
様式第 2号
件名 :浅井地区スポーツ施設

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基本方針を提示 してください。

浅井地区スポーツ施設は (以 下、「当施設」と称す)は、浅井ふれあいグラウンド・浅井球場。

長浜市浅井 B&G海洋センター・浅井体育館などのスポーツ施設と、野外ステージ・芝生親水

広場。希望の郷公園などの公園施設が一体となった複合型の施設群です。

当施設の魅力を最大限に引き出すためには、「いつでも」「どこでも」「だれでも」安全・安心

にスポーツを親しむことができるよう、スポーツを普及・振興する役割、憩いの場やレクリエーシ

ョン活動を促進・振興する役割、地元の各種団体との連携により、地域に根差し、地域に愛さ

れ、地域を元気にする役割を果たすことが指定管理者に求められると考えます。

これら当施設の目的を達成するための3つの役割を、公益財団法人長浜文化スポーツ振興

事業団 (以下、「私たち」。「われわれ」。「当事業団」と称す)の管理運営ビジョン3本柱とします。

また、2024年に滋賀県で開催される第79回国民スポーツ大会。第24回全国障害者スポー

ツ大会に向けて選手強化・育成の支援をし、スポーツ施設、公園施設としての在り方だけでな

く、スポーツの拠点施設として、地域スポーツ、生涯スポーツの発展とともに質の高いスポーツ

の普及振興を行い、スポーツの魅力・楽しさを地域に繁げ、指定管理者として当施設を管理

するにあたり広的な拠点としての役割を果たしていきたいと考えています。

「長浜市スポーツ振興計画」では、市民が自ら主体的に取り組む身近なスポーツ環境づくり

を推進し、しょうがいのあるなし、年齢・性別などにかかわらず、すべての市民が様々なスポー

ツを通じて、笑顔で明るく健康な生活を送り、活気のあるまち長浜の実現を目指すこととしてい

ます。

私たちは、「いつでも」「どこでも」「だれでも」安全・安心にスポーンを親しむことができるよ

う、また当施設が地域のスポーツ振興の拠点としての機能を発揮し、乳幼児期から高齢期ま

でライフステージに応じたスポーツ活動の推進が図れるよう取り組みます。

■身近なスポーツライフの場

■スポーツヘのきつかけづくりの場

■健康づくりの場
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-2)憩 いの場やレクリエーション活動を促進 口振興する役割

当施設の豊かな公園施設や園地空間は、豊かな自然と触れ合える場として、また日常生

活に癒しやうるおいを与える場、地域の人々が交流し触れ合える場としての機能を備えてい

ます。こうした機能や可能性を十分に発揮し、拡大することで、身近なレクリエ・ シ′ョンと憩い

空間を市民の皆さんに提供します。

豊かな自然環境と触れ合える場、日常生活に安らぎとうるおいを与える場、人々が触れ合

いコミュニケーションを図れる場としての機能が充実した施設づくりに取り組みます。

私たちは、これまで約 6,000名 が参加する「長浜市あざいお市マラソン」や約 2,

000名 に来場いただいた「B&G感謝祭サマーフェスティバル」など、地域の方々と共

につくりあげ、地域を盛り上げるイベントや事業を数多く手がけてまいりました。

こうした地域と連携・密着した取り組みができるのも、私たちが永年築いてきた地域

との深い信頼関係や実績があったからこそと考えています。

当施設を地域のスポーツ・レクリエーション・集い。憩いの拠点とし、地域に貢献し、

地域に愛され、地域を元気にすることが私たちの信念であり、使命です。私たちの果た

す役割=地域の活性化が、ますます充実したものとなるよう取り組みます。

■地域連携協働イベン ト

■地域貢献活動

■地域への還元イベン ト

3つの役割を循環させることにより

浅井地区スポエツ施設の魅力を

′ ヽ
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la)地域に根差し、地域に愛され、地域を元気にする役割

スポーツ 憩いの場
最大限発揮します。
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私たちは、永年の当施設の管理運営経験を活かし、上記のあるべき姿の実現を目指して、

次の5つの基本方針で臨みます。

基本方針①

スポーツで人生を楽しく健康で生き生きとしたものにします。

市民が主体的にスポーツに関わるには、「する」「みる」「支える」といつた多様な形でのスポ

ーツ参画人日の拡大が必要不可欠と考えています。すべての人々が主体的にスポーツに取り

組むことで、人生を楽しく健康で生き生きとしたものにすることができます。

当施設が「身近なスポーツライフの場」「スポーツヘのきっかけづくりの場」であると感じてい

ただけるよう、まだ当施設を利用したことがない方へのイ壼力きかけることが重要です。

そのためには、当事業団は浅井地区スポーツ施設の潜在的な魅力や新たな魅力を伝えるとと

もに、「する」スポーツだけでなく、スポーツイベントボランティアなど「ささえる」スポーン、「みる」

スポーツの多方面から、スポーツの楽しさや喜びを市民へ届けられるよう、最大限の努力を行

います。

基本方針②
「いつでも・どこでも・誰でも・いつまでも・気軽に」をキーワードに、施設の平等利用を図ります。

市民の平等利用が原則とされる公の施設は、公正性、公平性、透明性を徹底し、だれもが

気軽に利用できることが求められます。

そのため、年齢・性別。経験・体力・国籍。しょうがいの有無に関わりなく、あらゆる方に利用

いただきやすいよう、「いつでも。どこでも。誰でも。いつもでも・気軽に」をキーワードに、環境整

備を行い、多くの市民が気軽に立ち寄れる集いの場を実現します。

取り組み 実施内容

案内表示の充実
長浜市内に多い外国人への対応として、4か国語 (英語、中国語、ス
ペイン語、ポルトガル語)の案内表示を行います。

老眼鏡やルーペの

窓口設置

施設利用申込書や教室受講申込書などを記入する際に、老眼鏡や

ルーペを窓口に設置し、無料で貸出します。

耳マーク
聴覚しょうがい者の方が、耳が不自由などで配慮をお願いしたいという

意思表示ができるよう、耳マークを表示します。

身体障害者補助犬

(ほ じよ犬)マーク

盲導犬・介助犬・聴導犬は公の施設など自由に同伴できるようになっ

ていますので、他の利用者に理解と協力をお願いするため、(ほ じょ

犬)マークを表示します。

点字表示
ユニバーサルデザインの一環として、視覚しょうがい者の方が安心して

利用できるよう点字による表示を行います。

プログラムの提供
子どもの体力向上や生活習慣病の予防、高齢者向けプログラムなど

幅広い利用者層に応じたプログラムを提供します。
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基本方針③

地域住民と一体となり、地域に密着した施設管理運営を行います

私たちは、長浜市を愛し、長浜市のために活動する団体として、「B&G感謝祭サマーフェス

ティバル」や「長浜市あざいお市マラノン」など、地域振興や地域貢献を目的とした事業・イベ

ントなど地域密着型の取り組みを継続してきましたり

次期指定管理者期間では、今までの実績を一層深めつつも、地域への還元や地域を元気

にする取り組み (浅井地区に設立予定の総合型地域スポーツクラブとの連携など)を積極的に

行い、市民や地域団体との連携。協働の体制をより強固なものにします。

【現在までに連携実績にある団体】

名称 活動内容 所在地

浅井ボランティア淳絡協議会
B&G感謝祭サマーフェスティバル等のイベント

共同実施
長浜市

三田馬事公苑
B&G感謝祭サマーフェスティバル等のイベント

共同実施
長浜市

長浜市内中学校

就労体験受け入れ

スポーツイベント時のスタッフ協力

スポーツイベント時のおもてなし(吹奏楽演奏など)

長浜市

長浜みなみ共同作業所 しょうがい者リサイクル業務支援 長浜市

滋賀県市町村職員共済組合 プール利用料金一部割引で支援・PR連携 大津市

長浜市スポーツ協会 スポーツイベントの共同実施 長浜市

長浜市スポーツ推進委員会 ファミリー体力測定会の共同実施 長浜市

長浜市陸上競技協会 陸上競技等の大会運営の共同実施 長浜市

浅井陸上競技協会 陸上競技等の大会運営の共同実施 長浜市

浅井赤十字奉仕団 スポーツイベント運営に関する協力 長浜市

浅井グラウンド・ゴルフ協会
グラウンドゴルフ大会運営に関する協力体制

グラウンドゴルフ場の維持管理
長浜市

浅井ゲートボール連盟 スポーツイベント運営に関する協力

こどもらんど子育て支援

センター

親子のコミュニケーションを図りながら、一緒に楽し

く体を動かすキッズヨガやベビーヨガの共同開催
長浜市

キッチン・キス

地域の食材を活用し、地産地消にこだわった食品

等を公園来場者へ紹介や販売。B&G感謝祭サマ

ーフェスティバル等のイベント共同実施

長浜市
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)

市内の小学校
B&G財団事業を活用した、植樹や育苗体験など

自然環境学習の共同実施
長浜市

市内の幼稚園・こども園
B&G財団事業を活用した、植樹や育苗体験など

自然環境学習の共同実施
長浜市

東浅井商工会
スポーツイベント時に地元特産品や食品の紹介や

販売
長浜市

浅井地域の各連合自治会
スポーツイベント運営に関する協力

スポーツイベント時の環境整備
長浜市

浅井地域の各まちづくり協議
△
ム

スポーツイベント運営に関する協力

スポーツイベント時の環境整備
長浜市

市立長浜病院 スポーツイベント時の医療協力 長浜市

長浜赤十字病院 スポーツイベント時の医療協力 長浜市

ジャパンアスレチック

トレーナーズ協会長浜支部
スポーツイベント時の医療協力 長浜市

)

【陸上競技大会の共同運営の様子】 【B&G感謝祭の共同実施の様子】
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基本方針④

常に「安全・安心して利用 る懐滴 中 I寿欅 供 し表す

公の施設の指定管理者として、施設の安全管理や利用者のスポーツ活動等における安全

管理は最優先事項です。そのためには、日ごろから施設の維持管理を徹底し、「安全で安心

して利用できる快適空間」を提供します。

私たちは、永年当施設の管理運営に携わり、施設の特徴を十分に把握していることから、市

の水準を上回る維持管理等も取り入れながら、安全面の向上と快適な環境を提供し、利用者

に常に満足していただける施設をつくります。

1)スポーツ施設は、事故やけがが起こりやすい施設です。利用者の生命や身体の安全を守

るには、あらゆる危険を想定して事前に対応する必要があります。施設。設備などの点検チ

iヴ′クシートなどを作成ヒィ.日 常点検や定期点検など頒第に実施1/ます。

2)危険を予見しながら維持管理を行つていても、事故等が発生する場合はあります。現実に

事故が発生した場合、初動対応が非常に重要であることから、緊急時の連絡網や対応マニ

ュアルを作成します。

3)緊急時に迅速な応急処置が行えるよう、職員の救急処置 (心肺蘇生法や AEDの取扱いな

ど)訓練を定期的に実施します。また、全職員の名札に人口呼吸用ポケットマウスを取り付

け常に携行します。

※全職員の名本Ыこ、人工呼吸用ポケットマウスを取付け、常に携行することで緊急時に

備えます。
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基本方針⑤

高い専門性を有する運営体制と的確な業務遂行を行います

当施設では、多種多様なスポーツを安心して楽しんでいただける体制を整備するこ

とが不可欠です。特に、海洋性スポーツは特殊な技術が求められることもあり、仕様

書の配置水準を上回る有資格者を配置し、専門性の高い運営体制を構築します。

それにより、利用者の安全 。安心を確保し、質の高いサービスを提供します。

※重複して取得している職員が含まれるため、合計人数は配置人数とは一致しません
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資格名 施設業務との関係 人数

アドバンスト

インストラクター

海洋性レクリエーションスポーツ(カヌー・ヨットなど)の指導の

ほか、水に対する安全管理や事故を防ぐ施設管理
1

アクア

インストラクター

水泳などの指導のほか、水に対する安全管理や事故を防ぐ

施設管理
1

レクリエーション

インストラクター

各種教室の運動あそび指導や、地域イベント等でのアイスブ

レイクによる心をやわらかにする手法の紹介
1

第1種中学校教員免許

(保健体育)

スポーツ教室参加者の健康管理や安全管理、イベント等の

企画 .立案・キ旨導
3

第1種高等学校教員

免許 (保健体育)

スポーツ教室参加者の健康管理や安全管理、イベント等の

企画・立案・1旨導
3

水泳指導管理士 水泳教室などの指導及び運営上の安全管理 1

転倒・寝たきり予防

プログラム指導員

転倒寝たきり予防教室の企画・立案・↓旨導及び運営上の

安全管理
1

幼児向け運動プログラム

指導員

幼児対象運動教室の企画・立案・指導及び運営上の安全

管理。
1

2級小型船舶操縦士 艇庫貸出時などにおける救助艇操作 1

琵琶湖水上オートバイ

安全講習受講者

琵琶湖でのマリンスポーツイベント時や滋賀県地域海洋セン

ター連絡協議会事業時に救助艇等の操作
1

大型特殊運転免許

保持者
施設内道路や駐車場を除雪する際の、除雪機械操作 1

丙種危険物取扱責任者
プール温水シャワーのボイラー用灯油タンクなど適正に維持

管理
1

食品衛生責任者 施設内及び各種教室時での飲食物取扱い 1

プール衛生管理者 プールの水質など衛生的かつ安全な維持管理 1

体育施設運営士 施設のマネジメントや広報戦略、危機管理等 2

体育施設管理士 屋外施設・屋内施設・プール・芝生等の維持管理 2

甲種防火管理者 消防計画等に基づく、施設の適正な維持管理 2

介護ヘルパー2級
転倒予防教室等の介護予防事業における参加者の体調チ

ェックやサポート
1



また、PDCAマネジメントサイクルに基づき効果的。効率的に業務に取り組むことで、的確な業

務遂行を行います。

基本方針⑥

農業者等の地
'威

住民に活動の場を提供し、地域連帯感の醸成を図ります。

当施設の浅井農村環境改善センターを中心に、農業経営の研修会。研究会、営農相談、

食生活改善のための調理実習の実施等、農業者等の活動の場として広く活用いただける

よう、積極的な貸し出しを行い、地域連帯感の醸成を図ります。

われわれが実施しています 「B&G感謝祭」では、地元農家さんの野菜直売コーナーを

設け、農業者に地域とつながる場を提供しています。

計画てPtan)

内終金の
確認・

反映

蛭
(Action)

改善活動
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(2)指定管理者を希望する理由・ 目的を提示 してください。

当事業団は、公益財団法人として、その定款において、「文化施設、スポーツ施設並

びにその他の施設の設置及び管理運営と文化及びスポーツの事業を行い、地域住民の文

化及びスポーツの振興発展と豊かな人間性の涵養に寄与する」と定めています。

また、実施する事業においても①文化・スポーツ施設等の管理運営、②芸術に接する

機会の提供及び文化教養講座の主催と実施、③心身の健全な発達と健康増進を目的とす

るスポーツイベント及びスポーツ教室の主催と実施、④長浜市における文化・スポーツ

振興施策の達成を目的とした事業、⑤文化・スポーツ活動の育成及び支援等とも定めて

います。

特に、当事業団は長浜市の 100%出損によって設立された経緯と、定款に「長浜市

において地域住民を対象として事業を行う」と定めていることからも、市民にとって身

近な公共施設の指定管理者となることは不可欠なことと考えます。

当事業団では、指定管理者制度の趣旨をふまえ、当団体の設立趣旨である「各種文化・

スポーツ施設の管理運営を行い、地域住民の文化・スポーツの振興を図る」という目的

が、浅井地区スポーツ施設の設置目的や施設が担っている役割に合致していると考えて

います。

われわれは、これまでの当施設の管理運営に永年携わり、地域の方々にスポーツだけ

でなく、レクリエーション・憩いの場・集いの場 。交流の場など幅広くご利用いただけ

るよう創意工夫を凝らし、地域の拠点としての役割を果たせるよう取り組んでまいりま

した。

地域の方々とともに作りあげる「B&G感謝祭サマーフェスティバル」イベントでは、

多くの地元団体や地域住民の方々にご協力をいただき、地域の皆さんへ還元できるイベ

ントヘと成長してきました。こうしたイベントが開催できるのも、長い年月をかけて築

いてきた地域の皆さんとの厚い信頼関係があってこそ、実現できたものと自負しており

ます。

今後も、これまでの経験と実績を活かし、公平 。公正・信頼性に基づく管理運営を基

本とし、多種多様なニーズに応える取 り組みや、利用促進・サービス向上の取り組みに

より、当施設の魅力をさらに地域へと届けられるよう努力します。

地域に根差し、地域に愛され、地域を元気する施設にするためにも、当事業団が浅井

地区スポーツ施設の管理運営をさせていただきたいと考えています。
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事業回の総合力を活用した組織体制

2 組織体制 田職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

当事業団は、公益財団法人として、指定管理者、委託事業者として約40年間にわたり、長

浜市の多くの文化・スポーツ施設の運営に碧たってまいりました。その実績と培つたノウハウ

を最大限に活かし、浅井地区スポーツ施設の管理について事業団の総合力で管理運営に

あたります。

①事業回の組織と浅井地区スポーツの運営体制

事業団本部の事務局においては、事業団全体のスタッフ部門の役割を担い、浅井地区スポ

ーツ施設だけでなく、事業団が運営する他施設も含めた統括管理をします。

事務局は浅井地区スポーツ施設運営に必要な業務のうち、現場で対応する業務以外の総

務、経理、維持管理業務を担当し、バックアップに努めます。

②浅井地区スポーツ施設の職員体制

当施設の職員体制は、公の施設の管理者として質の高いサービスが提供できるよう、現場

担当者には、所長をはじめ全員実務経験年数が抱負な人材を配置します。

一方で、他のスポーツ施設で管理実績のある経験豊富なパートタイマー等を採用すること

で、スポーツフィールドに適した質の高い芝生管理や、種 目の特性を理解し専門性の高いス

ポーツ器具等の維持管理を行つています。

なお、それぞれに主たる担当業務を設定しますが、基本的に現場職員が相互に業務を行う

マルチタスク化を図ることとし、効率的な組織体制を採用します。

また、プール開業期間中は2名 のプール監視員の配置を基本とし、夏休み期間中などの繁

忙期には3名 を配置し、利用者の安全・安心の確保に努めます。

総務・経理・維持管理業務
のバックアップ体制

(公財)長浜文化スポーツ振興事業団
本部事務局

当事業団
管理運営他施設 浅井地区スポーツ施設
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(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

実務経験が豊富な人員配置

)

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

所長
管理運営統括

全体責任者

甲種防火管理者

トレーニング指導士

屋外体育施設整備士

常勤嘱託

(経験年数38年 )

交代

8: 30-21 145

主幹 施設管理

スポーツ振興事業

B&G指導員

上級体育施設管理士

2級小型船舶

プール衛生管理者

食品衛生責任者

第 1種高等学校教員

免許 (保健体育)

第 1種中学校教員

免許 (保健体育)

レクリエーション

インス トラクター

常勤正規

(経験年数19年 )

交代

8 : 30-21 :45

主事 施設管理

スポーツ振興事業

スポーツ指導資格 常勤正規

(新規採用)

交代

8: 30-21 :45

一般 施設管理、経理 ホームヘルパー 2級

ガイ ドヘルパー

常勤臨時

(経験年数9年 )

常時

8: 30-17: 15

一般 施設管理他 体育施設管理士

体育施設運営士

パー ト

(経験年数4年 )

※同様他施設35年

交代

8: 30-21 :45

一般 施設管理他 第 1種中学校教員

免許 (保健体育)

パー ト

(経験年数1年 )

※同様他施設8年

交代

8 : 30-21 :45

一般 施設管理他 パート

(経験年数3年 )

交代

8: 30-21 :45

一般 施設管理他 パー ト

(経験年数6年 )

交代

8: 30-21 :45

プール監視員 普通救命講習 受講 臨時

(プール期間中)

交代

9: 00-21 :00
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人材の育成・確保等について

(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。

公の施設を管理するうえで、職員としての意識や利用者の安全・安心を確保する知識、日

常の施設維持管理に関するノウハウなど「施設全体の運営」という視点を習得することが不可

欠です。浅井地区スポーツ施設においては、施設の運営や維持管理、自主事業の各種企

画・立案などは当然ながら、B&G財団の理念に基づく人材に必要な専門技術の習得日向上

など、幅広い見識や専門性を持つ人材の育成が求まられます。

そのため、職場を離れた Ott」Tと、事業団が有する様々な資格を持つたベテラン職員の

連携により実施するOJTを組み合わせて人材育成を行います。事業団内部のネットワークと

総合力で経験の浅い職員の育成を行います。

なお人材確保については、地域貢献の観点から基本的に長浜市およびその近隣住民を

優先的に雇用することとします。

【指定管理者職員としての教育訓練計画】

当事業団

本部職員

外部講師

着任時

および年度

当初

着任時・

定期教育

指定管理者制度の理解、業務内容把

握、前年度の業務実績振り返りなど

管理職

着任時

管理職としての基本的マネジメントスキル

の習得
タト吉[講自下

管理職スキルア

ップ研修

管理職を対

象に年 1回
マネージャー

研修
管理監督者として必要な知識の習得

当事業国

本部

所長、
ベテラン職員

毎年度当初

随時 O」T

清掃・巡回・

植栽管理の

基礎

浅井地区スポーツ施設の実情に応じた清

掃植栽手法

所長、

湖北地域

消防本部

年 2回防火・防災訓練
消火器の扱い方、避難誘導、危機管理体

市1とマニュアルの理解

外部講師 年 1回人権研修 人権に対する正しい理解

年 1回個人情報保護、プライバシー保護、

情報管理の基礎

当事業団

本部職員

個人情報管理

研修

外部講師 年 1回接遇研修
接遇マナー、苦情対応、顧客満足(CS)の

基礎

湖北地域

消防本部
年1回救急救命講習

及び AED講習

心肺蘇生や AEDの使い方、応急手当の

方法など習得

外部講師 年1回
刈払機取扱

講習

刈払機を使用する作業に関する知識や

安全な刈払機作業の習得

十1111'I† | |'ヽ 古 ||||!|liil十 1 !!‖ II‖ ,‖ i―
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Ⅲ

【専門性に関する教育訓練計画】

研修名 内容 講師 実施形態

B&G財団研修 海洋性スポーツ指導研修

・近畿ブロック地域海洋センター

連絡協議会

・滋賀県地域海洋センター

連絡協議会

B&G財団責任者会議

・B&G財団転プロモデルセンター

講習会

・B&G財団アドバンスト・インストラ

クター技能アップ研修

・B&G財 団アクア・インストラクタ

ー技能アップ研修

B&G財団 年1回参加

年2回参加

年5回参加

年1回参加

年1回参加

障害者スポー

ツ指導者資格

研修

日本障害者スポーツ協会認定

資格取得のための研修

日本障害者

スポーツ協会

協会主催研修への

参加、受験

レクリエーション

インストラクター

研修

レクリエーション関連の指導者の

レベルアップ研修

日本 レクリエ

ーション協会

協会主催研修への

参加

体育施設

運営士

スポーツ施設のマネジメントや顧客

管理、広報戦略、危機管理等に

関する研修及び資格取得

日本体育

施設協会

協会主催研修への

参加、受験

体育施設

管理士

屋外・屋内施設、プール、芝生の

維持管理、スポーツ施設の音響

維持管理等に関する研修及び資

格取得

日本体育

施設協会

協会主催研修への

参加、受験

【B&G指導員研修会】
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3 利用促進等

指定管理者の募集の趣旨を十分に踏まえた上で下記の (1)～ (4)について提示 してく

ださい。

(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。)及び達成目裸を提示してください。

1)施設機能の活用(施設の利活用策 )

利用者の多種多様なニーズに応え、さらなる利用促進を図るために、次のようなサービス

(施設の利活用策)を取り入れます。こうした取り組みにより、新規利用者を開拓するとともに、

利用者満足度の向上を図ります。

①利用促進に向けた取り組み

当施設には、設備が充実した浅井球場や浅井ら、れあいグラウンド(陸上競技場)があり、長

浜市 ё一番の施設だと考えています。こうした施設の価値を市外や県外の高校・大学・社会

人チームなどへ積極的にアピールし、当施設での合宿利用を働きかけます。合宿利用は利

用促進のみならず、地域経済の活性化も期待できることから、施設機能を活かす有効な手

段となります。また地域の方々は、競技レベルの高いパフォーマンスをまじかに見ることがで

き、特に子どもたちのスポーツに対する魅力や憧れを抱くことにもつながると考えています。加

えてトッアスリートとの交流の場をつくる機会が生まれ、子どもたちの夢を育むことができます。

合宿利用の促進

【プール回数券、プールシル′ミー害1引券の販売】

スイムやウォーキングで頻繁にご利用いただいている一般の方や、水遊び大好きな子

どものために、大人用・子ども用の回数券を販売します。また、健康に対する意識が高い

中高年向けに、身近にプールを利用していただけるよう、シルバー料金(200円 )の設定

を行います。新規利用者やリピーターのさらなる確保による利用促進へ繋げます。

長浜市浅井 B&G海洋センター プール

【個人利用料金の設定】

空き時間の有効活用として、これまでの全面・半面の占用利用だけではなく、

2～ 3人でも気軽に施設が利用できバドミントンやバスケットなどが楽しめるよう一人100

円程度の個人利用料金を設定します。利用時間の制限は、2時間程度など条件はあり

ますが、さらなる利用促進へと繋げます。

長浜市浅井 B&G海洋センター 体育館
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浅井ふれあいグラウンド

【個人利用料金 (′ジ設定】

空き時間の有効活用として、気軽にタータントラックでランニングやトレーニングが行える

よう、現状個人利用料金設定はありますが、誰でも一人100円 で利用できるよう、個人

料金の新たな設定を行います。

峰ゲラウンド,ゴヂ移:フ 騨・―ス(た〉設置】

グラウンド・ゴルフ愛好家のみならず、公園に遊びに来た家族連れなどが、気軽にプレイ

できるよう、一定期間、芝生フィールHこグラウンド・ゴルフコースを常設します。

〔グラウンド“ゴ′trフ 用具t,ヂ貸t,醜 推′≧

グラウンド・ゴルフコースの常設に伴い、手ぶらでもプレイできるようグラウンド・ゴルフ用

具のレンタルを行います。
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【ランニングコースの設定】

施設の外周道路や公園内の歩道などにキ回表示看板を設置したランニングコースを設

定することで、体力向十や健康増進へ繋げるツールを提供し求す。

【ウォーキングコースの設定】

公園内の遊歩道などにウォーキングコースを設定することで、健康増進へ繋げるツー

ルを提供します。

また、文化スポーツ公園をスタート・ゴールとし、近隣の歴史スポットを巡るモデルコー

スを紹介したコースマップを掲示します。

【ノルデイツクロウォーキングポールの賞し出し】

ウォーキングコースの設定に伴い、普段のウォーキングでは物足りない方などに向け

て、運動効果を増強するフィットネスエクササイズの一種であるノルディック・ウォーキング

ポールのレンタルを行います。

希望の郷公園・親水広場 B野外ステージ

雌
1

強井女性気7,“ り盗B
=′ョギンすaウな■牟ン

'コ

ーえ

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIIIIIIIIIIIIIIIItililifiiF I

【ノルデイックウォーキングポール】

→
スタート
(金長580M)

奮
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2)利用促進に向けた施設整備

利用者が快適に施設を利用できるよう、また利用者の多様なニーズに対応できるよう積極的

に施設整備を行います。

【浅井体育館】

整備策 内容

バスケットコートライン

の修正

国際ルールの変更により、修正が必要となったバスケットコートのライ

ンを新規ラインに修正し、大会や公式戦等の利用促進につなげます。

【長浜市浅井 B&G海洋センタートレーニングルーム】

整備策 内容

トレーニングマシンの

整備

トレーニングルームという名称ながら、トレーニング機器が全くないのが

現状です。トレーニングマシンを順次整備することで、ニーズが高いトレ

ーニングジムとしての機能を新たに提供します。

冷暖房設備の導入

トレーニングマシンの整備に伴い、快適な利用空間を提供できるよう

冷暖房設備を導入します。また、ヨガやピラティスなどスタジオとしての

利用促進を図ります。

トレーニングルームの整備については、長浜市と協議をしながらB&G財団の「多機能

化修繕助成」を活用したいと考えています。

※ 「多機能化修繕助成」は B&G財団が実施します 「海洋センター評価」の「特 A評価」

及び 「A評価」の海洋センターのみが対象です。

長浜市浅井 B&G海洋センターの2017年度評価は「特 A評価』をいただきました。

←【トレーニングマシンの整備】(イメージ)

【バスケットコートラインの修正】→
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②施設の特色を活かした自主事業の展開

基本方針で述べたとおり、当施設を今まで以上に魅力あるものとし、「スポーツを普

及・振興する役割」。「憩いの場やレクリエーション活動を促進・振興する役割」。「地域

に根差し、地域に愛され、地域を元気にする役割」を十分に発揮するために、私たちは、

浅井地区スポーツ施設の特色を活かし、次のキーワー ドを組み合わせた多彩な自主事業

に取り組みます。

卜■■ ||:|'|■|

1)スポーツを普及・振興する事業

アロ子どもの体力向上や、スポーツ好きな子どもを育みます。

子どもの体力向上

スポーツ好きな子ども

身近なスポーツライフ

健康づくり

市民の集いと憩い

みどりのレクリエーション

うるおいのある食生活

地域とのコミュニケーション

地域と連携した協働事業

憩い.の場

レクリエーシヨン活動

地域貢献日地域還元

地域協働

幼児器械体操教窒

リズム体操などの遊びの要素や、鉄棒。眺び箱・マット運動・

柔軟などの基礎的な運動能力の向上・体力の向上プログラム

を実施します。また子ども達の集中力・自立心を養うことも目

的としています。      【B&G海洋センター体育館】

ジュニア器械体操教室

鉄棒・跳び箱・マット運動・柔軟・体幹トレーニングなどの基礎

的な運動能力の向上・体力の向上プログラムを実施します。

また、子ども達の集中力・自立′いを養うことも目的としていま

す。           【B&G海洋センター体育館】

ぴょんきち水泳教室

水慣れや水遊びから始めることで、水への恐怖心をなくし、基

本的な泳法を身につけるプログラムを提供します。まずはクロ

ールを習得することを目標とします。

【B&G海洋センタープール】

レベルアップ水泳教室

泳力に応じたクラス分けを行うことで、効率的・効果的な指導

体制をとり、クロールや平泳ぎなどの基本泳法のさらなるレベ

ルアップを目指します。    【B&G海洋センタープール】

愛休み短期教室

(鉄棒嗣―ス)

夏休み期間中を利用し、鉄棒の逆上がりに種 目を絞り、連続

する日程で実施します。短期集中型の教室により、効果的な

習得が期待でき、苦手種 目を克服した自信と、さらなる興味を

持てる子ども達を育みます。 【B&G海洋センター体育館】
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Ⅲ

夏休み期間中を利用し、跳び箱の開脚跳びに種 目を絞り、連

続する日程で実施します。短期集中型の教室により、効果的

な習得が期待でき、苦手種 目を克服した自信と、さらなる興味

を持てる子ども達を育みます。 【B&G海洋センター体育館】

夏休み期間中を利用し、水泳のクロールに種 目を絞り、連続

する日程で実施します。短期集中型の教室により、効果的な

習得が期待でき、苦手種 目を克服した自信と、さらなる興味を

持てる子ども達を育みます。  【B&G海洋センタープール】

(B&G財団連携事業)

ゲームを通じて、多くのチームとの交流や親睦、そして技術の

習得、ゲームの楽しさや戦術などを体感できるよう大会を開催

します。                【浅井体育館】

硬式テニスの楽しさや興味が持てるよう、レベルに応じた指導

を行い、ジュニア導入期をサポートできるよう実施します。

【浅井文化スポーツ公園テニスコート】

水慣れ、水遊び、リズム遊びから始め、公々に浮き身や呼吸・

ビート板キックなどのプログラムを取り入れます。水への恐怖

心をなくすことを目的に実施します。

【B&G海洋センタープール】

(長浜市連携事業)

「アメリカンフットボール」の導入種日として、「フラッ

グフットボール」は市内小学校体育授業の必須となって

います。本事業をきっかけに作戦づくりのコツや練習方

法、「フラッグフットボール」の楽しさや魅力を一層体験

できる特別な出前授業を実施します。なお、立命館大学や

滋賀大学のアメリカンフットボール部の現役選手達のデ

モゲームを目の前で見たり、一緒にプレーを考えるなど

触れ合ったりすることで、トップ選手へ憧れや、将来の夢

や希望を育むきっかけをつくることが最大の目的です。

「フラッグフットボール」が長浜市を代表するスポーツ

として地域に浸透するよう取り組みます。

【市内の各小学校】

「走ること」はあらゆるスポーツの基礎となり、「走るこ

と」が得意になると、どんな競技にも有利に働くことか

ら、「速く走れるコツ」をマスターできるよう、実施しま

す。           【浅井心、れあいグラウンド他】
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親子キッズヨガ数室

(子育て支援センター連携事業・授乳室の活用)

遊びを取り入れた親子で楽しむヨガを通じて、運動好きな子

どもを育むことと、子育て世代の女性に向t'た運動機会の提

供、女性のスポーツ実施率向上を目的に行います。

【B&G海洋センターミーティングルーム他】

親子ベビーヨガ教室

硬式テニスナイター教室

(子育て支援センター連携事業・授乳室の活用)

お母さんと赤ちゃんがスキンシップを楽しみながら運動できる

プログラウムを取り入れ、子育て世代の女性に向けた運動機

会の提供、女性のスポーツ実施率向上を目的に行います。

【B&G海洋センターミーティングルーム他】

ラケットの握り方からストロークなど基本を学び、ダブ

ルスゲームが出来ることを目標に、実施します。

【浅井文化スポーツ公園テニスコート】

ピラティス教室

無チ甲の府Rい竜力きでリズムに合わせて体狩動かすことか ら

始め、徐々に全身を使った有酸素運動を取 り入れ健康増

進を図ることを目的として、実施します。

【B&G海洋センタートレーニングルーム】

【浅井農村環境改善センター】

ヨガ教室

呼吸と体の動作を融合させた状態を保つことで、バランスカ

の向上や下半身の筋カアップ、心身のリフレッシュやリラック

スを目的に実施します。  【浅井農村環境改善センター】

トランポリンフットネス教室

トランポリンを使った運動には様々な効果が期待できますが、

特に体幹トレーニングによる正しい姿勢や、膝への負担が少

ない有酸素運動を取り入れ、運動が苦手な方にも始めやす

いエクササイズを提供します。 【B&Gトレーニングルーム】

シエア卓球教室

少人数で気軽にできる卓球教室を実施することにより、生活

習慣病予防だけでなく、同世代が交流できる場を提供し、定

期的な施設利用を促すことを目的に行います。

【B&G海洋センター体育館】

ノルディックウォーキング

教室

体を安定させ膝や腰等への負担を軽減させることができ

るノルディックウオーキングを行います。生活習慣病の

予防や運動する習慣をつける働きかけを目的とします。

【浅井ら、れあいグラウンド・希望の郷公園】

転倒予防教室
転倒による骨折等から寝たきり1こなることを防ぐため、足腰の

筋カアップ等を実施します⑤【B&G海洋センター体育館 他】

イロライフステージに応じたスポーツ活動の推進事業B健康づくり事業を展開します。

【成人の週1回以上スポーツ実施率向上事業】
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カヌーを体験することにより、その技術を学びマリンスポーツ

の普及・振興を図ることを目的に実施します。   【艇庫】

OPヨットを体験することにより、その技術を学びマリンスポーツ

の普及・振興を図ることを目的に実施します。   【艇庫】

2)憩いの場やレクリエーション活動を促進・振興する事業

ア田市民の集いと憩いを提供します。

イロみどりのレクリエーション施設を活用します。

ウロうるおいのある食生活を提供します。

人工河川を活用し、最近では体験する機会の少ない川遊び

の醍醐味などを、親子や家族連れで楽しんでいただけるイベ

ントを実施します。      【希望の郷公園・親水広場】

かわいい動物や珍しい動物を集め、「動物たちのふれあい」と

「出会いの感動」を地域の方々に楽しんでもらうことを目的に

実施します。      【野外ステージ・希望の郷公園】

交通公園の機能を活かし、園内でロードトレインを見て、乗れ

て、楽しめる乗り物イベントを実施します。 【希望の郷公園】

施設内の梅林園の特性を活かし、梅狩 り体験の場を提供

します。剪定などの手入れを行い、無農薬で育てた梅の実

を提供します。              【梅林園】

テント設営方法やアウトドア料理方法などを学ぶ場として、レ

クリエーション施設を活用し、自然と触れ合える事業を展開し

ます。           【希望の郷公園・親水広場】

長浜市と包括協定を締結しているアウトドア用品メーカーなど

と連携を図り、当施設の豊かな自然を活用したキャンプグッズ

の見本市を開催します。アウトドアに興味を持つていただける

環境を、地域にとつて身近な場所で提供します。

【希望の郷公園・親水広場】

|よlr′ オi/1″ イ|「ア)||■ il

魚のおろし方や下処理の方法を一から学び、新鮮な魚の

選び方や扱い方がマスターできるよう実施し、うるおい

ある食生活を提供します。 【浅井農村環境改善センター】

地域独特の食文化である、鮒ずしのつけ方教室を実施しま

す。鮒ずしを、より食卓に広げ、地域特有の発酵食品で豊か

な食生活の場を提供します。 【浅井農村環境改善センター】
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3)地域に根差し、地域に愛され、地域を元気にする事業

ア.地域へ還元し、地域住民とのコミュニケーションを図ります。

イロ地域等と連携した協働事業を行います

B&G感謝祭

サマーフェスティバル

(地域団体・地域住民連携事業 )

一部施設の無料開放や、地域住民・社会福祉団体等と連携

したキッズ遊びコーナーやお菓子づくり」―ジー、とれたて野

菜の直売会などを行うことで、施設のPRと利用促進を図り、ま

た地域の憩いの場や交流の場としての役割を果たすことを目

的に実施します。また、本イベントに来場した家族らが一緒に

参加でき、それぞれの体力等の状態を確認し合える体力測

定を実施します。これにより市民のライフステージに応じたス

ポーツ活動のきっかけづくりや推進を目指します。

・無料開放(B&Gプール、テニスコート、陸上競技場)

・キッズ遊びコーナー(B&G体育館 )

・乗馬体看父(希望の郷公園周辺 )

・体力測定会(B&G体育館)

・お菓子作リコーナー(改善センター)

・模擬店、軽食販売等(B&G海洋センター周辺)

長浜市あざいお市マラソン

(長浜市連携事業・複数の地域団体との連携事業)

草野川沿いの自然豊かなコースを活用し、ハーフ・10km種

目などを設定した長浜市の一大スポーツイベント「長浜市あざ

いお市マラノン」を開催します。市内中学校吹奏楽都と滋賀

県警察音楽隊による合同演奏で参加者の歓迎とおもてなしの

心を伝え、給水エイドや沿道のコスモス植栽、沿道での工夫

をこらした応援など、地域が一九となってランナーを出迎え、

サポートします。なお、今年は全国各地より6,098名 のエント

リーをいただき、滋賀県最大規模の大会となりました。

【浅井文化スポーツ公園―帯】

長浜市陸上競技大会

(長浜市連携事業・競技団体等との連携事業)

トラック種目、跳躍種日、投てき種目など陸上競技を通じて、

広く市民へ健康・体力の維持や増進などスポーンに親しむ機

会を提供します。       【浅井ら、れあいグラウンド】

長浜市駅伝競走大会

(長浜市連携事業・競技団体等との連携事業)

浅井ふれあいグラウンドを発着点とした特設コースで、70年

以上の歴史ある本大会を実施します。昨年は過去最高の12

1チームに参加いただきました。 【浅井心、れあいグラウンド】
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ファミリー体力測定会

(スポーツ推進委員連携事業)

それぞれの体力等の状態を確認し合うことで、健康と運

動に対する関心を高め、家族そろってスポーツに親しむ

習慣を身につけていただくことを目的に実施します。

水辺の安全教室

(B&G財団連携事業 )

着衣状態での入水体験や、ペットボトルやライフジャケット使

つた浮遊体験等により、水辺で楽しみながらも、自分の命は

自分で守る意識を持って安全に活動する方法を学ぶ場を提

供します。      【艇庫・B&G海洋センタープール】

植樹体験

(B&G財団連携事業・市内こども園・/1ヽ 学校等連携)

森→川→湖のつながりに着 目し、豊かな湖を守るために、森

の大切さを子どもたちに伝え、自然を守り、共に生きていく心

を育むことを目的に、植樹体験型の環境学習を行います①

【浅井心、れあいグラウンド周辺・希望の郷公園 他】

B&Gマナビ塾

(B&G財団連携事業 )

夏休み期間等を活用し、「学習する場」と「スポーツやレクリエ

ーションに親しむ場」を掛け合わせた、B&Gマナビ塾を開催し

ます。元学校の先生などに協力をいただきながら、「学習の時

間」として、夏休みの宿題やプリント学習、「体験の時間」とし

て当施設を活用したスポーツ、レクリエーション活動を行いま

す。              【B&G海洋センター 他】

避難所開設訓練

(B&G財団連携事業)

住民の防災意識を高めることを目的に、実用的な訓練や

楽しみながら学ぶ訓練など、様々なプログラムを通して

災害に備える事業を行います。避難シュミレーションや

段ボールベット、非常食に関するプログラムを取 り入れ

ます。            【B&G海洋センター 他】

れぃ津♯り
碧

【B&G感謝祭乗馬体験】  【ぴょんきち水泳教室】   【幼児器械体操教室】

24



3)飲食 日物品販売及び レンタル事業

長浜市浅井 B&G海洋センター体育館

■自動販売機による飲料販売

■ビーチボールの販売

■ピン球。バドミントンシャトルの販売

■卓球ラケット・バドミントンラケットのレンタル

■売店によるフード販売

浅井体育館

■自動販売機による飲料販売

浅井文化スポーツ公国テニスコート

■自動販売機による飲料販売

■テニスラケットのレンタル

■テニスボールの販売

浅井球場

■自動販売機に1主る欲料販売

長浜市浅井 B&G海洋センタープール

■水泳帽子・ゴーグル・耳栓・水着の販売

■水泳帽子・ゴーグルのレンタル

希望の郷公園

■自動販売機の飲料販売

■売店による飲料販売てその他フード販売

【達成目標】

年度
利用者数

(希望の郷公園含む)

積算根拠

31年度 192,500人 利用促進に向けた施設の利活用策や、市民

の多種多様なニーズを取り入れたサービス向

上や利便性向上の取り組みにより、着実な利

用者確保に努めます。また、スポーツ・憩い・

集い・地域協働等による自主事業の展開や、

利用促進に向けた施設整備を順次行い、利

用者の増加を目指します。

32年度 193,400人

33年度 194,300人

34年度 195,200人

35年度 196,100人

36年度 197,000人

37年度 197,900人
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(2)地域 日関係機関・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。

当事業団では、地域に密着した施設づくりを行うため、各地域団体との連携を深めな

がら、地域に愛される施設づくりを目指し、管理運営を行ってきました。

2017年 より実施しております、「B&G感謝祭サマーフェスティバル」が地域団体

との連携・協働を示す象徴的な取組みであると考えます。地域で活躍されているスポー

ツ 。福祉・ボランティア等の様々な団体に協力いただきながら、ひとつの事業を作りあ

げることで、地域団体同士の横の連携も育むことができます。

こうした役割を当事業団が担いながら、当施設の持つ機能や特色を積粒的に活用し、

地域に根差した施設づくりと、地域住民の方々に当施設の魅力発信を行います。

【地域団体との連携 ※一例】

長浜市陸上競技協会

浅井陸上競技協会

浅井ボランティア連絡協議会

地元自治会

浅井赤十字奉仕団

市立長浜病院

長浜赤十字病院

(イ ベント時の運営協力)

(イ ベント時の運営協力)

(イ ベント時の共同実施)

(イ ベント時の運営協力)

(イ ベント時の運営協力)

(イ ベント時の医療協力)

(イ ベント時の医療協力)

■地域団体との連携

2)地域ボランティアとの連携

長浜市の一大スポーツイベント、「長浜市あざいお市マラソン」は、全国各地より毎

年 6, 000名のランナーがか加する、滋賀県最大の大会へと成長しました。

こうした成長の背景には、地域住民・地域団体の献身的なボランティア活動により、

地域が一体となって歓迎し、もてなすという心が、多くの参加者に伝わり、来年もまた

この地で走 りたいという気持ちにさせるからだと考えています。

大きなスポーツイベントによって、地域に「支えるスポーツ」という精神が根付き、

また、地域がひとつになって大会を盛 り上げようとする機運が高まります。

当施設で実施する「スポーツイベント」によって、着実にスポーツボランティアに携

わる地域の方々が増えてきました。

今後も、「スポーツイベント」による地域への貢献をモットーに、地域の皆さんに

「する」「みる」「支える」という様々な観点から、スポーツとの接点を増やす工夫を行

い、地域ボランティアの輪を広げていきたいと考えています。
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【長浜市あざいお市マラソンのボランティア活動例】

・コース沿線の約 8kmに コスモスの植栽

。私設エイ ドステーションの設置 (名水の提供)

。コース沿線でハイタッチなどの沿道応援

・コース沿道に地元からのメッセージが入った横断幕設置 な ど

1)公益財回法人ブルーシーロアンド・グリーンランド財団(B&G財団)

当施設の長浜市浅井 B&G海洋センターは、B&G財団が施設整備を行い、平成4年に旧

浅井町へ無償譲渡していただきました。

B&G財団は「スポーツ 。健康 。人づくり」をスローガンに、幼児から高齢者までスポ

ーツプログラムや健康プログラムの展開、海洋性教育プログラムによる青少年の健全育

成等を全国の海洋センターヘ普及・振興しています。

当事業団でも、この B&G財団の理念や趣旨を理解し、B&G財団が重点する事業等を積

極的に取り入れ、スポーツ振興 。人材育成 。地域コミJ_ニティ機能を果たす施設づくり

を継続的に行っています。

こうした取り組みや、利用者数、研修等への参加状況が評価され、2017年 度海洋

センター評価では『特 A評価』をいただきました。

2)日本財団      ― ―

浅井文化スポーツ公園テニスコー トには、日本財団が推進する社会貢献型自動販売機

「夢の貯金箱」を設置しています。ドリンク 1本につき 10円が寄付となり、子どもの

貧困 。難病支援やアスリー ト活動のサポー トに充てられています。

当事業団では、今後もこうした取 り組みを継続していきます。

【テニスコーHこ設置中の社会貢献型自動販売機 夢の貯金箱】

3)関係機関との連携
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●あらゆるニーズに適した施設整備

(3)地域のスポーツ振興に資する取 り組みについて提示 してください。(国民スポーツ

大会開催に向けて)

2024年 に滋賀県で開催されます第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者ス

ポーツ大会に向けて、当施設の浅井球場 。浅井ふれあいグラウンド・浅井文化スポーツ

公園テニスコー トを中心に、競技レベルの高いチームや団体等にも、快適に利用してい

ただけるよう施設環境を整えます。

特に浅井ふれあいグラウンドは、全天候型ウレタン舗装のトラックが大規模に改修さ

れ、来年 3月 にはリニューアルする予定です。改修後も今まで同様維持管理を徹底し、

国民スポーツ大会等に係る練習や合宿等の目的やニーズにも、十分応えられるよう、施

設管理に努めます。

また、浅井球場 。浅井ふれあいグラウンドの天然芝や、浅井文化スポーツ公園テニス

コー トの人工芝管理にも、当事業団が永年培った維持管理ノウハウや経験を活かし、ス

ポーツ競技おける転倒時等の衝撃緩和やけがの発生を防ぐ管理を行い、快適な利用空間

を提供します。

第 24回全国障害者スポーツ大会が滋賀県で開催されることから、障害者スポーツに

なじみの薄い地域の方々へ、障害者スポーツを知ってもらう場、体験してもらう場を設

けます。

当施設では、車イスバスケットなどでもご利用いただいております。当施設の利用団

体や利用者に協力いただきながら、障害者スポーツを体験できる場を設け、障害者スポ

ーツに興味を抱き理解してもらえるよう取 り組みます。

特に未来を担う子どもたちを対象に、小学生からできるシッティングバレーやブライ

ンドサッカーの種 目を体験できる場を提供します。

こうした実体験により、全国障害者スポーツ大会を「支える」「みる」という視点に

つなげます。

②障害者スポーツの理解

【シッティングバレー】
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広報活動の充実

(4)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。

小―ムページの作成やパブリンティの積極的な活用を通じて、ターグットとナる従来の利用

者やリピーターだけでなく、これまで利用したことのない不特定多数の市民へ周知を図り、効

率よくメッセージを届けます。

1)ホ ームページと

新たな情報発信

ツールの活用

ホームページを充実させ、講座・イベント情報や最新情報などを

発信します。

また、ホームページ上で施設の空き上情報を発信することで、稼働

率の向上を図ります。

2)新たな情報発信

ツールの活用

職員自身によるブログの開設やソーシャルネットワークリービス

(SNS)を活用した新たな広報活動を実施します。ツイッターや

Facebookのような幅広い世代に利用されている情報ツールを積極

的に用いることで、これまで利用したことのない市民の方にも関心を

持つて頂くための取組みを実践します。

イベント時のチラシを作成し、近隣施設での掲示を行います。また

子ども園・幼稚園・メ」ヽ学校・中学校、商店街や自治会等にも協力

頂きながら、多くのイベント参加者を募ります。

3)チラシの作成

4)市報の活用
イベント時などは、市の広報への掲載をご依頼し、市民への周知

に努めます。

5)パブリシティ

(新 聞・ラジオ

等)の活用

新聞やラジオ等の地域メディア等へのプレスリリース酉己信を通じ

て、各施設での取組みや実施イベント等の情報提供を積極的に

行います。

また、フリーペーパー等の媒体を利用した広報活動を行います。

6)イベント

B&G感謝祭といつたスポーツイベントやフェスティバルなど、地域

参加型のコミュニケーション手法により施設の PRを図ります。

一度も当施設を利用したことのない方を、こうしたイベントをきっか

けに、施設の存在をアピールし、今後の利用拡大につなげます。

7)希望の塔に

垂れ幕

長浜市を代表する一大スポーツイベントの周知や、地域還元イベ

ントの周知方法として、希望の塔に垂れ幕等を設置し、公園来場

者ヘインパクトのある宣伝を行います。

8)事業団総合

チラシ

事業国のネットワークや総合力を活かし、市民にスポーツ振興や

文化振興の様々な情報をまとめた総合チラシを作成し、広く市民
へ届けます。
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①市民田利用者のニーズの把握

4 サービス向上等

(1)利用者等からのユーズの把握方法を提示 してください。

当施設をより良い形で管理運営するには、利用者や外部からの評価により、改善策を見出

していくことが重要であると考えます。セルフモニタリングや行政モニタリングだけではなく、利

用者の要望・意見を聞き、運営に反映する「利用者モニタリング」や、第二者による運営内容

のチェックする「外部モニタリング」によつて、市民や利用者のニーズを把握することが重要で

す。そこで、次のようなさまざまな方法で市民や利用者のニーズ把握に取り組みます。

項 目 実施方法・効果 頻度

利用者アンケート

特に利用者の多い期間中に、利用者に対しアンケー

ト用紙を配布し、ご意見を記入して頂きます。

利用者から直接意見を汲み取りそのまま改善に繋げ

ることが可能となります。

年 2回

程度

受講者アンケート

事業参力Π者に対 L´ .アンケートを実施 L′ます。

受講者から直接意見を汲み取りそのまま改善に繋げ

ることが可能となります。

随時

利用団体向け

アンケート

当施設を利用して頂く活動団体を対象にアンケートを

実施します。

利用者から直接意見を汲み取りそのまま改善に繋げ

ることが可能となります。

随時

意見箱

年間を通じて意見箱を設置することで、施設のご意

見・ご要望を随時把握します。

普段気が付かないような改善・要望が多く出されるこ

とが期待されます。

随時

日常業務内での

ヒアリング

利用者に積極的に話しかけ、各施設に対するご感想

や要望等を把握します。利用者から直接意見を汲み

取りそのまま改善に繋げることが可能となります。

随時

スポーツ振興推進

委員会の開催

スポーツ指導者、保健医療等に携わる方、学識経験

者、施設利用者、講座受講者などの立場から、評価

及び検討を行い、事業改善を行うための助言等得

て、事業展開の見直しや新たな展開へ繋げます。

年1回

程度

ホームページに

お問合せフォーム

の設置

様々な利用者の声を拾い上げるツールとして活用し

ます。利用者にとって、言いにくい内容であつても、施

設側へ伝えやすい方法です。

随時
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3つの評価手法により、利用者ニーズの把握と、利用者満足度の向上へつなげます。

利用者モニタリング

利用者の要望・意見から

ニーズを発掘し、運営に
反映

外部モニタリング

スポーツ振興推進
委会などの第二者
による運営内容の

チェック

行政モニタリング

事業報告書等の提出
による実績評価 を受

ける

②PDCAサイクルを活用した利用者満足度の分析 い管理

上記調査を実施した結果内容を集約し、各種意見。要

望等を「Pi計画」「D:実行」「C:評価」「A:改善」に分別し、

マネジメントサイクルに沿った事業内容の分析及び検証

を行い必要な改善策を検討します。

想定される改善策のうち、実施可能なものは早急に改

善に取組みます。また、当該改善結果等は、ホームペー

ジや館内掲示板に掲示し具体的な改善内容を市民ヘフィ

ードバックします。

IPDCAサイク,レ填式区〕

(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。

利用者からの苦情や要望は、「施設サービス改善のための情報源」であり、真摯に対応す

ることが重要であることはもちろん、寄せられた苦情や要望を情報として蓄積・分析し、必要に

応じて改善策を検討・実施することで、施設サービスを確実に向上させることができます。

利用者からの苦情や要望に対して十分な対応を行わないことや、「単なるクレーム」として

放置することは、利用者からの信頼を失うだけでなく、施設サービス改善の機会を逸すること

にもつながるため、施設スタンフの誰もが、利用者からの苦情や要望に対する対応方針やポ

イントを予め整理しておき、同様の対応を行います。

れ iト

C::こ

じ Яイ!

'!モ

ACT10N

PIAN

CttECK

ACF鶴

∞
OtOl

ACTI伽

9〔91

苦情 日要望への対応方法
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1)基本的な考え方

苦情や要望が寄せられた場合は、次のような流れに沿つて、施設責任者を中心とした管理

責任者等による迅速な対応を行います。

苦情・要望対応がその場限りの対応とならないように、苦情の根本的な原因を把握し、再

発を防止するための活動を行いま'す。

こうした取り組みを定着させるために、研修や定例ミーティング時に職員間で繰り返し話し

合うことによつて、寄せられた苦情を、|トラブル」ととらえるのではなく、1改善へのご提案」とと

らえる風土を産み出します。

2)苦情受付の実施方法について

〔一次対応の実施〕

・不満に思う気持ちへの同意と理解を示す

。じっくりと相手の話を聴き、状況を把握する

〔二次対応策の検討と実施〕

・月 1回開イ程する会議において、担当者間で情報共有

。同じ苦情が起きないように根本原因の解消に取り組む

〔データの蓄積と再発 ll方上に向けた取り組み〕

・苦情内容や解決したデータを、データベース化して蓄積し、再発を防ぐ体制を構築

・蓄積したデータを、顧客対応に関する内部研修の場で情報共有することで、再発防止

―■こ向けた取り組みを行うとともイ嗽 よリー層のサービス向上に活かす   ―   ―

本人への謝罪

一次対応策実施

状況調査H確認

一次対応策検討

原因調査E確認

二次(根本)対応策検討

二次対応策実施

根本原因の改善
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要望や苦情は、

改善への   ととらえ

施設サービスを確実に

向上させる

と考えます。
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①利用者 田市民へのサービス向上田利便性向上

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

私たちは、市民や地域住民の多種多様なニーズに応えられるよう、また利用者の利便性を

高めることを目的に、次のようなサービス向上策・利便性の向上策を行い、安心・安全で快適

な利用空間の提供に取り組みます。

【長浜市浅井 B&G海洋センター体育館】

トレーニングルーム

に卓球台を設置

内容

平日昼間の空き時間を活用し、中高年を中心に広く親しまれて

いる卓球を、気軽にプレーできるよう、台の準備や片付けをする

手間が利用者にかからないよう、卓球台を設置します。

これにより、健康増進や生きがいづくり・利用者間のコミュニケー

ションの場を提供します。

ミーティングにわん

ぱくキッズルーム

空き時間を活用し、親子で楽しむキッズルームを設置し、無料で

開放します。公園利用者の子育て支援や、親子や親同士のコミ

ュニケーションを図る場を提供します。

シャワーの開放

現在は、シャワー設備はプール開設期間 (6月 中旬から8月 下

旬)のみ運用していますが、公国内のランニングコースやウォー

キングコースを快適に利用していただくため、春から秋までの期

間シャワーを開放します。

授乳室に調乳用

温水器の設置

現在、長浜市や B&G財団の支援により授乳室を設置していただ

き、小さな子を持つママさん達が数多く利用し、喜ばれています。

こうした授乳室をより充実したものにするため、調乳用の温水器

を設置し、さらなる利便性の向上を図ります。
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【調乳用温水器】【キッズルーム】
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【長浜市浅井 B&G海洋センタープール】

【浅井文化スポーツ公園テニスコート】

【希望の郷公国】

【梅林園】

【浅井体育館】

幅広い年代の方に施設を利用していただくことで、プールを身近な

施設と感じていただけるよう、無料開放日を設定します。

7月 ～8月 の平日に、朝の涼しい時間帯を利用してプレーできる早

朝無料開放を実施し、健康増進・体力向上の機会を提供します。

また、施設をPRすることで利用促進へとつなげます。

「ア●十11

公園内の人工河川を活用し、川遊びを身近な場所で安全に楽し

める環境を提供します。また夏場の熱中症対策としての効果も

期待できます。なお、安全な水位で行います。

「|｀!||十 1(.I''

,■
|イ (Ⅲ   ⅢI

i― |(I ⅢlillllI

施設内の梅林園の特性を活かし、梅狩り体験の場を提供しま

す。剪定などの手入れを行い、無農薬で育てた梅の実を広く地

域へ提供することで、地域へ還元する取組みのひとつとします。

十1イ |||(|||||ケ i―

現在、解錠・施錠を利用者にお願いしています。施錠後、鍵の返

却をしていただく手間を省けるよう、鍵返却ポストを設置していま

す。利用者の立場に立った管理運営を行います。

【人工河川での川あそび (イメージ)】
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つ利用者の利便性やニーズを考慮した休館日日開業時間の設定

1)休館 日の設定について

夏休み期間や春休み期間中は、市外・県外からのクラブ活動やサークル活動の合宿の場と

して、当施設を数多くご利用いただいています。

仕様書では月曜 日が休館 日となつていますが、こうした合宿利用者へ、数 日間連続して利

用できる環境を提供し、また施設の利用促進を図るため、夏休み期間中と春休み期間中は、

月曜 日も開館いたします。

また、月曜 日が祝祭 日の場合、直後の平 日を体館とすることが仕様書では規定されていま

すが、施設利用者にはわかりにくいため開館します。なお、休 日の翌 日も同様の理由で開館

します。

2)開館時間の設定について

開館時間は、利用者に浸透していることから基本的に現行時間を継続することとします。

ただし、公共性のある大会やイベント等の開催 日については、開館時間を早めたり、閉館時

間を遅らせるといつた、利用者の立場に立った柔軟な対応を行います。

長浜市浅井B&G海洋

センタープール

6月 第3土曜日から8月 31日

以前の最後の日曜 日までの

日以外の日

左記開業期間中のうち、祝祭日に

あたらない月曜日(ただし、夏休み

期間中を除く。夏休み期間中は、

月曜日も開館する)

艇庫 6月 中旬～9月 中旬 左記開業期間中のうち、祝祭日に

あたらない月曜日(た だし、夏休み

期間中を除く。夏休み期間中は、

月曜日も開館する)

・浅井心、れあいグラウンド

・浅井球場

・浅井文化スポーツ公園

テニスコート

・長浜市浅井B&G海洋

センター体育館

・野外ステージ

・浅井農村環境改善

センター

・浅井体育館

①月曜日。ただし、その日が

祝祭日に当たるときは、そ

の日の直後の休日でない

日

②休 日の翌 日。ただし、その

日が土曜 日、日曜 日又は

休日に当たるときは、そ の

日の直後の上曜 日、日曜

日、休 日又は当該施設の

休業日でない日

③ 12月 29日 ～翌年1月 3日

祝祭 日にあたらない月曜日(た だ

し、夏休み及び春休み期間中は、

月曜日も開館する)

※月曜 日が祝祭 日の場合、直後

の平 日を休業とすることが仕様書

では規定されているが、利用者に

はわかりにくいため開館日とする

(休 日の翌日も同様の理由で開館

とする)
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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。

私たらは永年の当施設の管理運営経験を活かし、施設の特性を踏まえた無駄な経費の削

減を徹底することで、公の施設の管理者としての責務と市民へのサービス還元に積極的に取

り組みます。

浅井地区スポーツ施設全般の業務内容や実施方法を見直し、業務効率の改善と経費削

減に取り組みます。物品購入や実施業務等においては、浅井地区だけではなく、当事業団

が管理運営に携わるイ(夏数施設一括で行えるものは積極的に実施し、トータルコストの削減に

努めます。

t複数施設一括管理における経費削減の取り組み

対象業務 経費削減策

人員の効率配置・

バックアップ体制の

確立

事業団本部のバックアップ体制や事業国内部のバックアップ体制を

確立し、効率的な人員体制に努めます。

日常清掃・警備巡回

等業務の内製化

日常清掃や警備巡回等の業務を職員が行うことで、コストを削減しま

す。ただし、適切な業務が遂行できるよう、清掃・警備ともに業務経験

が豊富な者が指導することで、経費縮減と質の維持向上を両立させ

ます。

物詰購入
ライン用石灰・除車剤・サH砂・真砂土など、複数施設で必要物品を一

括購入することで、平均コストの削減を実現します。

外部委託業務の

見直し

可能な限り職員で対応するとともに、事業国内での協力体制により、

業務を行います。ただし、専門的かつ特殊な点検項目については外

部委託し、地元企業を積極的に活用します。

業務の一括発注と

複数年契約

外部委託を必要とする業務の中で、事業団組織で同種の消防設備

点検や施設機械警備などは一括で発注するとともに、複数年契約に

よるコスト削減を図ります。

作業用機械等の

共有化

事業団のスケールメリットを活かし、神照運動公園と芝生フィールドを

管理する作業機械等の共有化を行います。作業機械等の共有化に

より、機械購入費を節減しながらも、質の高い管理に努めます。

【施設間で共有している作業機械等】
・乗用芝刈機 ・スイーパー ・目土散布機 ・バイブロエアレーション
・肥料散布機 など
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(D環境にも配慮した経費削減の取り組み

当事業団では、3Rや省エネ活動に、日ごろから積極的に取り組んでいます。そうした経験

を活かし、日常の管理運営業務における光熱費の削減に積極的に取り組み、経費の削減と省

エネルギー対策の取り組みを両立させます。

そのため、毎年度光熱費の削減 目標を定め、職員の意識向上を図ります。なお、電力自

由化に伴う高圧電気供給については、以前の電力供給会社と同じ品質・安定度でありながら、

安価である新たな電力会社と平成25年 4月 より高圧電気需給に関する契約を結んでいます。

また、利用者にも呼びかけを行うことで、環境意識に対する啓発にも取組みます。

事業団が現在まで施設を維持管理してきた実績や経験・ノウハウを最大限に生かし、施設

の日常保全や定期的な補修により、施設の長寿命化を図ります。

予防的な保全を含めた計画的な修繕を行うことにより、維持管理コストの低減を図り、ライ

フサイクルコスト(施設の生涯経費)の低減に努めます。

①不具合箇所の早期発見や部品交換等で、施設や機器・備品が長持させるよう努めます。

②故障・修繕工事等による施設機能停止を招かないよう、予防修繕に努めます。

③施設点検チェックシートや遊具点検表によるきめ細やかな点検で、不具合・修繕箇所の

早期発見を行い、修繕費のコスト削減に努めます。

項 目 具体的な対策(―例)

照 明
ソフト

業務上支障の無い範囲での間引き照明

使用していない部屋や場所の消灯

昼休みや時間外の消灯

ハード LED照 明や高効率蛍光灯への交換推進

空調

ソフト

夏季 28°C、 冬季 18℃に設定

クールビズ、ウォームビズの推進

春、秋の外気による換気

換気ファンの間欠運転 (外気導入による冷房負担を減らす)

月に一度のフィルター清掃・交換

ハード

室外機周辺の障害物除去及び直射日光を避ける

ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれ等の活用

扇風機の使用

OA機器 ソフト
パソコンの離席時の電源 OFFや省エネモード設定

不使用機器のプラグをコンセントから抜く

⑤予防的な保全によるライフサイクルコストの低減
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平成  年  月  日点検年月日

点 検 者

〈口
穣

施
設
長浅井文化スポーツ公園

施
設
名

【
爵
胸
封
藩
難
ｅ
ｌ
営

】

ω
⑮

遊 器 具 点 検 表

通常の管理・点検方法

傷害保険等の加入状況

異常なし

早急修理必要

近い将来修理必要

塗装が必要

破棄(修理及び使用不可)

A

B

C

D

E

点  検 項  目

点 検 所  見

《記入方法》遊器具名…・プランコ(OttO連 )滑り台 アスレチック遊具 砂場 築山など

2人 1組で点検し、必要事項を記入のうえ、点検結果にA～E評価

修 理 内 容点検結果不良箇所および詳細点検項目番号遊器具名

鋼材の腐敏及び塗装状況

支柱及び梁等の鋼材の曲がり

基礎部の異常

その他部分品一般不良不足

9

10

11

12

ロープ及びネットの強損

鋳物及び接続金具の不良

木部の腐敏及び割れ

回転部の不良

5

6

7

8

各部材の亀裂、溶接箇所の不備

ボルトナットの摩擦・破損

備=吊具の摩擦及び座板破損

滑り面の破損

1

2

3

4



O事業国会計ルールにおける経費削減について

当事業団会計規程に基づきあらゆる会計処理を行つています。その会計規程は能率的か

つ適正な経理を執行し、健全な会計処理をすることを目的としています。この事業団会計ルー

ルに基づき経費を削減します。

1)価格比較のルールに基づいた発注

事業団会計ルールでは、一定の金額以上の物品購入や委託発注には価格比較を義務づ

けています。一定金額以上の物品購入や委託発注については、必ず同種業者の見積書複数

枚を比較し、安価な業者を見極め発注します。

2)地元企業への優先発注について

物品購入や修繕、外部委託等の発注においては、地元企業への発注を最優先し経費削減

しながらも地元密着、地元還元への精神は忘れません。

【経費削減の総合的な考え方】

購入物品の共通化

一括発注により

物品購入費削減

事業団全体での

バックアップ体制

兼務体制の構築で

人件費肖1減 供給電力会社

の変更による

予防保全による

修繕費の削減
サービス低下に

つながらない

経費削減を

実現します

事業団ルール

における

各種経費の削減

外部委託費の精査

業務の共通化により

委託費削減
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利用料金は条例の現行の料金体系を引き続き継続 します。

(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。

1)利用料金設定の考え方

当施設は公の施設であり、市民が気軽に参加できる利用料金の設定を行うべきと考えています。

一方、利用料金は施設運営の健全経営のための原資ともいえます。経費を下回る料金を設定

することは、施設の適切な運営のための原資を失うことであり、避けなければいけません。指定管

理者は、施設の安全。安心・平等な運営と利用者の満足度向上のためには健全かつ安定的な財

務基盤が必要だからです。

市民が気軽に参加できる利用料金を設定しながら、私たちの財務基盤を安定させ、質の高い

サービスを提供できるようにするのが、公共の有料施設を管理する指定管理者の責務と認識して

います。現時点において特に利用者からの不満や問題の指摘もなく、現行料金が利用者に受け

入オしらオしているといえます。

2)施設の利用料金について

原則、現行の料金体系を継続します。ただし、利用者から利用料金の改定を求める声が多く届

いたりした場合は、市に連絡、相談させていただきます。

1時間 800円 800円海洋センター体育館 アリーナ
~ド

レユニ「ング室〃

~1時
間 500円

~

500円

ミーティングルーム〃 1時間 200円 200円

1時間 700円 700円テニスコー ト

クラブハウス〃 1回 000円2 000円2

照明料〃 1時間 500円 500円

1時間 2,000円 2,000円浅井球場

本部席〃 1回 000円2 000円2

照明料〃 1時間 000円3 3,000円

ふれあいグラウンド 1時間 2,000円 2,000円

本部席〃 1回 000円2 000円2

照明料(全灯)
〃 1時間 4,500円 4,500円

浅井体育館 1時間 800円 800円

1時間 400円農村環境改善センター 集会室 400円

生活研修室〃 1時間 100円 100円
〃 農事研修室 1時間 100円 100円

イ|'IIイ
|ド ||`ヽ tl・ |)(llllサ ー

'||

41



〃 調理実習室 1時間 300円 300円
〃 農産加工室 1時間 300円 300円

野外ステージ 1時間 500円 500円

艇庫 1時間 1,000円 1 000円

Ⅲ

浅井文化スポーツ公園全体図

)
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1利用者の安全を最重要視する質の高い維持管理を実施します。

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

ください。

施設の維持管理については、利用者の安全・安心の確保を最優先に掲げて業務を行いま

す。過剰なコスト削減を行うのではなく、創意工夫を凝らし、今後も質の高い維持管理を行い

ます。

当施設の維持管理業務については、建築基準法、電気事業法、廃棄物処理法などの関

係する諸法令と、長浜市が定めた仕様書を順守して行います。それにより、施設および附帯

設備を常に良好な状態に保ち、利用者に常に安全。安心で快適な空間を提供します。

各施設の維持管理業務に関しては、実際に施設・設備のメンテナンス状況に問題はない

か、さらに仕様書どおりの業務が行われ′ているか″確認するために、各研I場にR「したチエック

リストを作成します。このチェックリストを活用することで、漏れなく、適切かつ効率的に各施

設。エリアの維持管理業務を行います。また、施設・設備の点検状況や設備の更新、さらに修

繕等に対する履歴情報をはじめとするあらゆる管理情報をデータベース化してそれを 1カ月

イこ1度、定期的に確認することで、施設管理状況の客観的な把握に努めるとともに、ムラ・ム

ダのない管理が行われていることを監督します。

【長浜市浅井 B&G海洋センター プール使用期間前点検表 】

ブール施設設備の使用期間前点検表

2｀チエツクリス トの活用により、維持管理業務の質を向上させます。
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【施設点検チェックシートの一例 (長浜市浅井 B&G海洋センター体育館 )】

施設点検チェックシート

施設名称 【長浜市浅井B&G海洋センター体育館】

点検日 【平成  年   月  日】

点検者氏名 【        】

※「点検結果」の欄には、(O:良好)、 (× :不備・不具合)の区分を記入すること

チェックリスト 点検結果 不備や不具合の状況等

玄
関

・
ロ
ビ
ー
等

照明器具に不備(電球切れなど)はないか

床(フロアタイル)に破損個所はないか

トイレの設備に不具合はないか

更衣室 ,シャワー室の設備に不具合はないか

玄関扉の開閉に不備はないか

ガラスに破損個所はないか

イスやテーブル等の物品に破損個所はないか

掃除がされているか

ア
リ
ー

ナ

照明器具に不備 (電球切れなど)はないか

フロアに破損個所はないか

出入扉の開閉に不備はないか

窓ガラスに破損個所はないか

器具庫は整理整頓されているか

暗幕(カーテン)に破れ等はないか

用具(支柱等)に不備はないか

掃除がされているか

ト
レ
ー

ニ
ン
グ
ル
ー

ム

照明器具に不備(電球切れなど)はないか

フロア・畳に破損個所はないか

出入扉の開閉に不備はないか

窓ガラスに破損個所はないか

器具や物品が整理整頓されているか

掃除がされているか

ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
ル
ー

ム

照明器具に不備 (電球切れなど)はないか

フロアに破損個所はないか

出入扉の開閉に不備はないか

窓ガラスに破損個所はないか

机やイスなどの物品が整理整頓されているか

掃除がされているか

そ
の
他

施設の周辺や駐車場に危険個所や不具合はないか

放送設備に不具合はないか

落書き(特に人権侵害に関する)はないか

その他、気になるような不具合はないか
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'予
防保全に基づき、高品質な維持管理業務を推進します。

施設や設備の維持管理においては、良好な維持管理状態を保ち、劣化の進行速度が遅

くなるように、悪くなつてからメンテナンスを行うのではなく、予防保全の考え方に基づいて、

適剪な周期で適切な作業を行うことが必要でサ。

こうした、施設・設備の高品質維持=長寿命化の考え方から、維持管理業務にあたります。

碧施設は、多くの方が訪れる場所であるため、「全ての人が、いつでも、楽しく安全で、安

心・快適に利用できる」ことが、何よりも大切であると考えています。

事故、犯罪、火災等の防止の荏見点から巡回重点箇所を示したマップを作成し、施設巡回

を徹底し、不審者の有無の確認や子どもの危険行為の防止等に細心の注意をはらいます。

なお、施設周辺巡回は、防犯の荏)と 点から従来より地元警察署に巡回地点として協力をいた

だいています。

1)重点的に巡回する場所

ア.【B&G海洋センターおよびテニスコート裏】

建物の死角で、深夜等に部外者が侵入することがあるため巡回・注意します。

イ.【希望の郷公園】

夏休み時期は、夜に中学生や高校生をみかけることもあるため、巡回・注意します。

ウ.【 野外ステージ】

斜面の起伏による死角があるため、いろいろな人の体憩に活用されています。

建物の材質が木材であるため、落書き等がないか、巡回・注意します。

工.【梅林園】

梅林により見通しが悪く、梅林園内にある東屋や便所に落書きやごみの放置等が

ないか、巡回・注意します。

オ.【浅井球場北側】

野球場の観覧席が視界を遮り、死角となつているため、ごみの放置等がないか、

巡回・注意します。

(ウ )

11)日 常的な巡回の徹底により、安全性と快適性を提供します。

(ア ) (フr)

45

(EE) (フト)



2)巡回するコース(巡回路 )

日常的なトイレ清掃と施設周辺美化清掃を兼ねて、下図のとおり巡回します。

―
北周り

― 南周り

①公園北狽1トイレ・しょうがい者トイレ

②梅林園トイレ

③農村環境改善センタートイレ

④浅井球場トイレ

⑤すば一く浅井トイレ

⑥浅井B&G海洋センタートイレ

⑦公園南側トイレ

③お、れあいグラウンド西側トイレ

⑨心、れあいグラウンド東狽」トイレ

⑩テニスコートトイレ

⑪浅井体育館トイレ

3)巡回する頻度

9時、 16時、 21時 30分の1日 3回、施設を巡回します。

建物・設備の各部分の劣化の状況に応じて適切な時期に修繕を行わないと、劣化はどんど

ん進み、公共施設としての快適性も長浜市民の資産としての価値も低下してしまうことになりま

す。また、劣化が一定以上進んでしまうと、修繕に多額の費用が必要になり、以前の状態に戻

すことも困難になります。

このようなことから、公共スポーツ施設として長期にわたつて快適で安全な施設して維持し、

また、市民の大切な資産としての価値を保全するために、計画修繕のもと適切な時期に適切

な修繕を行うことが重要だと考えます。

当事業団では、指定管理期間7年で浅井地区スポーツ施設を、つぎのとおり計画的に修繕

を実施します。

|こケ計画修繕のもと、適切な時期に適切な修繕を行います。
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【修繕費の執行および計画修繕の考え方】

予防保全の観点か
らの計画修繕

7年間にわたり計画的に順次修繕

指定管理料

修繕費
150万円 突発修繕 迅速かつ適切に修繕対

※修繕費の計画修繕と突発修繕の費用割合分担は年度当初に確定し実施していきます

利用者に対し、施設を安全かつ快適に維持し、その役割と機能を発揮できるようにするた

めには、施設を常に正常な状態に維持することや、それに付随する修繕などを効果的な行う

必要があります。

維持管理には、建物・設備の維持やスポーツ機能等の維持などがありますが、特に利用者

の安全性及び快適性の維持が求められていると考えます。

当事業団は、永年当施設の管理運営に携わっていることから、施設の安全性や快適性を

維持するために、特に重視する維持管理項 目が把握できています。

そこで、利用者の安全・安心を確保し、満足度の高い施設環境を提供するために、つぎの

項目については、仕様水準を上回る取り組みを行います。

7年間の修繕計画 例

修繕年度 施設名 修繕内容

平成31作度 希望の郷公園 遊具取替修理

平成32年度 テニスコート 電車す隻殺虫器取替修理

平成33年度 希望の郷公園 ローラー滑り台ベアリング取替修理

平成34年度 テニス¬―ト 電球及び安定器取替修理

平成35年度 艇庫 出入用扉一部腐食により部分補修

平成36年度 浅井体育館 駐車場区画ライン塗り替え

平成37年度 浅井農村環境改善センター 駐車場区画ライン塗り替え

⑥施設の特性を踏まえた、仕様書を上回る維持管理業務を実施します。
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1)浅井ふれあいグラウンド

内外装の仕上げ材の浮き・ひび割れ

はがれ、かびの発生等の状況を確認

トラック(全天候型塗装)の浮き・ひび

割れ・はがれ等の状況を確認

外観点検

金属部分の腐食状況を確認

夜間照明

保守点検
電球切れ・点灯状況等の確認

放送設備

保守点検
スイッチの接触、音声の状況等の確認

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持と安全性の確

保を図ることを目的に

行います。

施設内 ,

施設周辺

の清掃

ごみ拾い
3 回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の

水準以上行います

トイレの

清掃

(2ヶ所 )

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上げ、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給
日

1回 /
1回 /日

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催さ

れる日は、朝と昼の 2

回行います。

本部席

倉庫の

清掃

床面掃き掃除、

カウンター・いすの拭き掃除

回 /i

月
2回 /月

月 2回の定期点検時

に実施することで、仕

様書の水準以上行い

ます。
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2)浅井球場

内外装の仕上げ材の浮き・ひび割れI

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

夜間照明

保守点検
電球切れ ,点灯状況等の確認

放 送 設 備

保守点検

スイッチの接触、音声の状況等の

確認

スコアボー

ドの

保守点検

スイッチの接触、表示動作等の確認

回 /1

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持と安全性の確

保図ることを目的に行

います。

施設内・

施 設 周 辺

の清掃

ごみ拾い
3 回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の水

準以上行います。

トイレの

清掃

(1ケ所)

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上|ザ、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

1 回 /

日

1回 /日

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催され

る日は、朝と昼の 2回

行います。

本部席

倉庫の

清掃

床面掃き掃除、

カウンター・いすの拭き掃除 月

1回 /
2回 /月

月 2回の定期点検時

に実施することで、仕

様書の水準以上行い

ます。
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3)浅井文化スポーツ公園テニスコート

)

内外装の仕上げ材の浮き・ひび割れ

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

夜間照明

保守点検
電球切れ・点灯状況等の確認

月

1 回 /
2回 /月

定期点検回数を増やす

ことで、不具合や不良

箇所などの早期発見に

努め、施設機能の維持

や、安全性確保を図る

ことを目的に行います。

施設内・

施 設 周 辺

の清掃

ごみ拾い
3 回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の水

準以上行います。

トイレの

清掃

(lヶ所 )

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上げ、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

3 回 /

週

1回 /日

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催され

る日は、朝と昼の・2回行

います。

クラブ

ハウスの

清掃

床面掃き掃除、
回 /1

月
2回 /月

月 2回の定期点検時に

実施することで、仕様書

の水準以上行います。

)
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4)長浜市浅井 B&G海洋センタープール

内外装の仕上げ材の浮き'ひび割れI

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

1回 /

月
2回 /月

水道設備

保守点検
水道設備 (給水・拶F水 )の保守点検

地下水くみ

上十ず設備

保守点検

地下水くみ上げ設備の保守点検

循環ろ過

設備

保守点検

循環ろ過設備の保守点検

ボイラー

保守点検
ボイラーの保守点検

1回 /

月

開業

期間

中

2回 /月

開業

期間中

定期点検回数を増やす

ことで、不具合や不良

箇所などの早期発見に

努め、施設機能の維持

安全性の確保を図るこ

とを目的に行います。

プール

水質検査
プールの水質検査

3回 /

日

開業

期間

中

5回 /日

開業

期間中

9時・12時・16時・

18時・21時の計5回行

います。
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5)長浜市浅井 B&G海洋センター体青館

)

内外装の仕■げ材の浮き・ひび割れ

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

放送設備

保守点検

スイッチの接触、音声の状況等の

確認

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持を図ることを目

的に行います。

施設内・

施 設 周 辺

の清掃

ごみ拾い

トイレの清

掃

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上Iず、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

回 /1

1回 /日

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催

される日は、朝と昼の

2回行います。
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6)芝生親水広場・希望の郷公園・梅林国・駐車場

内外装の仕上げ材の浮き・ひぴ割れ ,

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

人工河川

循環ポンプ

設 備 の保

守点検

人工河川循環ポンプ設備の保守点

検

遊具の

維持管理

目視・聴診・触診による破損、不具合

の状況確認

交通公園

信号機の

保守点検

交通公園内の信号機の動作確認

回 /1

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持や安全性の推

保を図ることを日的に

行います。

施設内・

施 設周 辺

の清掃

ごみ拾い
3 回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の水

準以上行います。

トイレの

清掃

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上|ず、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

1回 /
1回 /日

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催され

る日は、朝と昼の 2回

行います。

自転車

小屋の

清掃

床面掃き掃除、自転車 ,一輸車・

ミニカーの整理整頓

梅林園

東屋の

清掃

床面掃き掃除

机。いすの拭き掃除

回 /1

月
2回 /月

月 2回の定期点検時

に実施することで、仕

様書の水準以上行い

ます。
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)

7)野外ステージ

8)浅井農村環境改善センター

内外装の仕上げ材の浮き'ひび割れ・

はがれ、かびの発生等の状況を確認外観点検

金属部分の腐食状況を確認

ステージ

設備保守

点検

照明・音響設備の保守点検

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持を図ることを目

的に行います。

施設内・

施 設 周 辺

の清掃

ごみ拾い
3回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の水

準以上行います。

床面掃き掃除、くもの巣の除去
ステージ

楽屋の

清掃
床面掃き掃除

1回 /

月
2回 /月

月 2回の定期点検時

に実施することで、仕

様書の水準以上行い

ます。

内外装の仕上げ材の浮き・ひび割れI

はがれ、かびの発生等の状況を確認

外観点検

金属部分の腐食状況を確認

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持を図ることを目

的に行います。

施設内・

施 設周 辺

の清掃

ごみ拾い
1回 /

週
1回 /日

日常の施設周辺美化

清掃により仕様書の水

準以上行います。

トイレの

清掃

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上げ、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

1回 /

週

1回/週

行事等は

2回 /日

行事等が開催される日

は、朝と昼の 2回行い

ます。
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9)艇庫

内外装の仕上げ材の浮き'ひび割れ ,

はがれ、かびの発生等の状況を確認

外観点検

金属部分の腐食状況を確認

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増や

すことで、不具合や不

良箇所などの早期発

見に努め、施設機能

の維持を図ることを目

的に行います。

浮き桟橘

設置

浮き桟橋の固定するロープにゆるみや

不具合等がないか確認

稼働日

及び

2回 /月

開業

期間中

仕様書に記載はない

が、安全な施設利用

を第一に考え、行いま

す。

西池の

はす刈取り

西池の湖面利用範囲におけるはすの

メ」取り

1回 /

年

1回/週

開業前

開業

期間中

近年の環境変化によ甲

はすが広範囲で繁茂し

ている状況です。

艇庫活動が安全かつ

快適に実施できるよう

週に1回実施します。
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10)浅井体育館

スポーツ施設の天然芝には、スポーッ競技における転倒時等の衝撃緩和やけがの発生

を防く
｀
ことが機能として求められます。また気温や湿度を調節したり、地表面を保護し

土壌の流出や砂塵の飛翔を防く
゛
効果もあります。

また、スポーッ施設の天然芝の条件として、スポーツ競技に応じた密度や品質・色合

いを兼ね備え、使用頻度に耐えられる強い芝生であり、ダメージ (損傷等)を受けた場

合にも回復が早いことなどが挙げられます。

芝生は生きた植物であるため、健全に生育させるためのきめ細やかな維持管理が必要

不可欠です。当事業団では、永年スポーツ施設の天然芝の維持管理に携わり、当施設の

特性を熟知し、数多くの経験や豊富な知識によって、適正な維持管理を続けてまいりま

した。

これまでの実績に基づき作成しました、つぎの維持管理業務内容及び業務実施計画に

より、スポーツ競技に適した天然芝の維持管理業務を継続して遂行します。

業務項目 業務内容
仕様

水窄

提案

頻度

基本的な考え方

重視するポイント

外観点検

内外装の仕上げ材の浮き・ひび割れ

はがれ、かびの発生等の状況を確認

1回 /

月
2回 /月

定期点検回数を増やす

ことで、不具合や不良

箇所などの早期発見に

努め、施設機能の維持

を図ることを目的に行い

ます。

金属部分の腐食状況を確認

放送設備

保守点検
スイッチの接触、音声の状況等の確認

施設周辺

駐車場の

清掃

ごみ拾い

1回 /

週

1回 /週

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催され

る日は、朝と昼の 2回行

います。

除草・こけ等の除去
2回 /

年
1回 /月

施設周辺美化のため仕

様書の水準以上行いま

す。

トイレの

清掃

床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、

鏡磨き上げ、汚物処理

トイレットペーパー・石けん水補給

3回 /

週

3回 /週

大会等は

2回 /日

大会行事等が開催され

る日は、朝と昼の 2回行

います。

⑥スポーツ競技に適した、天然芝の維持管理を遂行します。
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1-1)浅井球場の業務内容

業務項目 業務内容

目土散布

外野の定位置など、芝生が擦り切れて薄くなり地面が見えだしている箇

所においては、日上(砂 )を行い、肥料と水分を与えて一部養生します。

また、凹凸が生じた箇所は、目土(砂 )を入れてトンボでならし、水溜りの

防止と葉や茎の伸長を促します。

補植作業
外野の定位置など、部分的に裸地化した場合、新たな首を植え、肥料と

水分を与えて一部養生します。

肥料散布
芝生の損傷や、維持管理による刈り込みから回復を促すため、土壌中に

十分な養分を与えます。

刈り込み

刈り込みにより刺激や、利用者にスパイク等で踏まれる刺激により、葉の

伸長を促進したり新たな葉や茎の発生を促します。このことから、利用者

にとっての使いやすさや管理のしやすさ、擦り切れにくさを考慮し、芝生

の生育に合せて草丈がおよそ2～ 4cmに保たれるよう刈り込みを行いま

す。刈り込むタイミングは、芝生の車丈が 15～ 20倍になる頃に実施し

ます。

定期的な刈り込みにより、常に緑で柔らかい之生を保つことができます。

刈りカスについては、芝生集積機で回収を行うことで、加湿や生育不良

を防ぎます。

散水作業
夏場の極端な水分の不足を防止するため、散水作業を行います。部分

的な過不足が生じないように、どの場所も均一的に散水を行います。

除草剤散布
夏場の極端な水分の不足を防止するため、散水作業を行う。部分的な

過不足が生じないように、どの場所も均一的に散水を行います。

殺虫剤散布
害虫などの侵入によって、深刻な芝の痛みや病気などが発生するケース

が多いため、殺虫剤散布を行います。

サッチ取り

刈りカスや枯れた芝生が堆積した層をサッチといいますが、このサッチに

より通気性と水はけを悪化させ、地表に光があたらなくなることで、芝生の

成長を妨げる原因となるため、サッチ取りを行います。

エアレーション

之生を活性化させるため、地面に穴を空ける作業としてエアレーションを

行います。地面に穴を開けることで芝生の根に空気を供給できる効果

や、土力Чよぐれることで水はけの改善にもつながります。

養生

現在浅井球場は夏芝(暖地型芝草)を植えており、冬季には芝生の勢い

が衰え、休眠状態になることから、適切な維持管理を行ううえで養生期

間を設けます。
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1-2)浅井球場の業務実施時期

)

業務実施時期

月 上旬 中旬 下旬

4月 補植作業 肥料散布 刈り込み

5月 補植作業 刈り込み

目土散布

6月 肥料散布 刈り込み 刈り込み

7月 メ1り込み 刈り込み

散水作業

メ1り込み

散水作業

8月 刈り込み

散水作業

刈り込み

散水作業

刈り込み

散水作業

サッチ取り

9月 刈り込み

肥料散布

刈り込み

10月 刈り込み 刈り込み

11月 サッチ取り

除草剤散布

殺虫剤散布

12月 養生期間 養生期間 養生期間

1月 養生期間 養生期間 養生期間

2月 養生期間 養生期間 養生期間

3月 サッチ取り

目土散布

エアレーション

除草剤散布

殺虫剤散布
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2-1)浅井ふれあいグラウンドの業務内容

業務項目 業務内容

目土散布

サッカーゴール前やキックオフの場所など、之生が擦り切れて薄くなり地

面が見えだしている箇所においては、目土(砂 )を行い、肥料と水分を与

えて一部養生します。

また、凹凸が生じた箇所は、日土 (砂 )を 入れてトンボでならし、水溜りの

防止と葉や茎の伸長を促します。

補植作業
サッカーゴール前やキックオフの場所など、部分的に裸地化した場合、

新たな首を植え、肥料と水分を与えて一部養生します。

肥料散布
之生の損傷や、維持管理による刈り込みから回復を促すため、土壌中に

十分な養分を与えます。

刈り込み

刈り込みにより刺激や、利用者にスパイク等で踏まれる刺激により、菓の

伸長を促進したり、新たな葉や茎の発生を促します。このことから、利用

者にとっての使いやすさや管理のしやすさ、擦り切れにくさを考慮し、芝

生の生育に合せて草丈がおよそ2～ 4cmに保たれるよう刈り込みを行い

ます。刈り込むタイミングは、之生の車丈が 15～ 20倍になる頃に実施

します。

定期的な刈り込みにより、常に緑で柔らかい之生を保つことができます∪

刈りカスについては、之生集積機で回収を行うことで、加湿や生育不良

を防ぎます。

散水作業
夏場の極端な水分の不足を防止するため、散水作業を行います。部分

的な過不足が生じないように、どの場所も均一的に散水を行います。

除草剤散布
雑草の侵入によって、雑草の生育力が芝生の生育力を上回るケースが

多いため、除草剤散布を行います。

殺虫剤散布
害虫などの侵入によって、深亥1な之の痛みや病気などが発生するケース

が多いため、殺虫剤散布を行います。

サッチ取り

刈りカスや枯れた之生が堆積した層をサッチといいますが、このサッチに

より通気性と水はけを悪化させ、地表に光があたらなくなることで、芝生の

成長を妨げる原因となるため、サッチ取りを行います。

エアレーション

芝生を活性化させるため、地面に穴を空ける作業としてエアレーションを

行います。地面に穴を開けることで芝生の根に空気を供給できる効果

や、上力Чよぐれることで水はけの改善にもつながります。

養生

現在浅井ふれあいグラウンドは夏芝(暖地型之草)を植えており、冬季に

は芝生の勢いが衰え、休眠状態になることから、適切な維持管理を行う

うえで養生期間を設けます。
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業務実施時期

月 上旬 中旬 下旬

4月 補植作業

養生期間

肥料散布

養生期間

刈り込み

養生期間

5月 養生期間 補植作業

養生期間

刈り込み

目上散布

養生期間

6月 肥料散布

養生期間

刈り込み

養生期間

刈り込み

養生期間

7月 刈り込み

補植作業

刈り込み

散水作業

刈り込み

散水作業

8月 刈り込み

散水作業

刈り込み

散水作業

刈り込み

散水作業

サッチ取り

9月 刈り込み

肥料散布

刈り込み

10月 刈り込み 刈り込み

11月 サッチ取り

除草剤散布

殺虫剤散布

12月 養生期間 養生期間 養生期間

1月 養生期間 養生期間 養生期間

2月 養生期間 養生期間 養生期間

3月 サッチ取り

目土散布

エアレーション

養生期間

除草剤散布

殺虫剤散布

養生期間

養生期間

2-2)浅井ふれあいグラウンドの業務実施時期

施設利用に伴う制限事項

①フィールド (芝生部分)において終日サッカーの試合 (練習試合・公式戦。大会)を

行う場合、試合の合計時間を240分程度までに制限します。

②フィールド (芝生部分)において、サッカーを利用しようとする前日に、大雨等によ

り明らかに芝生のコンディションが悪いと判断した場合、当日の利用ができない場が

あります。
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1個人情報保護に関する考え方

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。

当施設はさまざまな方が利用されることからは、私たちは、個人のプライバシーや

個人情報を保護、管理することはとても重要であると考えています。

そのため、「個人情報保護法」及び 「長浜市個人情報保護条例」に従い、当事業団

独自の「個人情報保護方針 (プライバシーポリシー)」 、 「個人情報保護マニュア

ル」を策定し、個人情報を適切に取り扱うように徹底します。

なお、「個人情報保護方針」は、受付窓口及びホームページ上で公開することにより、

利用者への周知を図ります。

【公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 プライバシーポリシー】
十

公盤財団法人長浜文化スポーツ振興

`凛
回の

フライバンーボリンーの内規

4 組織 体制

(1)事 業回は、個人情報保護管理者に常務理事を任命し、保有個人情報の

安全管理を実施します。

(宏 )各 事業所に、個人情報作業責任者を設置し、保有個人情報を責佳もっ

て取扱います,

(3)職 員全員に

',し

、個人情報の保糠についての研修を実施 し 日欝業務

にお 1ナ る個人情報の適工な取扱いを徹たします。

個人情報保護に関すると本的な方針

公査財回法人員浜文化スボーツ振興事業回 (以下 f事業団Jと いう。)て は、文化
スポーツの振興のために事素団が管理する襟 な々施離の使用申箇や各種●来、イベン

トの多加申込み等を通じて、本人から提供された個人情報 (住所、氏名など指定の口
人を臓別しうる情報)を管理しています。 これらの偶人情報は 事菓回が級心の注

意を■って嫌正に取り扱わなければならない責任を負つている責ななデータてあり、

事業回は、その収集 孝】用 保存に当たって、以下に褐げる適正な管理を行います。

|

I 法令のと

'(1)事業回は、「個人情報の保護に関する法律」

を遺0して、個人情報を適正に取り扱います。

及び「長浜市個人情報保薇条例J

5 個人情報の安全管理

(1)事業回は、個人情報の管理にEDする組織の責任体制を明確にします。

(2)事業国ば 個人情報の安全管理を確保するため、組韓曽理及び情報通信技術の
画面から対策

=購
, 個人情報への不エアクセス 個人情穏つ滅失 紛失 Hざん

用嵐等を,力 止しよJ。

(3)事業回は、嗽員を対象とする教育・研修を定期的 .盤続的に実施します。

(4)事 業回は、事業団が管理する個人情や眼を正確かつ最新の内容に保つよう努めま

す。
2 個人情報の収集

(1)事葉回は、あらかじめ手J用 目的を明確にし、事業回の事養目的を達成するため

に必要な範囲内で、個人情報を収条します。

(2)事業回は、原員

'と

して 本人から直接個人情報を収魚します。ただし、本人の

権利 Ⅲl益を不当に嘗するおそれのない場合には 問僚的な方法で個人情報を収集す

る場合もあります。

(3)事歯回は、本人から直接{国人情報を提供していただく際には、あらかしめ本人

に利用目的をお伝えします。

6 日人情報の開示・訂正・TJ用 停止等

(1)本人 (または法定代理人)は、事業国が管理する個人情報を開示するよう求め

ることがでをます。

(2)本人 (または法定代理人)は、事業回が管理する個人情報の内容に誤りがある

ときは、個人情報を,正するよう求めることがでをます。

(3)本人 (または法罵代理人)は、事業回の個人情報管理が法令の盛務に違反して

いるときは 個人情報の利用の停止 "去、第二者への提供の停止を求めることがで

とます。

3 個人情観のI!用

(1〉 事業回は、事業回の事業目的を進成するために

'4要

な範囲内に限つて、個人情

報を11用 します。

(P)事業回は、原貝lと して事葉回の職員に個人情報を取り,晨わせます。■葉回の事

業目的を達成するために個人脩線を委託先に取り扱わせる必要が生した場合には,委

託先に対して車業回と同等の跛正な管理を求めます。

(3)事素回は、あらかしめ本人1',同 意をいただいたJB合
`「

,ほかは、個人情報を第二

者に提供しません。ただし、人の生命 身体 財震を保離するため緊急かつやむを得

ないときなど例外的事由にi亥当する場合には、個人情報をお二者に提供する場合もあ

ります。

|

付 則

この内攪は、平成20年 9月 ,日 から施行する。
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D個人情報保護に関する管理体制の強化・整備

浅井地区スポーツ施設の性格上、当施設を利用する個人や団体など、さまざまな個

人情報を扱います。そのため、指示系統・責任体制等の管理体制を明確にし、利用者

の相談窓口を設置することで、個人情報保護に関する管理体制を強化・整備します。

こうした管理体制の強化・整備により、職員への個人情報保護方針の徹底と、利用

者からの個人情報取得や問い合わせ 。苦情等に対する迅速な対応に努めます。

「長浜市個人情報保護条例」の規定と、「個人情報保護方針」に基づき、当事業団独自の

「個人情報取り扱いマニュアル」を整備し、個人情報を遵守していく仕組みを構築します。

1)基本的な取組み

2)個人情報の取り扱いについての留意点

③個人情報取り扱いマニュアルの整備と違守

個人情報を収集する際は、個人情報収集の目的を明示し、目的範囲外

には利用しないことを明記する

施設利用者(主催者、関係者)等の個人情報については、必要な情報に

限つて、本人の要望・了解に基づき、開示する

原則禁止だが、やむを得ず外部委託を行う場合は、私たちと同等の個人

情報保護措置を義務付ける

紙媒体に記載された個人情報は、鍵のかかるキャビネット等に保管し、持ち出

しは原則禁上を徹底する。デジタルデータで記録されている個人情報は外部

と接続のないパソコンで管理する。携帯電話等の個人情報が含まれる拾得物

については、拾得日時、場所を明確に記録し、適切な保管を徹底する。返還

する際は、本人であることを確認した上でお返しする。

デジタルデータを利用するパソコンにはウイルス対策ソフトのインストールを徹

底し、特定の管理者のみ利用できるようにパスワードをかける

業務で個人情報を受け渡す際は、渡したこと・預かつたことが明確になるよう

に、個人情報管理台帳を整備し記帳を徹底する

関係法令で定められた期間を過ぎた個人情報が記載された書類は、シュレ

ッダーにかけた上、焼却処分する。電子媒体のものはデータを完全消去し、

廃棄する
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④職員への教育の徹底

全ての職員が適切に個人情報保護を実践するために、所長をはじめとした責任者が

個人情報保護に関する研修を受けます。また、個人情報の取 り扱いに関する問い合わ

せや、苦情及び相談に適切に対応するため、問い合わ遭窓口を設置し、迅速な対応に

努めます。

当施設では、気軽に施設を利用できるよう、親しみやすいフレンドリーな接遇を重視

しますが、フレンドリーの意味をはき違え、利用者のプライバシーに関わる話をしたり、

私生活に関するうわさ話をしたりといったプライバシーの侵害はあってはならないこ

とです。個人情報保護研修の中でもプライバシーの正しい認識を促す内容を盛り込み、

日常業務のなかでも、職員相互にブライバンーを守る意識が醸成されるように心掛けま

す。なお、広い施設内では、プライバシーの侵害だけではなく、差別的落書きのような

人権侵害につながるおそれがある行為も根庁されます∩そうし′た落書きや、あるいは言

動を見聞きした場合には、ただちに所長に通報し適切に対処します。

私たちは、市の代行である指定管理者として、利用者をはじめ一般の方から管理運

営に関する情報公開の要望があった場合には、長浜市情報公開条例に沿った取扱いを

行います。

原則として情報を開示する一方で、法令や条例の規定により公にすることが適切で

ない情報を公開したり、個人の権利権益や第二者に該当する情報をみだりに公開した

りすることがないよう、場合によっては部分開示とするなど、情報を適切に取 り扱い

ます。

なお、情報公開請求の有無に関わらず、浅井スポーツ施設の管理運営に関する情報は、

ホームページ上で積紅的に開示し、運営管理の透明性を高めます

⑤プライバシーと人権に対する十分な配慮

⑥情報公開請求への対応
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13Rを重視 した省資源化の実践

(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)長浜市における環境施策への理解と実践

長浜市では、長浜市環境基本条例 。長浜市環境基本計画 。長浜市再生可能エネルギー

利活用方策・長浜市地球温暖化対策実行計画等の環境施策があります。

当事業団は長浜市の事業者として、長浜市の環境施策をよく理解し、長浜市の施策支

援と自らが実践していきます。

2)3Rを重視した省資源化の実践

長浜市環境基本計画における重点施策として、循環型社会形成推進が掲げられてお

り、その中の取り組みとして、 3Rを重視した省資源化プログラムがあります。当施

設の管理運営においても、3Rを切り口に、さまざまな取り組みを行います。

発生抑制
ゴミを滅らす

再生利用 再使用

具体的取り組み

詰め替え用洗剤の利用

集約印刷による用紙の減量化

文書の電子化をすすめペーパーレス化を推進

・印昂1ミスコピー用紙の裏紙を利用
・競技用としては好ましくない使用済み球技用のボール

を地域の幼稚園・小学校等に寄付

ペットボトルキャップを回収し、リサイクル基金に寄付

職員、利用者へのゴミ分別の徹底・

グリーン調達の徹底

資源として再生利用

64

くり返し使う



D日 常の管理運営における省エネヘの取り組み

永年の施設運営の経験を活かし、職員全員で協力し、日常の管理運営におけるきめ細

やかな省エネ活動に取り組みます。

その他として、B&G財団と協力しながら植樹事業を地域の子どもたちと共に実施し、環境

教育の一端を担う活動を今後も継続して実施します。その活動により、施設内に緑を増やす

効果とともに、木を植える「人」を増やすことで、自然に配慮した行動が浅井地区スポーツ施

設を中心に地域へと広がる可能性が期待されます。

使用していない部屋は、常に消灯を心がけ、電気のつけっぱ

なしをなくします。また、当施設の効用に配慮しながら、バック

ヤードや利用者に影響のない程度に通路等で間引き消灯を

行い、電力消費を押えます。

LED照 明機器は従前の照明機器より高価なので、一度に交

換はできませんが、順次、照明の LED化を進め、電力消費を

押えます。

共用スペースおよび亨務所は、冷房時 :28℃、暖房時 :18°C

に設定し、電気のムダを抑えます。

飲料自動販売機の商品展示部蛍光灯の点灯時間を短縮し、

節電します。
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1;緊急事態における対応体制

(3)防災、防犯その他緊急時 (火災 E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第一優先に行動できるよう、万一、事故や災害等が発生した場合

には、緊急対応マニュアルに沿って、次のような緊急時体制に基づき対応します。

【現場対応要項】

不審者を発見した場合は、言動や行動等を注視し、人相・着衣・年齢・身
長・体重等の特徴を把握でき次第、即座に警察へ通報します。

危険の度合いを判断し、状況によっては館内に封じ込める等の措置を取
り、警察へ引き渡します。

現場の状況を的確に判断し、利用者の安全確保を第一に、迅速な避難
誘導を行います。また、火災の状況に応じて対応可能な場合は、職員が

初期消火を行い、鎮火に努めます

避難誘導・初期消火と合わせて、消防署への通報、市への連絡を行い、
状況の説明を行います。

鎮火後は、責任者と本社担当者を中心に、市の担当者及び消防・警察
等への事故に対する状況説明を行います。

緊急警報を受信した場合は、速やかに机の下等に避難するように利用者
に注意喚起を行います。

揺れがおさまつた後、現場の状況を的確に判断し、利用者の安全確保を
第一に、避難誘導を行います。利用者の安全を確認した後、責任者が市
の担当者、消防・警察等、予め定められた関係機関へ連絡をします。

万が一負傷者が発生した場合には、職員が応急措置を行い医療機関ヘ

移動させます。

激甚災害時には、市と協議の上、一時的な被災者や帰宅難民等の避難
所としての開放、救急用品等の提供、トイレの貸出等を可能とし、地域住
民と協力して事態を乗り越えることができるよう努めます。

職員が現場に急行し、状況把握および救護にあたります。

当事者の状態に応じて応急措置、救急車の手配等を行つた後、直ちに

市など予め定められた連絡先に現況を報告します。
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【緊急体制図】

永年の管理運営の経験を活かし、利用者の安全確保を第一とした、当施設の特性に基

づいたマニュアルを作成しております。

ケガ 。事故、停電、突発的な設備の故障、不審者の侵入などの非常事態が発生した場

合は、「緊急 。非常事態対応マニュアル」に基づいて、速やかに事故対策本部を当事業

団本部に設置し、対応いたします。また、火災 。地震・台風等の風水害時の初動対応マ

ニュアルも作成しており、緊急時の対応に備える体制を整えています。

社会環境の変化や技術革新、また長浜市の地域防災計画の見直し等に応じて、随時マ

ニュアルの見直しを行い、緊急の事態に備えます。

また、平常時から利用者の安心 。安全の確保をするために、あらゆるリスクを様々な

角度から分析 。検証し/、 当施設の管理運営に努めます。

発見者

長浜市役所 長浜文化スポーツ

振興事業日本部 ・緊急時駆けつけ

ど現場応援、支援

通報・連絡担当

関係機関への通報

館内アナウンス

安全確保担当

事故内容の把握

現場閉鎖

避難活動
二次被害対策

病歴等の

確認
・負傷者の応急措置
'医療機関との連携

長
浜
警
察
署

消
防
本
部

電
力

・ガ
ス
会
社

上
下
水
道
部
局

保
健
所

長
浜
病
院

)|十!世 lit

ツプクアツ

連携

2)緊急時対応マニュアルの策定
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報 対応マニュア )レ

【公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 危機管理マニュアル】

′ム`盃財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 危機管理マニュアル

①ケガ・夢故、停電、突発的な設備・機器の故障、不審者の侵入、不審電話等の緊急・非常事態
については、下記の「緊急 。非常時体制フロー」とおり対応するものとする。

②情報集約・管理は施設においては施設長、事務「ロヨ」においては常務理事(不在の場合は事務局

長)が当たるものとする。

③重人事故等の発生の場合は、速 もヽかに事故対策本部を事務局に設置し、本音日長には理事長

が当たるものとする。

【緊急・非常 フロー】

連 絡

報告基準 :被害のあつたものすべて   報告基準 :骨折以上

①被害状況等情報収集
②関係機関等との連絡・調整
③対策本部の設置(役員・職員等招集)

④対策協議と対応指示
⑤人員配置と応援体制
⑥報道機関等への情報提供等

スポーツ振興 TEL 65-8787

椙総蟄些美属醤稔撃量施

椙鶯懲整雪昇煮亀報
偏連絡

||

||

↓↓

|

(電力・ガス・水道会社等)

・ 病院・警察等

対策本部

市担当課

所   長

事 務 局
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えう時 初 翻 マ ニ ュ ア ル

【危機管理マニュアル (火災時)】

通報係  所長

夜 間  Π議員

確認係  所長

蜘

確認係  主幹  夜 間  職員

|

剛　　圃

通報係  所長

夜 間  厨議員

通報係  所長 夜 間  職員

避難誘導係  主幹    夜 間  H観員

■非常□を開放する

日安全かつ最短の経足各で希望の郷公園まで誘導する

敷謹係  H戯員      夜 間  職員

■利用者点呼、不明者所在確認

■けが人等への応急救護

消火係  主事・踏員

■消火器等によるイ(冴期消火

夜 間  H観員

情報収集係  所長    夜 問  所長/職員

Eぬ援要請及び被害状況の把握と関係機関への連ヤl各

|||イ ・if-111イ

事務局
所長
主幹
主事
臨時職員
パート職員
パート職員
セコムを備保障

(本都)63-7400
(携帯)OO―△△□□
(携帯)OO一△△□□
(携帯)○○一△△□□
(携帯)OO―△△□□
(携帯)OO―△△□□
(携帯)OO―△△□□

64-0319

69



四 劉 マ ニ ュ ア ル

【危機管理マニュアル (地震時)】

確認係  所長

夜 間  職員

呻
夜 間  職員

確認係  主幹  夜 間  職員

別紙 2

通報係  所長

夜 間  Httt員

爾　　　幽

通報係  所長 夜 間  I説員

事務局
所長
主幹
主事
臨時職員
パート購員
パート職員
セコム替備保障

(本部)63-7400
《携帯)

(携帯)

(携帯)

(携帯)

(携帯)

(携帯)

OO―△△□□
OO一△△□□
OO一△△□□
OO―△△□□
OO一△△□□
OO―△△□□
64-0819

避難誘導係  主幹・ Fd員 夜 間  職員

■非常□を開放する

■安全かつ最短の経路で希望の郷公園まで誘導する

数護係  主事 。職員 夜 間  職員

■利用者点D乎、不明者所在確認

由けが人等への応急救護

情報収集係  所長    夜 間  所長/職員

■癌援要請及び被害状況の把握と関係機関への連絡
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一
ユ

【危機管理マニュアル (台風等の風水害時)】

①出動については、原則として、大雨・洪水・暴風雨警報が発令され、長浜市の風水害初重ll応急

体制等とも連動しながら、常務理事(不在の場合は事矛努局長)の判勝により決定する。

②時間外Uきの対応については、常務埋事、事務局長、所長、主幹での対応を初動体制とする。

他の職員については、所在を明らかにし連絡がとれる状態をとり、緊急の場合の対応に備える

こと。

③体制は、以下の「鳳水害体制フロー」のとおりとする。

【風水害体制フロー】

囀

↓

r
゛

゛

↓
■利用者の安全確保
■施設点検実施
■被害の把握と対応

■定期的な点検実施
■解除されるまで待機

田定期的な点検実施
■被害の把握と文」廠
■解除されるまで待機

スポーツ振興 65-8787

L
,
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3)緊急時に備えた教育訓練 (緊急避難訓練 )

病気などの人命に関わるものや災害や事故等の怪我に関するものに関しては、職員全

員が定期的に研修等を通じて迅速かつ的確な対応が行えるよう取り組みます。

また、教育研修を通じてあらゆる緊急事態に冷静かつ適切に対処できるように緊急避

難訓練などを徹底し、万全の体制を構築します。

緊急避難訓練に際しては、職員だけではなく、広く利用者や地域住民にも参加を呼び

かけ、日ごろから防災意識を高めます。

【避難経路図の一例 (浅井農村環境改善センター)】

浅井農村環境改善センター 夢F常時避難経路および消防設備位置図

官 ●

中遇‖経路

聞 消火器

■ 火災報知器

※火気を扱う施設については、重点的に避難訓練を実施します。

倉庫

倉庫

ス
テ
ー

ジ

倉庫

倉庫

農産加工室

↓

玄
関
ホ
ー

ル
集 会 室

男子トイレ

●
調理室

材料庫

■

ツ

生活研修室 農事研修室

事
務
室

■
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4)応急用機材 日救急用品等の完備

非常時に即座に対応できるよう、救急箱や応急用物品等を常備し、適切な保管を行い

ます。特に、救急用品については、医療機関からのアドバイス等を基に、応急措置に的

確に対応できる用品を選定します。

なお、保管する非常時の各種備品は、定期的に点検を行い、常時使用できる状態を保

持します。

分 妬

救急用品

レ

用具類

器具・用品

イ六掃計 日単日旨率常

保冷統 ,kれた

綿 ホ基 つあ切し,

毛抜き 薬用石題貪

当施設においては、利用者の安全安心を第一に考え、事業団本部と現場施設の包括的

な体制で維持管理を進めていくものとします。また。緊急事態に対する万全な備えや予

防策もとりながら施設管理を行ってまいります。しかしながら、大小に関わらず、予期

せぬ事故は発生します。そういった万が一の事故への対応として、公益財団法人日本体

育施設協会の「スポーツ施設ファシリティーズ保瞼」に加入します。なお、B&G海洋セ

ンタープールに関しては、危険率が他施設より高いためレジャーサービス施設費用保険

(オプション)に加入することにより、さらに手厚い保障とします。

【加入予定の保険内容】

i5'保険加入による万―の事故に対する備え

施設名 施設賠償責任保険&レジャーサービス施設費用保険 掛金

浅井地区

スポーツ施設

対人賠償 (1事故 ) 対物賠償

床面で算出
1.5億円 1億円

B&Gプール

対人賠償 (1事故 ) 対物賠償

入場者数

で算出

1.5億円 1億円

被災者傷害見舞費用・被災者対応費用・災害広告費用
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(4)同様・類似の業務の実績等があれば、ご記入ください。

,

1)公共スポーツ施設

長浜市民体育館

長浜市民庭球場

長浜市武徳殿

長浜球場

西中ナイター

神照運動公園

長浜市レクリエーション広場

長浜市民プール

河川敷GG場・GB場

2)公共文化施設

長浜文化芸術会館

長浜サンパレス

3)直営スポーツ施設

長浜サンドーム

長浜ヨットハーバー

すぱ―く浅井

昭和 55年～現在

昭和 55年～現在

平成 5年～現在

昭和 56年～現在

昭和 55年～現在

平成元年～現在

平成 22年～現在

平成 26年～現在

平成元年～現在

平成 18年～現在

昭和 57年～現在

平成 12年～現在

昭和 57年～現在

平成 8年～現在

39年間管理運営

39年間管理運営

26年間管理運営

38年間管理運営

39年間管理運営

30年間管理運営

9年間管理運営

5年間管理運営

30年間管理運営

13年間管理運営

37年間管理運営

19年間管理運営

37年間管理運営

22年間管理運営
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7 自由提案

その他施設の管理運営業務の効果的H効率的な取り組みや今回の募集の趣旨達成に向け

た貴団体の独自の取り組み、アピールしたいこと、また地域振興への取り組みについて

記載してください。 (例 :国民スポーツ大会開催、開催後に向けた取り組みなど)

当事業団は、昭和 55年の設立以来、長浜市の文化スポーツ施設の管理、運営および

文化スポーツ振凱事業の実施により、市民の文化スポーツ振期に寄与 してまいりました。

その間、長浜市の文化スポーツ施策を推進するため、文化・スポーツの各種団体や地

域団体と、連携・協力しながら信用と信頼関係を築いてまいりました。

また、長浜市の文化スポーツの普及や振興を目的とした、多種多様なスポーツ教室・

スポーツイベント・講座事業・ホールイベント等の実施により、長浜市における生涯ス

ポーツや生涯学習を推進する役割を担ってきたと自負しております。

私たちは、永年、浅井地区スポーツ施設の管理運営を行ってまいりました。広大な敷

地の中に数多くのスポーツ施設や公園施設等があるため、管理業務には安全・安心を第

一に考え、地域の皆さAッ が快適に利用していただける環境を整えることに注力し、効率

的かつ適正な管理を心掛けてまいりました。

スポーツ施設と公園施設等が複合した施設であることから、子どもから高齢者まで幅

広い市民にご利用いただいています。「いつでも」「どこでも」「だれでも」安心 。安全

に、スポーツやレクリエーション活動等の親しめるよう、これまで培ったスキルやノウ

ハウを最大限活用し、当施設の魅力や価値をよリー層高めていきたと考えます。

次期指定管理期間 7年の間に、2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック、2021年関西ワールドマスターズゲーム、2024年滋賀県開催

の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会と、日本で数々のビッグスポーッイベン

トが開催されます。これを契機にスポーツが一層注目され、「する」「みる」「支える」

といった多方面から、スポーツヘ参画する人口が増えると期待されています。

当事業団においても、絶好のチャンスであると捉え、スポーッ好きな子どもを育む教

室や、子どもの林方向上を図る事業、乳幼児から高齢者までライフステージに応じたス

ポーツ活動の推進・健康づくり事業など、多種多様なプログラムを展開します。

また、公園内にランニングコースやウォーキングコースの設置、プールシルバー割引、

ノルディックウォーキングポールや、グラウンドゴルフ用具等のレンタル、B&G体育館・

浅井ふれあいグラウンドの個人利用料金設定など、地域の方々に身近なスポーツライフ

の場として、当施設を気軽に利用いただける環境をつくります。

こうした取り組みにより、長浜市スポーツ推進計画の重点事業のひとつである「スポ

ーツプラス 10運動」の推進や、「成人の週 1回以上のスポーツ実施率向上」に貢献で

きると考えます。
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みどり冷れるレクリエーション施設 (希望の郷公園・親広場 。野外ステージ等)を活

用し、ふれあい動物園やロー ドトレインの乗り物イベントなどを開催します。こうした

イベントをきっかけに、豊かな自然と触れ合える場、日常生活にうるおいと安 らぎを与

え、集い 。憩える場所として、当施設を提供します。地域の方々が多く訪れることで交

流の輪が広がり、多世代が集う地域コミュニティ拠点施設としての役割を担います。

毎年、海の日に実施しています 「B&G感謝祭サマーフェスティバル」は、プール・テ

ニスコー ト・陸上競技場を無料開放したり、乗馬体験や体力測定会、キッズコーナーや

とれたて野菜の直売会を設けるなど、地域住民や地域団体とコラボしたイベントとなっ

ています。今年はおよそ 2,000名 の方に来場をいただきました。こうした取 り組み

により、日頃の利用者や地域へ還元するとともに、地域住民や地域団イ本との関係性を深

め、地域に愛される施設を目指します。

長浜市から受託しています「長浜市あざいお市マラソン」は、この浅井地区スポーツ

施設を会場として毎年開催しており、今年で 28回 日となりました。その規模、知名度

ともに全国レベルに達しており、長浜市を全国へ発信する一大スポーツイベントヘと成

長することができました。こうした成長の背景には、地域ボランティアの存在が欠かせ

ません。市内中学校吹奏楽部と滋賀県警察音楽隊との合同演奏で参加者に「おもてなし

の心」を伝え、市内中学生や地元自治会らの給水サポー ト、地域住民のコスモス植栽や

「ハイタッチ」・地元からの応援メッセージの書かれた 「横断幕」など、地域が一体と

なった歓迎ムー ドが、全国各地から参加者を集める要因となっています。

大会終了後は、参加者から数多くの地域に対するコメントが寄せ られます。こうした

コメントを地域へ配布することで、さらにボランティアや応援の輪が広がっています。

私たちが進める、地域全体で「支える」という取り組みを、地域の皆さんに理解いた

だき、協力いただけたことは大変ありがたいものです。

今後も、長浜市と密に連携しながら、スポーツイベントによる地域への経済効果やス

ポーツツーリズムの推進、そして、「支える」スポーツとして接点を増やす工夫を行っ

ていきます。
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【地域へ寄せられた参加者からのコメントを、コース沿線自治会全戸に配布しています。】

昨年参加したランナーから地域の皆さんへ寄せられたコメントの一部です

家々の前に、お年寄り
たちが出て応援してく
ださり、いいタイミング
で野球少年たちのエイ
ドス

'―
ションに助け

られたりと、皆様ありが
とうございました。

還営自体は、毎年ボ

ランティアの方々の

力tんばりで、すばら

しい大会だと思いま

した。

θ
!コ

スモス曽選でのコス

iプレやギタ~での応

i撃遡鍋壌を整。
1

げますo

沿道から、コスモスがき

れいに峡いてるから見

てつてね―と言われて

遭されましたり

スムーズな運営、気持

ちのよい応援、ボラン

ティアさんの対応、コス

モスが滴開の沿道など

など、数えればキリが

ありません。

気がでましたo

今年は、

全国35都府

6,093名 の

ランナーが

んの少修の声碑

77



【コース沿道応援の様子】

最後に、これまで当事業団が施設の管理運営、各種のスポーツ振興事業を実施する中

で長浜市と協調・協力しながら果たしてきた役割、培ってきたノウハウと実績は決して

小さなものではありません。さらに、地元スポーツ団体、地域団体、各種団体と連携・

協力しながら実施 してきた各種の振興事業は、まさに長浜市民のための事業であり、そ

の事業展開において築き上げてきた地元住民との信用・信頼と事業実績は、公益財団法

人長浜文化スポーツ振興事業団の宝であると考えています。

私たちは、今後も「浅井地区スポーツ施設」を拠点に、地域に根差し、地域に愛され、

地域を元気にする役割を担い、「スポーツが変える。活気ある長浜の実現」に向けて貢

献していきたいと考えています。
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