて管理し業務に当たちています。当施設での個人情報に

は大別して次の二つがあります。利用者の顧客情報などの紙データによるもの、およびパソコン内部

のメモリデ,夕 に関するもの、宿泊予約台帳・宿泊カード等顧客の紙データによる個人情報の取扱い

は、センターハウスの事務所でのみで行い、室外の持ち出しを禁じており、宿泊完了分の台帳等は事務

室奥の部屋において、鍵のかかるロッカーに保管しています。事務室へは部外者の立ち入りは一切禁

じています。パソコン内のデータ管理については、パソコン本体にのみ保管し、パスワード設定を行い

管理者社員のみが扱えるようにしています。プリントアウトの紙データなどは鍵のかかる事務机に保

管し、細心の注意を図つています。また、従業員全てが個人情報保護の取り組みにういて共通した認識

を持つため、従業員教育を行つてまいります。

(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。

当施設はヴィラ、コテージ、オートキャンプ場等の施設を備えた蜂外活動施設おあり、地域の自然資

源を活用した余暇利用施設であることから、周辺環境に配慮し異質な固定物は設置しないこと、ま

た、施設内植裁の定期的な管理を行 うと共に周辺環境のイ呆護保全を行ちています。また、環境保護、

資源再生の観点から利用者においてもごみの分別を促し、資源のジサイクルに協力を呼びかけ実践し

ています。分別回収したペットボ トル・空き缶は、地域の社会福祉法人湖北まこも会を通してリサイ

クルを行つています。

(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。

当施設はヴイラ、コテージ、オー トキャンプ場等の施設を備えた野外活動施設であり、地域の自然資

源を活用した余暇利用施設です。

施設の運営には利用者の安全確保を第一とし施設の管理運営に努めております。また、社内の組織

体制および連絡系統を明確にし、万―の不測の事態に備えています。施設は通年営業を行つており、日

中の対応は勤務の従業員が緊急連絡を行 うと共に初期行動を起こします。また、夜間においては、宿直

員が組織図に基づく緊急連絡を行い、その指示を仰ぎ行動します。常勤従業員はすべて緊急事態対応

のために 30分以内に招集できる体制にあり、すべての従業員は防火意識、危機管理意識の徹底を図り

緊急事態への紺応に備え、利用者の安全確保を第一に紺応を行つています。

月可紙 2・ 314・ 5・ 6。 7の とおり

(4)同様 J類似の業務の実績等があれば、記入してください。

トイレットペーパーの芯とおがくずを再利用して着火斉」を作成、安価にて販売し、当施設利用者に

使用いただいております。           I                「



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、貴国

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。

大見いこいの広場は過疎少子化が進行する中山間地域の振興施策として作られ、今年で 22

年目を迎えました。弊社は当初より運営管理を担い、地域との良好な関係のもと、山間地域

の振興と都市住民と地域住民の交流を図るべく、当施設の運営管理を行つてまいりました。

この 22年間で大見集落の過疎高齢化は大きく進み、現在では住民が 30名前後となり、集

落における活動も人数による制約のため、省略せぎるを得ない状況となつています。同時に

大見いこいの広場もまた経年による問題点が浮き上がってきています。

今後の施設運営を行つていく上で、地域と共に協力しつつ歩んできた実績と関係性に重心

を置き、地域の発展は当社の発展と直結するものであるという認識のもとで運営を進めてい

く必要があると考えます。

また、地域と施設の長期的な運営を計画していく上で、今後はより効果的な取り組みを行

わなければならない時期となります。高時地域や各種市民団体、行政、各種機関と連携し、

地域振興と一体となった施設運営を行ってまいります。

① 移住促進、空き家対策

従業員の2/3を高時地域に頼る当施設においては過疎高齢化による労働人員の確保が問題

となつています。昨年度は大見自治会在住の従業員の結婚により、集落の人口がプラスとな

りましたが、地域においても長期的な成長を考えていく上では継続して移住を促進する取り

組みを行 うことが必要です。大見いこいの広場へ訪れる年間 1万人を超える利用者今効果的

なアプローチを行うことで、移住を促進できるものと考えます。

また、地域に増加する空き家、空き地を活用した民泊受け入れへ向けた取り組みに力を入

れていきます。

② 地域人材の活用

大見いこいの広場は約4.6haの敷地を持ち、施設の管理運営には年間を通じ多くの労力

が必要となります。当施設が立地する集落は高齢化率が高い集落のひとつですが、施設連営

当初から深 く関わりを持つ大見自治会、老人会、などが年に数回除草作業などの施設管理に

ついて協力、労力奉仕をして頂いています。

また、施設利用者が使 う燃料用の炭については、大見振興会が作成 したものを利用 し当施

設が委託販売を行つています。従業員の雇用については、地元集落を中心に近隣集落からも

行い、就業の場を提供 しています。

キャンプ場 という施設の特性から、繁忙期 と閑散期の差はありますが、大見集落に年間1

万人の若者や家族連れなどの利用者が訪れる現状は、過疎の集落に活気を与えています。今
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後も継続して施設の営業を行うことは、立地集落のみならず周辺地域の活性化にも寄与する

ものであると考えます。

今後、継続的な施設運営のためには若年者の人員を地元で確保 し育成 していく必要がありま

す。また、繁忙期のパー ト人員確保については、周辺地域を含め臨時的に雇用をしていく計

画です。

③ 地域の魅力発信

木乏本地域は隣の余呉町と同じく豪雪地帯であり、面積の 92%が森林であるため、獣害も

多く、住民のやる気をそぐ要因となつていますが、同時にこういつた特徴的な自然や古くか

らの歴史的遺産があり、県外からの施設利用者にとつては魅力となつていることも事実であ

ります。その一つとして十一面観音のある医王寺は現在では関東圏からも拝観者の訪れる非

常に魅力的な場所となつています。

開祖から 1000年の神秘的な青山寺を活用した トレッキングプランの作成や、豪雪を逆手

に取つた冬季アクティビテイなどのプランを作成し、ホームページやフエイスブック等での

情報発信を行っていきます。

④ 他団体、各種機関との協力体制

さまざまな事業を行つていく上で大見自治会、大見振興会はもとより、高時地域づくり協

議会、地域おこし協力隊等各種団体との協議、協力を進め、地域振興という共通の課題に寡

り組みたいと考えます。

また、菅山寺ツアーなどで協力のあるタッデイパル余呉とは今後も協力体制の強化を図つて

いきたいと考えます。

⑤ 施設の長期的な運営について

大見いこいの広場施設内の経年劣化による老朽化については、物理的に危険な箇所や、現

代の利用者のニーズにそぐわないもの等様々なものがあります。軽微なものや直営での工事

が可能な場所については毎年修繕を行つていますが、大規模修繕が必要な箇所については行

政との協議の中で、長期的に施設の運営を行う為にどのような修繕や条件が必要であるか先

を見据えた協議を行つていく所存です。

以上を踏まえ、長年にわたる拠点として運営させていただいた大見いこいの広場を今後も長

浜市北部地域の振興の場として担つていきたいと考えます。

t'


