
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。

地期のスポーツ拠点、多面的なレクリエーション拠点、広域的な[′も災拠点として、地頭

住民の文化・ スポーツ活動へのサポートと振興を通じて健康で豊かで安全な地頭づくりに

貢献します

神照運動′ム`園 (以下「当施設」と称す)は、長浜市多目的競技場 (市民競技場、ゲート

ボール場、ソフトボール場)、 長浜市レクリエーション広場、長浜市民プールで構成され、

長浜市の市街地からも近く、市民に身近な公園スポーツ施設です。これらの施設を大分す

ると、長浜市民の体育とスポーツの普及、振興を目的に長浜市民スポーツ施設条例で設置

されているスポーツ施設と、長浜市民の文化・ レクリエーション活動のl足進・振興を目的

に長浜市都市公園条例で設置される′ム`園施設の2つ分けられることができ、指定管理者は

それぞれの魅力を要大限に31き出すともに、次のような役害Jを実現することが求められる

と者えています。

また、2024年 に滋賀県で開催される第79固国民スポーツ大会・ 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、′ム`園施設としての在り方だけではな

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

ポーツ普及振興を行い、スポーツの魅力・楽しさを地頭に繋げ、指定管理者として当施設

を管理するにあたり広域的な防災の拠点としての役割も果たしていきたいと者えています。

A【スポーツ拠点としての役割】

平成26年に制定された「長浜市スポーツ推進計画」では、市民が自ら主体性に取り組む身

近なスポーツの環境づくりを推進し、しょうがいがあるなし、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、活気のある長浜の実現

を目標として掲げられています。

これを受け、私たちは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、健康な市

民の増加を目指すため、次の3点が当施設のスポーツ拠点としての役割と考えています。

① 子どものスポーツ活動の充実と生涯スポーツの推進する役割

②「する。みる。支える(育てる)」身近なスポーツの環境の充実を図る役割

③ スポーツを通じた地域の活性化を図る役割
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神照運動公園の3つの役割 ABB・ C



B【多面的なレクリエーション拠点としての役割】

当施設の公園施設や園地空間は、市民にとつての身近なレクリエーションと憩いの場として、

利用者にくつろぎとうるおいを与える機能を発揮することが求められます。

平成23年に改定された「長浜市みどりの基本計画」でも、神照運動公園の整備事業が「みど

りをうみだす」重点施策に掲げられており、同計画から私たちは次の2点を当施設の多面的なレ

クリエーション拠J焦 としての役割と考えています。

①人と自然をつなげ人と人をつなげる市民に集いと憩いを提供する役割

②水や緑の豊かな自然にお、れ合い市民の心にうるおいを与える役割

C【広域的な防災拠点としての役割】

当施設は長浜市の多くの市民が住む神照地区広域避難所として位置付けされており、第2

期整備事業では、市民プールの下に防災備蓄庫が設置されるなど地域の防災拠点としての役

割も期待されています。

平成23年 10月 に策定された「長浜市みどりの基本計画アクションプラン」でも、神照運動公

園整備事業の目的が「広域的な防災拠点とし
‐
ての台J出」となっており、私たちイま次の2点を当施

設の広域的な防災拠点としての役割と考えています。

①市民や地域住民に愛され地域に根ざした防災拠点となる役割

②常日頃から長浜市民の防災に対する意識を向上させる役割

長浜市民スポーツ施設条例 長浜市みどりの基本計画
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私たちは、長年の当施設の管理運営経験を活かし、上記のあるべき姿、役割を果たすべく5つ

の基本方針を掲げ、当施設の管理運営に臨みます。

利用者に、当施設が身近なスポーツ公園であると感じていただきつつ、日ごろスポーツをしない

方に「スポーツのきっかけづくり」を提供するには、今までの利用者の継続利用を図りつつ、まだ利

用したことがない新しい方に働きかけることも望まれます。

そのため、公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業国 (以下事業団という)では、新たな指

定管理期間を迎えるにあたり、従来の実施事業を精査し、見直しや改善を図ることで、当施設の

役割を確実に果たしていきます。

当施設の新たな魅力を、より多くの方に伝えるために、私たちは最大限の努力を行います。

ア)神照運動公園の特徴

当施設は、「長浜市民の体育とスポーツの普及、振興」を目的に設置された市民競技場やソフ

トボール場、ゲートボール場、25mプールのスポーツ施設と、「長浜市民の文化・レクリエーション

活動の促進・振興」を目的に設置された長浜市レクリエーション広場、園路、健康遊具、水遊具

のレクリエーション施設からなるスポーツ公園です。前記のとおりこれらの施設は、大きく3つの役

割を持っていると考えています。

イ)スポーツ施設群

神照運動公園内には、陸上競技場や芝生フィールド、ソフトボール

場や市民プールなど特長あるスポーツ施設があります。

ウ)レクリエーション施設群

長浜市レクリエーション広場や園路、陸上競技場園路、健康遊具や水遊具などのレクリエーシ

ョンロ的としての施設群も整備されています。
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私たちが掲げる5つの基本方針

① 市民の身近なスポーツ公園として、健康で元気で安全な地域づくりに貢献します

施設 特徴

市民競技場

芝生フィールド

600人収容スタンド、ナイター施設も整つた陸上競技場 (400m X 8コ

ース)と芝生フィールドです。

ソフトボール場 両翼68.6mナイター施設も整つたソフトボール場です。

ゲートボール場 ゲートボール用コート2面がとれるゲートボール場です。

長浜市民プール

25mプール

25m8コースの遊泳専用プール。スロープも設置されているバリアフリ

ー対応のプール。



施設 特徴

長浜市

レクリエーション広場

少年サッカーが2面もとれる多目的なグラウンドで、少年野球やグ

ラウンド・ゴルフなどあらゆる利用が可能です。

市民競技場園路

長浜市レクリエーション

広場園路

ランエングやウォーキングに最適な安全かつ快適な園路で、朝タ

にはたくさんの人が訪れます。

長浜市レクリエーショ

ン広場健康遊具

長浜市レクリエーション広場園路に点在する健康遊具で散歩をし

ながら遊具による健康増進を図ることができます。

長浜市民プール

水遊具&流水プール

小さな幼児が安全に水に戯れることができる幼児プール、水遊具

から、大人が楽しめるウォータースライダー、流水プールまで、誰も

が楽しめるレジャープールです。

工)防災施設群

市民競技場は、長浜市の防災計画で広域避難所として位置付けされており、競技場駐車場

西側に災害時用かまど、市民プールの下には災害用備蓄倉庫も整備されている。

オ)期待される役割と運営コンセプト

神照運動公園は、以上のように多面的な役割を持つ施設です。それぞれの特徴を生かした役割

が期待されています。各施設群の役割、コンセプトは以下に示すとおりです。

これら全体を通じて、以下のコンセプトで管理運営にあたります。

神照運動公園管理運営のコンセプト

スポーツ、レクリエーション、防災を通じて、健康で豊かで安全な地域づくりに貢献する多面的な

役割を担う総合スポーツ公園の実現を目指します。
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施設群 地域で期待される役割 運営コンセプト

スポーツ施設群

本格的なスポーツ施設と身近に

利用できる施設の両面を生かし

た総合型地域スポーツ施設とし

ての役割

「だれでも・いつでも,いつまでも」気軽に

スポーツを楽しむことができる環境を提

供します

レクリエーション

施設群

気軽にレクリエーションが楽しめ

る場としての役割

「思い立ったら神照運動公園」と身近に

利用できる魅力ある楽しみの空間を作り

出します

防災施設群
災害時には迅速対応できる

避難所としての役割

緊急時を常に想定しながら、万全な危

機管理体制の確立を目指します



② 市民に愛される施設として、市民と協働して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公益財団法人として、地域密着型の取り

組みを続けてまいりました。当施設においても、スポーツ振興のアウトリーチ活動として、市内のさ

まざまな団体と連携関係にあります。

こうした連携をよリー層深めるとともに、次期指定管理者期間では総合型地域スポーツクラブ

の連携など、地域のスポーツ振興を市民協働で進める態勢も強化し、市民や地域団体との連

携・協働に積極的に取り組みます。

ア)施設の安全口安心の確保

市民のだれもが当施設を利用していただくためには、利用者の安全を確保することが最低条

件です。私たちは、指定管理者として利用者の安全確保のために、次の5つを重点的に取り組

んでいきます。

a.予防保全の徹底

当施設の特性を十分把握し、予防保全を徹底して、

建物、設備等に起因する事故や災害を起こさないように

します。

b.プール事故ゼロ活動

毎年各地でプール事故が発生しています。プール事

故は、人の生死に直結するものであり、プール管理者と

しては、細部にわたる日常点検の実施や事業団をあげ

ての万全の監視体制でプール利用者の安全を確保します。

c,運動器具、健康遊具、ウォータースライダー&水遊具の事故ゼロ活動

運動器具・健康遊具・水遊具施設の日常点検と専門点検だけでなく、使用前、使用後点

検を行いスポーツ施設、公園施設としての安全性を確保します。

d.非常事態に対する備えと体制

事故や犯罪、災害などの非常事態に対する万全の備えと適切に対応できる体制を整え利

用者の安全を確保します。

e.職員の安全教育

プール施設等では職員の安全管理に関する知識と、迅速かつ適正で臨機応変な対応が

求められます。当事業団では、職員の安全教育を徹底します。

イ)公の施設に求められる平等の認識と確保

公の施設として、市民の皆 さまを分け隔てすることなく、平等に利用いただけことを絶

対条件 として日々の運営はもとより、施設全体の業務を進めていきます。

平等利用は公正性、公平性、透明性に支えられていると考え、その 3つの点に留意 して

平等利用を実現 します。
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③ 公共施設として安全・安心a平等な運営管理を目指します



a.公正性

公正性はルールにもとづいて正 しく処理することと考えます。神照運動公園利用の

ルールは該当する各条例に規定されていますu

当事業団は、条例の規定、募集要項に規定されている業務に従つて、正 しく的確な

処理を行います。

b.公平性

公平性は、同じ条件であれば同じように扱 うことと考えます。例えば、利用料金は

予め決められています。公正性だけの観点からは、利用者の属性に関わらず一律であ

るべきです。また、条例には記載はありませんが、一部の市民だけに利用法を知 らせ、

情報を持たない市民との間に情報格差が生まれる状態も公平性を欠いた対応です。

一方で、公の施設としての性格、施設設置目的に照 らして一定の場合には利用を制

限する、あるいはルールの例外による使用を許可することも公平性確保の措置です。

当事業国は、常に公平性を認識 して業務にあたります。

c.透明性

透明性は、 日常業務はもちろん、各種手続きなど業務の進め方全般について、その

執行過程が検証できる状態に保つことと考えます。

業務執行状況は、日報や月報など各種の報告書によつて第二者が検証可能な仕組み

を作ること、必要に応 じて公開すること、などによつて透明性を確保 します。

市民に愛される施設とは、一人でも多くの市民が当施設を利用し、豊かなスポーツ&レクリエ

ーションライフを実現することと、市民の声が反映されて、市民による施設の運営改善が達成する

ことにあると考えます。市民の声には、おほめの言葉もありますが、厳しい苦情や要望等さまざま

な声がよせられます。私たちは、その声に真摯に耳を傾け、施設の運営改善につなげていき、市

民の声を生かした市民に愛されるスポーツ公園を目指します。

ア)利用者目線にたつた「おもてなしの心」で地域や利

用者から愛される施設となります

スポーツ公園施設というものは数多くの地域住民の方

が集う場所です。利用者の方が「気持よく利用できた」「ま

た来たいね」と言つてもらえる管理運営は利用者満足向

上、利用促進の基本です。

利用申込の受付時、また利用中の私たち職員の接遇

に対する印象は施設に対する印象そのものともいえます。制度上は「使用許可」する立場にあり

ますが、利用者皆さまに気持ちよく利用していただけるよう、接遇には特に気を使います。その際、

「また来たいね」と思つてもらえるよう「おもてなしの心で丁寧な接遇」を心掛け、研修はもちろんの

こと、日常業務では「日配り」「気配り」「J心配り」を習慣づけます。職員同士も丁寧な関係で接し、

利用者と自然な接遇ができる環境づくりを進めます。
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④ 新たな事業展開により利活用を推進し、市民に愛される施設を目指します



イ)新たな魅力と楽しみ方を提案し市民と共に地域の憩いの場を創出し利用促進を図ります

当施設はスポーツ公園としても多面的な魅力を持っています。これまでの指定管理期間にお

いても、スポーツ公園の魅力を施設経営資源と捉えて新たな取り組みをしてきました。今後も当

施設の魅力を積極的に発掘して、新たな楽しみ方魅力も提案していきます。

また、当事業団だけで憩いの場づくりを進めるのではなく「公園グリーンサポーター」を募集し、

市民の市民による市民のための施設となるよう長浜市民と共に維持管理運営を行い数多くの方

が集う公園を目指します。

ウ)市民が「する」「みる」「支える」スポーツ自主事業の展開

a.新たな事業「するスポーツ」

市民がもつとスポーツ・運動を行い、当施設の利用を促進する

ために私たちはスポーツや運動を始めるきつかけをつくるもの、

親子で運動するもの、高齢者を対象にしたもの、しょうがい者を対

象にしたものと幅広く、様々なスポーツ・運動に関する自主事業

を展開していきます。

b.一流選手のプレーを「みるスポーツ」

一流選手を招聘し指導を受けることで子どもたちに夢や希望を与え、レベルの向上を図る事

業展開をしていきます。

c.地域スポーツ団体や大会主催者を「支えるスポーツ」

長浜市で活動する団体と連携し、地域のスポーツ振興を市民協働で進める態勢も強化し、

市民や地域団体との連携。協働に積極的に展開していきます。

工)さまざまな手法を用いた広報活動

多くの市民に、何回でも利用していただくためには、まず、スポーツやレクリエーションに関心

を抱き、当施設の魅力を知っていただかなければなりません。そのために、私たちは当施設の魅

力をあらゆる人たちに発信する広報活動を実践します。

オ)さまざまな手法を用いた利用者の声の収集

私たちが市民の声に耳を傾けるためには、まず、市民の声を

自ら収集する必要があると考えています。市民から直接、苦情や

要望を伝えやすい環境を整えることやアンケートの実施、ご意見

箱の設置、セルフモニタリング等様々な手法を用いて利用者の

声を収集します。また、利用されていない市民の声も収集し、利

用していただくための様々な施策を考え実行していきます。

力)市民の声を施設の運営改善に生かすために

収集した市民の声を集めるだけでなく、施設の運営改善に迅速かつ確実に反映させる仕組み

づくりが必要だと考えています。

収集した市民の声をさまざまな角度で分析し、寄せられた苦情や要望を迅速に解決するため
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の実行策を決定します。実行策が確実に実行に移され、その効果を検証し、効果が適正ならば、

利用ルールの変更を行い、施設の運営改善につなげます。

残念ながら、私たちでは解決できない苦情や要望もあると思われます。その時には、長浜市と

協議し、市と協力して解決していきます。

指定管理者制度は、多様化する利用者ニーズに的確に対応した高いレベルのサービスを提

供しつつ、一方で可能な限り経費節減を進め、公の施設の管理運営を継続的に改善することに

眼目があります。

継続的改善を進める一般的な手法

がPDCAサイクルに基づいたマネジメ

ント手法です。

【PDCAに基づく経営マネジメントの仕組み】

経 営

計画

寺
実行

ア)2つの PDCAサイクル

当施設の管理運営には、事業団本

部が主体となるマネジメントだけでなく、

現場での日々の業務のマネジメントも

不可欠です。当事業団では、本部で実
見直し

行するマネジメントと、現場が主体とな

つて行うPDCAの 2つのPDCAサイクルを軸に、神照運動公園マネジメントを実行します。

イ)2つのサイクルの役割分担

当事業団では、現在20施設の指定管理者業務、2施設の委託管理業務、3施設の直営管理

運営業務を実施しています。当施設と同様な施設は12施設となります。これら施設を全体から俯

H敢して、各施設をマネジメントすることが大切でり。

神照運動公園では、事業団全体の事業計画達成と神照運動公園の適切な管理運営のため、

日々 の日常業務の継続的改善が求められます。経営マネジメントサイクルと連動して日常業務

マネジメントサイクルを実践します。

【マネジメントサイクル】

マネジメントのタイプ サイクル 主な業務 検証

経営マネジメント・サイ

クルによる業務
1年

自主事業、設備機器修繕計画、予算計

画、利用者サービス向上計画、教育訓練

計画、個人情報保護(情報セキュリティー)

対応、緊急時対応計画 など

マネジメント・

レビュー

(毎年 3月 )

日常業務マネジメン

ト・サイクルによる業

務

1カ月

定期点検に基づく是正活動、受付業務

等点検に基づく是正活動、苦情報告等に

基づく是正活動、業務改善提案活動 など

場長

1週間
設備機器日常点検による緊急補修・修

正活動、突発事態への対応、接遇 など
全 員

改善 マネジメント 実行
サイクル

検証

日常業務
計画 マネジメント 点検

サイクル
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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。

当事業国は、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酒養に寄与する」と定めています。

また、定款内の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%出資によつ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、神照運動公園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。

私たちは神照運動公園をオープン以来30年間にわたり管理運営をしてきました。その間、Jリ

ーガーによるオープンサッカースクールをはじめドインの若者によるサッカー交流会、各種公式

大会等を実施してきており、利用者には芝管理において高い評価をいただいてきました。また、

私たちは同様に旧長浜市民プールから38年間にわたり管理をしてきました。そうした中、プール

事故ゼロ運動を徹底し人命に関わるような事故は一度も起こしていません。このことは、当事業

国の長年にわたる管理経験からくる安全管理体制の確立、手厚い監視体制、監視員の指導等

の実績であると自負しています。

平成26年に市民プールが新設移転され、私たちは新しい神照運動公園の再スタートとして5

年間管理運営をおこなってきました。芝生の競技場による「スポーツの拠点」、レジャー要素の高

い市民プールによる「レクレーションの拠点」は、かなりの市民の方に認知いただいている手ごた

えを感じています。しかしながら、「防災拠点」としての役割は、まだまだ力及ばずの部分がありま

す。今後も施設のあるべき姿を明確に持たせ、ここ近年は災害が多発していることも理解し、地

域に根ざした「防災の拠点」である役割もしっかり担っていきたいと考えています。

そしてその3つの役割を果たしながらが市民に愛されるスポーツ公園を目指し市民や長浜市、

関係団体と共に事業展開を図つていきます。

今回私たちはこの事業計画書で、長年管理してきた施設の新しい進むべき道を提案させてい

ただきます。このように私たちは、長年この地で施設と共に歩んできたからこそできる長期的展望

に立った安定的な管理運営と公益財団法人としての特性を生かすことにより長浜市の施策実現に

必ず寄与貢献できると考えています。そのためにも当事業団にこの神照運動公園の管理運営をさ

せていただきたいと考えています。
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2 組織体制 日職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

事業国の確かな総合力で「安全」「安心」「快適」を提供する万全の体制を確保します

当事業団は、過去38年間指定管理者、委託事業者として長浜市内の数多くの文化・ ス

ポーツ施設の運営に当たっているという大きな強みと資源を持つています。また、プール

管理につきましては過去30年以上人命を危険にさらす事故は起こしていません。
′ム`園管理にあたつても当事業団の経験と実績、総含力を生かした確かな体制で管理運営

にあたります。

当事業団本部に事務局を設置します。事務局は当事業団全体のスタッフ部門の役割を担い、

神照運動公園だけでなく、当事業団が運営する他施設も含めた統括管理をします。

総務・経理・維持管理
業務のバックアップ

事務局は神照運動公園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、

定期点検などの維持管理業務を担当します。

神照運動公園は、公園施設として緑があふれています。また、

競技場の芝生や桜、園路のさつきやドウダンツツジ、ハナミズキな

ど四季を通じて私たちの目を喜ばしてくれます。美しい自然のな

か園路を少し散歩するだけで心身のリフレッシュが図れ、公園は

市民の癒しの場でもあります。その役割を十分把握し、私たちは

公園施設の植栽を適正に管理する経験豊富なグリーンキーパー

を配置します。

l_1~ 事業国組織と神照運動公園の万全な運営体制をとります

長浜文化スポーツ振興事業団本部

他の管理運営施設 神照運動公園

長浜市民プール

② 公園施設として天然芝や植栽を適正に管理するグリーンーキーパーを配置します
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長浜市民プールは、流水プール施設をもつレジャープールとして生まれ変わりました。当事業

団では、豊公園にあつた市民プールから30年間以上の長きにわたリプールを管理してきており、

その経験と高い専門知識からくる適正な維持管理で大きな事故ゼロ運動を継続してきました。プ

ールにおける一番のサービス提供は、利用者の安全確保と考え次期指定管理期間でも徹底した

安全・安心体制の確保に努めます。

ア)正規職員による運営コントロール

夏のプール開設中は、1日 平均約900人の来場が見込まれます。それだけの入場があればあ

らゆる問題やトラブルの発生が考えられます。そういつた場合でも迅速かつ適正な対応が取れる

ように当事業ではプール開設期間中は、全体責任者 1名 とチーフ1名 の計2名 の職員を市民プ

ールに常駐させ、プール全体をコントロールしていきます。また、この常駐させる職員は、バックア

ップ体制で確保し、事業団全体で市民プールの管理にあたり、揺るぎない安全対策を図つてい

きます。

イ)プール事故ゼロを可能にする監視体制

a.監視に対する考え方

監視業務は、プールを利用する全ての利用者の

安全 (生命。身体・財産)を守り、快適に施設利用で

きるよう、常にプール場内の秩序を正常な状態に維

持することを目的としています。プール監視員の適

正な人員の割り出しや配置は、施設規模・水深・遊

泳規則・遊泳者数。危険区域 (死角)にあわせて設

定することが望ましく、同じ条件でも遊泳者の年齢および人数の違いによつてプール監視員の増

減を計画する必要があります。当事業団では、各監視ポジションの業務範囲と役割を必要に応じ

て調整し、プール事故ゼロを可能にする安全で効率的なプール監視体制を実現します。

b.具体的な監視員等の配置体制

①監視員配置するにあたり注意する項目

図 施設規模 (プール規模 J水深等)に即した監視体制

図 曜日ごとに変動する利用者数を想定した監視体制  (繁忙期 日閑散期)

図 遊泳規則に即した監視体制

図 危険区域 (排水口、循環吸水口、起流取水回、吐出口、死角箇所、乱反射等)

を定めそれらを考慮した監視体制

図 遊戯施設 (ウ ォータースライダー等)を踏まえた監視体制

図 監視員の体力や集中力を低下させないローテーション監視体制
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②特に重要視する監視ポイント

※その他 監視員の行動に関する詳細はスタッフマニュアルにて定めます。

図 プールの全体監視  (中心部・壁沿いの水面 口水中 い水底)

図 危険区域の徹底監視 (循環吸排水口、起流取水吐出口、死角箇所、乱反射等

□ 遊戯施設 (ウ ォータースライダー等)着水部の監視

図 監視員の体力や集中力を低下させないローテーション監視体制

③監視員配置表ロローテション表における主な役割

> 司令塔・本部(C:コントロール)全体を総括し各ポジションに的確な指示を出す

> 監視台監視者 (T:タワー)高所から多角的に危険回避の監視

> 巡視巡回(P:パトロール)T、 Cと連携し機動性を行かした監視

> 待機・休憩(S:スタンバイ)集 中力の低下を招かないため疲労回復を

はかるとともに不慮の事故に備える

④具体的な監視員等配置体制(案 )

長浜市民プール監視員等基本配置義 (案 )

配置 役割 業務の概要 ※業務の詳細はマニュアル

C コントロール(司令塔・本部〕 現l易責任者として、受イlか ら監視、駐車場女,l応 すべてを総括する

●26イ trユ 25ぃ プールタワー監視(監視台) タワー(監 視合)の生、高所から多角的に危険回越の環住視を実施

●幼T 幼児プ ルタワ 監視(監 視台〕 タワー(監視台)の上、高所から多角的に危険回選の監視を実施

●流TI^′ 4 流水プールタワー監視(監視合) タワー(監視台)の上、高所から多角的に危険日避の路ユ,を 実施 来特に取水日、吐由翔をチェック |

●入P スライダー着水プール安全確保 着水者の安全確保とスライダースタートEとのタイミング連携

●ス上 スライダースタートロの安全確保
スライダー利用者の安全確保、着水プール監視員と連!路を取りながらタイミング良いスタート合図
スライド用専門浮き輪の安全確認

0ス下
スライダー利用陀世下でのみ1用印1限

及ぴ専用洋き輪の貸出
身風制限によるIl用綱限の石在認 スうイド用辱閣澤き輪の安全確認と貸出

● P パトロール(巡 回巡視う
タワー・コント露―ルと連携し、場内を利用状況に応して機動性を活かした監視を実施
時に澁泳者に直接接し危険回退事のための協力を要請する

● 3 スタンパイ(待機・体憩) 失天下での監視作業のため、しっかり疲労回復に努めるとともに、不慮の事態に岱える

０
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ウ)交通警備員の配置による駐車場、利用者の安全管理

市民プール開設中は、多くの利用者が車で来場されることが予想されます。また、市道の渋滞

や利用者の横断も想定されます。利用者の安全と周辺地域の迷惑駐車や渋滞を想定し、状況

に応じ適正数の交通警備員を配置します。

(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

神照運動公園

長浜市民プール (プール開場機関と準備・撤収期間のみ) ※監視員は前記のとおり

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

場 長
管理責任者、施設管理

事業運営全般

甲種防火管理者

プール衛生管理者

食品衛生責任者

常勤

通常勤務

8:30-17:15

12:45-21-30

職 員 日常管理、経理、事業補助 新規採用
常勤

臨時

通常勤務
8:30-17:15
12:45-21:30

職員 日常管理、経理、事業補助 勤続10年 ′単一ト

通常動務
8:30-17:15
12:45-21:30

職 員 日常管理作業、事業補助 勤続13年 ′単―ト

遍甲動務
8:30-17:15
12:45-21:30

職 員 日常管理作業、事業補助 勤続10年 パート

通常動務
8:30-17:15
12:45-21:30

職 員 日常管理作業、事業補助 勤続4年 ′単一卜

追甲勤務
8:30-17:15
12:45-21:30

職員 日常管理作業、事業補助 勤続4年 パート

通常動務
8:30-17:15
12:45-21:30

役職 担当業務内容 資格 E能力等 雇用形態 勤務形態

場長兼

プール責任者

管理責任者、施設管理

事業運営全般

甲種防火管理者

プール衛生管理者

食品衛生責任者

常勤

通常勤務

8:30-17:15

補佐 管理運営責任補佐、

事業補助

甲種防火管理者

プール衛生管理者
常勤

通常勤務
8:30-17:15

主任 日常管理運営全般フォロー 勤続 3年 パー中ト
通常勤務

8:30-17:15

職員 日常管理受付担当 勤続 1年 パー‐ト
通常勤務

8:30-17:15

職 員 日常管理受付担当 勤続 1年 パー中ト
通常勤務

8: 30-17: 15

職員 日常管理受付担当 勤続 1年 パー ト
通常勤務

8:30-17:15

職員 日常管理受付担当 勤続 1年 パー ト
通常勤務

8:30-17:15

職 員 日常管理受付担当 勤続 1年 パー‐ト
通常勤務

8: 30-17: 15
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(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。

市民に安全・ 安心・快適な
′
ム
｀
園施設を提供できる人材を育成します

指定管理者としての見識を醸成することはもちろん、神照運動
′ム`園の管理運営の基本方

針にもある「安心・安全・ ll央適」を確保するため、人材の育成に取り組みます。

また、「スポーツの拠点」「 レクリエーションの拠点」「 E′盲災の拠点」として、その施

設特性を十分理解し、適正な管理運営を行える専門知識を有した人材も育成します。

指定管理者施設の職員の資質として、制度趣旨の理解、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を習得することは不可欠です。

職場を離れた OttJT、 業務遂行のなかでベテラン職員が実施するOJア「 を組み合わせて人材

育成を進めます。主な研修と内容イま次のようイこ言|^画し
ヤ
てヤヽます。

研修名 内容 講師 実施形態

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

当事業団

本部職員

着任時、および毎

年年度当初

日常業務での0」 T

マネージャー研修 管理監督者として必要な知識の習得
当事業団

本部

場長を対象に

年 1回

清掃・植栽の基礎 施設の実情に応じた清掃・植栽手法

場長
ベテラン職

員

毎年度当初

随時 OJT

防火・防災訓練
消火器の扱い方、避難誘導、危機管

理体制とマニュアルの理解

場 長 、湖北

地域消防本

部

年2回

人権研修
性差別、メンタルヘルス、同和差別など

に対する正しい理解
長浜市 期間1回

情報管理研修
個人情報保護、プライバシー保護、情

報管理の基礎

場長、

外部講師
期間 1回

パソコン研修 データベースソフトの基礎知識
ベテラン講

師
期間1回

接遇研修
接遇マナー、苦情対応、顧客満足

(CS)の基礎
外部講師 期間1回

個人情報保護研修 個人情報の取り扱いに関する知識 講座参加 期間1回

① 指定管理者施設の職員としての資質向上を目指す人材育成をはかります
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② 市民プールを管理する職員としての資質向上を目指します

)

当事業国では、プールの安全管理について組織全体でプール事故ゼロ運動に取り組んでいま

す。プールの管理運営にあたる職員に関しては、以下の講習会の受講を義務づけます。また、そ

のスキルの習得度合いのチェックは必ず本部事務局で行い適正な職員配置に努めます。

【事業団が職員に受講を穣務づける講習会】

)

講習会名 実施団体 対象

プール衛生管理者講習会 日本プールアメニティ施設協会 事業国職員

普通救命講習会 湖北地域消防本部
事業団職員

監視員・受付員

食品衛生責任者養成講習会 滋賀県保健所 事業国職員

プール施設管理士講習会 日本プールアメニティ施設協会 事業国職員

プール管理責任者認定講習会 日本プール安全管理振興協会 事業国職員

ウォータースライダーの運行

維持管理に関す講習会
日本ウォータースライド安全協会 事業国職員

AED講習会 湖北地域消防本部
事業団職員

監視員・受付員

プール監視法・受付対応講習会 プール責任者・外部講師
事業国職員

監視員・受付員

プール事故想定訓練 プール責任者'外部講師
事業国職員

監視員・受付員

16



【事業団が実施するプール事故想定訓練 例】

想定訓練は職員 でプ 故を想 います

実 際 の 25mプ ー ル で 実 施    (P)パ トロール巡回 (T)タワー監視台 (S)ス タンバイ待機 (C)コントロ ル司令塔

①事故者の発見 (P) 行動訓練―異変に気づき無線及び、緊急合図の発信

②事故者への接近 (P)行動訓練―緊急合図発信後、発見監視員は事故発生現場へ入水急行

③事故者の確保 (P) 行動訓練―事故者を水面上で保護し、意識状態を確認する

④応援要請 (P)   行動訓練―事故者の意識状態を知らせ、応援を要請する

③事故者の運搬 (P) 行動訓練―事故者を入水階段近くまで運搬 (事故者の体制に注意)

⑥事故現場への応援 (T)行動訓練一別監視員が現場へ急行 (監視の死角が作らないよう1)

②事故現場への応援 (S)行動訓練―スタンバイ (待機)の監視員が無線連絡により現場急行

③事故者への接近 (T)  行動訓練一第2監視員が事故者と入水監視員に接近

③事故者の引き上げ (P&T) 行動訓練―監視員2人で事故者をプールサイドヘ引き上げ

(体勢注意)

①救助員の誘導 (S) 行動訓練一床に毛布を敷き、救助員2名 を安全な場所へ誘導する

①応急処置 (気道確保と保温)行動訓練一意識不明のため気道の確保と毛布で保温を行い、

容体観察を続行する

⑫応急処置 (人工呼吸)行動訓練―呼吸が停止した状態のため、心肺蘇生を繰り返す

①救急車・協力の要請 (C) 行動訓練―コントロールは救急車の要請と他のセクションヘ

の協力要請を行う。

事
故
者
の
引
き
上
げ
訓
練

事
故
者
の
運
搬
訓
練

事故発生の想定

25mプールコース内で高齢者の健康状態 (くも膜下出血)における突発的な重溺事故が発生。
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③ スポーツ施設を管理運営する専門能力を開発します

当施設で実施する指定管理者事業、自主事業の各種スポーツ振興事業を企画立案、運営す

るにあたり、スポーツ運動に関する専門能力と健康増進に係る専門能力、スポーツ振興に対する

幅広い見識の涵養など、当施設管理運営の必要な専門能力を開発していきます。

専門能力開発方法としては、次のような研修について計画するか同目的の外部研修会を関係

職員に受講させます。

【専門性に関する教育訓練計画 例】

研修名 内容 講師
実施形

態

体育施設管理士育成

講習会

体育施設を管理運営するにあたり必要

な知識や管理方法の習得
外部講師 期間1回

スポーツ事業企画研修
教室やイベント開催に必要な知識や運

営手法の習得
外部講師 期間1回

ウォーキング企画研修 ウォーキングに関する企画立案研修
外部講師

ベテラン職員
年1回

子ども対応&指導研修
子どもレクリエーションの指導に必要な

知識の習得
外部講師 年1回

【体育施設管理士講習会の受講例】

研修を実施後は、その効果測定が不可欠です。研修を受けても、すべての受講職員の達成

度が必ずしも満足いくものとなるとは限りません。そのため、それぞれの研修終了後には、簡単な

確認テストやレポートを提出させ、十分達成出来ていないと判断された場合には、OttJTでフォ

ローアップします。また、着任当初、各年度には、事業団として全職員の職務能力を見極め、到

達度に応じて職員ごとに計画的な人材育成に努めます。

篭・
=■

デ
■二

_  十
~

ー

「

ミ
一

・ 個 人 会 員 :会 員 鶴 vs.非 会 員 翻 →

利 用 料 金 引

・ 由 ■ 範 田 :猿由 ■ 雲 vs.広範 囲 聖
‐プ ログラム ビジ ネ ス vs.空面 装 ■
ビ ジ ネ ス

  与

・ サ ー ビスクオ リティと顧 客 議 足

く率 ― ツ範 設 の と シ ネ ヌ と テ デと

④ 研修効果を測定し、教育計画を立案します
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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 (司 )～ (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。)及び達成目標を

提示してください。

■利用促進について■

多くの市民が気軽にご利用いただき、楽しんで帰っていただくスポーツ′ム`園施設を目指し

ます。

利用l足進を進め施設利用者を増やし、スポーツ実古低人□を増やすことは、指定管理者に

課せられた大きな使命であると者えています。

当事業団が計画しますさまざまな利用l足進計画を遂行し利用者を増やすことにより、長

浜市の「長浜市スポーツ推進計画」にもある数値目標達成に寄与貢献していきます。また、

スポーツを楽しむ市民を増やし、「する・ みる・ 支える」事業展開から利用増・収入増に

緊げ、利用者へ還元することによリサービス向上にもつなげていきます。

神照運動公園は、スポーツ施設として顔だけでなくフィールド外芝生や街路樹、園路などの公

園施設もその魅力の一つで、毎朝の散歩や遠足での昼食会場など市民の憩いの場にもなって

います。このような魅力を最大限に引き出すのも指定管理者の責務であると考えます。当事業団

では、地域のレクリエーション拠点として市民が集う憩いの場を創出していきます。

ア) 多目的競技場に芝生常設グラウンド・ゴルフコースを設置します

多日的競技場には、天然芝フィールド芝の外周に芝生帯が

あり、現在その部分の利用はほばありません。しかし、初夏に

は美しい緑になり、幅もほどよく狭いため、絶好のグラウンド・ゴ

ルフコースになります。このように当事業では、利用活用のない

スペースにも倉J意工夫をこらし、立派なレクリエーションの場と

して倉J出していきます。

イ)レ クリエーション広場回路「健康遊具の手引き」を作成します

長浜市レクリエーション広場には、十数基の健康遊具が園路に点在してい

ます。しかしどの場所にどの遊具があつて、どのよう)頁路でまわるのかの案内

がされていないのが現状です。この遊具を活用すれば、犬の散歩やランニン

グのついでに筋カトレーニングやコアマッスルの筋力雁持が可能になります。

もつと遊具を活用すべく、PRと運動初心者の方への利用案内をかねて「健康

遊具の手引き」を作成します。また、作成するだけでなく自主事業で遊具を活

用した事業も実施し、利用促進と利用者サービスにつとめます。

n虚 建 nの ■引C

逸
静 磨 趣 コ 公 ロ

① 地域レクリエーションの拠点として憩いの場としての公園を目指します。
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② 防災拠点として地域に根ざした活動を続けていきます

緊急事態 (災害。事故等)における対応体制において、防災拠点としての神照運動公園の取り

組みを提案しましたが、防災拠点として位置づけた新しい施設利用方法として利用促進するに

は、防災に関する活動も実施する必要があると考えます。またそれは、事業団だけで取り組むの

でなく、地域住民や地域の団体とともに活動していく必要があると考えます。そいった活動を続け

ていくことは、長浜市の「みどりの基本計画のアクションプラン」の施設整備施策の施策目的にも

寄与貢献できると考えています。

ア)地域の自主防災組織とともに消防訓練や消火訓練を実施 します

神照運動公園では、様々なイベントや教室を実施していきます。また、地

域の運動会や学校運動会など多くの市民が集う場合が多くあります。そうい

つた機会を活用して、神照地区の自主防災組織とともに消防訓練や消火訓

練を行います。指定管理者としてそういつた活動を地域で続けていくことは、

長浜市の防災拠点としての神照運動公園のあるべき姿を守っていくことに

繋がり特に重要だと考えます。

イ)シーズンオフのプール水を活用 しての放水訓練

長浜市民プールにおいては、防火水槽にはなっていませんが、そのプール水を活用し地元

自主防災組織の放水訓練に活用していただきます。神照運動公園でこのような消防活動や訓練

の禾町用をしていただくことで、地域に根ざした防災拠点となることを目指します。

■自主事業について■

市民がやつてみたい、つづけたい自主事業を展開します。

市民がスポーツ・ 運動を始めるきつかけづくりとなる参加 したい、やつてみたい、

一度参加 したらもっとスポーツ・ 運動を続けたいという自主事業を幅広い年齢や対象に展

開していきます。幅広い年齢や対象に展開することで、生涯スポーツの充実につながると

者えています。

また、教室やイベン ト開催にあたつては、「する」「みる」「支える」スポーツ自主事

業として新たな教室事業、一流アスリー トを招聘 した子どもたちに夢や希望を与えられる

事業、スポーツ
′
ム`園の複含1幾能全l本を活用した地研とともに取り組む市民協l動事業をさま

ざまな団体と運営を図り、職員と市民が一体となつて事業展開していきます。

平成26年に制定された「長浜市スポーツ推進計画」では、基本方針を「子どものスポーツ活

動の充実と生涯スポーツの推進」「する。みる。支える(育てる)身近なスポーツの環境の充実」

「スポーンを通じた地域の活性化」として掲げられています。

イ

① 新たな自主事業の取り組み ～教室事業への取り組み～
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また、平成23年に改定された「長浜市みどりの基本計画」では、神照運動公園の整備事業が

「みどりをうみだす」重点施策に挙がつており、平成23年 10月 に策定された「長浜市みどりの基

本計画アクションプラン」でも、神照運動公園整備事業の目的は「広域的な防災拠点としての創

出」となっています。

当事業団では、このような長浜市の施策を十分理解し、神照運動公園を「地域のスポーンの拠

点」「地域のレクリエーションの拠点」「地域の防災拠点」として位置づけています。よつて以下の 3

つの観点で自主事業 (教室事業)の推進を図つていきます。

スポーツの拠点としての事業
レクリエーション拠点

としての事業

防災拠点としての事業
X X

スポーツ拠点とし

ての事業

【子ども達に】

KIDS体力向上事業

長浜市教育委員会と

連携

゛弓_― フ 平、、fキ ム ~引 h ih ウ由 R召 全冒 言希 ハ 、国

運動会を目指し、子発 たちのかけっこ指導をします。ス

タート足の出し方、体重移動の仕方、腕の振り方、日線や

姿勢等の走る「コツ」を、上級トレーニング指導者が、短期

間で指導します。ほんの少しのコツをつかむだけで子ども

たちの走りは大きく変わつてきます。

こども水泳教室  ※長浜水泳協会との共催事業

最近は、学校のカリキュラムの問題で学校水泳の時間

が減つてきています。また学校によつては、夏休みのプー

ル開放事業も実施しない学校もあり、ますます子どもたち

の水泳の機会が減つてきています。

当事業団では、長浜市民プールの開場前時間を利用

しこども初心者向けの教室を行います。水が怖い子どもや

顔がつけられない子どもを有資格者が楽しく丁寧に指導

します。
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スポーツ拠点とし

ての事業

【子ども達に】

KIDS体 力向上事業

長浜市水泳協会と連

携

こども水球教室  ※長浜水泳協会との共催事業

旧長浜市民プールは、びわこ国体の水球会場でした。

そんな土地柄から現在でも、長浜北星高校の水球部は県

下では敵なし、全国でも上位に食い込むほどのその強茨

校です。そんな長浜市

ならではの教室です。

講師は長浜市水泳

協会や元オリンピック

選手にお願いし、まず

は子どもたちに地域に

根ざすスポーツ水球と

いう競技の楽しさを知

つてもらうための教室です。

【成人の方に】

アクア推進事業

アクアフィットネス教室

この教室は、水の特性を生

かした水泳を含む水中運

動、水の運動をスポーツと

して楽しみ、健康・体力づ

くりに生かし、運動療法にも役立てる教室です。

水中歩行 (ウォーキング)、 水中ランニング (ジョギング)、

水中ストレッチング、アクアエアロビクスなど様々な種 目を

織り交ぜることで飽きることなく、体力に応じて運動を楽し

むことが出来ます。また身体に負担が少ないのもこの教室

の特徴です。

【高齢者に】

ウォーキング推進事

業

歩き方講座と健康遊具講習会

公園の外周園路、健康遊具を活用した高齢者向けの

運動きつかけ作りの教室です。普段ちょつとした散歩をさ

れていたり、犬の散歩をさられている方にもう一歩踏みこ

んで、散歩から運動やスポーツに繁げてもらいます。より

運動強度をあげた歩き方や健康遊具を使ったトレーニン

グを散歩途中に実践していただくだけでその筋力維持の

効果は倍増します。そういつたちょつとした運動へのきっ

かけ作りの教室です。
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スポーツ拠点とし

ての事業

【高齢者に】

健康増進事業

水中トレーニング教室 forシェア

水中には『水圧』と『抵抗』があり

ます。水の中で身体を動かすこ

とは、筋力維持に効果的です。

何より水の中で身体を動かす

と、血液の循環が良くなつて健

康になります。身体に負担の少

ない、それでいて密度の高いトレーニングが可能になりま

す。陸上では何となくやつているヨカきも、水中でやってみ

ると意外と難しヤヽものです。プールを有効活用すれば、よ

く言われる「体幹トレーニング」が特別な機器なしで、しか

も簡単に Gき まづ。高齢者向きの筋力維持やヨアマシス

ル強化の教室です。

，
′
ヽ
ヽ
´ヽ
、こ、

水中ウォーキング教室

水中では浮力があり、陸上より体が軽く足月要とこかかる負

担が軽減されます。また、水の中の体には水圧によつて

筋肉に負荷がかかります。水中歩行は水の抵抗で、陸上

を歩くより効率よくカロジヽ 消費することが出来ます。また

体にかかる負担は非常に軽く、高齢者の筋力維持トレー

ニングには最適です。

【障がい者の方に】

障がい者支援団体と

連携

車いすで水中体験

新しい市民プールの25mプールには、スロープが設

置されており草いすの方は、車いすに乗つたまま入水が

可能です。車いすでの水中体験を、しょうがい者支援団

体と連携し実施します。

【成年の方に】

スポーツ推進事業

ランニング&ウォーキングコース設定

神照運動公園管理棟発着の安全なランニングコースと

ウォーキングコースを外周園路に距離別にいくつか設定

し、自販機の場所やトイレの場所を明記した安全なコース

マッハ 掲示し、希望者には神照運動公園の窓口にて配

布します。
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レクリエーション拠

点としての事業

【子ども達に】

レクリエーション推進

事業

芝生DE昔の遊び教室

※まちづくリセンター土曜学び座との共催事業

芝生の上で眺んだりはねたり、寝転がつたりすることは

本当に気持ちのいいことです。しかし最近の子どもたち

は、テレビゲームの普及や外遊びをする場所が家の近く

にないなどの問題で、外遊びをしない子どもたちが増えて

います。この教室は、緑の公園で竹馬や缶蹴りなどの昔

の遊びを楽しむ教室です。また、講師は、地域の元気な

高齢者の方に依頼します。

【女性や親子に】

レクリエーション推進

事業

ベビーマッサージ教室

市民プールの2階休憩室を活用し、こどもとお母さんを

対象にベビーマッサージ教室を実施します。ベビーマッ

サージの効果は、赤ちゃ

んの脳の発達を促したり、

免疫力の向上、精神のリ

ラックス効果と言つた赤ち

ゃん自身に与える影響の

他、母親側にも赤ちゃんとのスキンシップによって、育児

への自信に繁がり情緒の安定をもたらします。

【高齢者の方に】

レクリエーション推進

事業

常設グラウンド・ゴルフコースの設置

グラウンド・ゴルフ体験会

多目的競技場のトラック外の芝生スペースに常設グラウ

ンド・ゴルフコースを設置し、市民がいつきてもグラウンド・

ゴルフ楽しめるようコース不可用講習会とグラウンド・ゴルフ

体験会を実施します。

【高齢者の方に】

レクリエーション推進

事業

高齢者お散歩ウォーキング ※長浜市民体育館と連携

高齢者を対象にゆっくりあるくお散歩会を実施します。通

常のウォーキングですと、やはり10km近くのコースを歩く

ことになります。このウォーキングではあくまでお散歩とい

う位置付けでゆつくり5kmまでくらいのウォーキングとしま

す。また、公々に歩けるよう1こなられたら、通常のフォーキ

ング大会への参加へと緊げていきます。
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レクリエーション拠

点としての事業

【しょう力ヽ 者ヽの方に】

レクリエーション推進

事業

しょうがい者余暇活動

支援事業

「スペシャルオリンピックス・スポーツプログラム」の発展

※しょうがい者支援センターと連!先

チ兄在、自主事業スペシャルオリンピックス日本・スポー

ツプログラムを実施して、しょうがい者が気軽にスポーツで

きる場を提供しています。今後は、公園でのサッカーやウ

ォーキング等のレクリエーション活動にも発展させ、さらに

市民に活動PRし、企業協賛もえながら、活動を拡大させ

ていきます。この事業は公益財団法人として不可欠な事

業として位置づけています。

防災の拠点として

の事業

【子ども達に】

防災意識向上事業

着衣泳体験  ※浅井B&G海洋センター連携

着衣泳は、泳ぐことではなく、自分の生命を自分で助け

るための自己保全が目的です。若衣状態で水に賜れる

例がすべての水の事故例のうち7～ 8割に達しています。

子ども達に、川や琵琶湖等にて着衣状態で急に水に落

ちても、浮いて呼吸を確保することができる泳法を学びま

す。

② 一流選手や指導者の招聘で子どもたちに夢や希望を与える事業

ア)」リーガーや元プロ野球選手等によるスポーツ教室

ながはまスポーツ夢プロジェクト事業で、Jリ ーグ選手者や元プロ野球濃手等の有名選手を招

聘します。事業団には、長年の連携事業の実績から毎年、一流アスリートの講演会やスポーツ教

室を開催してきました。こうした連携から新聞社や企業等と連携協力関係にあります。次期指定管

理期間においても、この連携関係を継続させ、子ども達に夢や希望を与える事業を不責極的に展開

します。 /口  !  日 回
]

1 1
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イ)長浜市民体育館と連携した地元一流選手招聘のスポーツイベント

将来のある子どもたちが一流の選手の指導を受けることにより、子どもたちに夢と希望を与える

事業です。またその一流選手も地元出身選手にこだわり、都会でなくても世界ヘチャレンジして

いる身近なお手本がいることを知ってもらい「長浜からでも世界やプロヘ行ける !」 ということをこ

の事業で子どもたちに伝えていきたいと考えております。

当事業団は長浜市を愛し、長浜市のために活動する団体として、地域密着型の取り組みを続

けてまいりました。現在もスポーツ振興のアウトリーチ活動として、市内のさまざまな団体と連携関

係にあります。

こうした連携をよリー層深めるとともに、次期指定管理者期間では総合型地域スポーツクラブ

の連携など、地域のスポーツ振興を市民協働で進める態勢も強化し、市民や地域団体との連

携◆協働に積極的に取り組みます。

ア)スポーツで長浜市グラウンド・ゴルフ協会と連携  「理事

長杯グラウンド・ゴルフ大会 夏&秋」

長浜市の「長浜市スポーツ推進計画」によると参加したい教

室やイベントで上位に「ウォーキング」「グラウンド・ゴルフ」となっ

ています。神照運動公園では、その調査結果を踏まえニーズの

高い「ウォーキング事業」と「グラウンド・ゴルフ事業」に重点をお

いた事業展開を図り、多 目的競技場には、グラウンド・ゴルフコ

ースの常設も行います。そしてそういった普段の活動や練習の

発表の場として、グラウンド・ゴルフ大会を年2回開催します。当

大会の実施にあたつては、コース運営からホールインワン競争

の運営など、長浜市グラウンド・ゴルフ協会にご協力いただきな

がら開催します。

イ)防災で湖北広域消防本部や地元自主防災組織との連携

「神照運動公園防災イベント」の実施

当事業団では、長浜市の「みどりの基本計画アクションプラ

ン」1こも明記されているとおり、神照運動公園を地域の防災の

拠′煮と位置づけています。しかし拠′煮となるには、避難所として

の受け入れ態勢の整備だけではその役 目は果たせないと考え

ています。大規模イベント時にあわせ「神照運動公園防災イベ

ント」を実施しするなどして積極的な防災関連事業の実施や啓

発運動にも力をそそいでいきます。

!lil::i:!::liiittiri.. 瘍,,β郡)胞
設にマ

k構苫娠呈を三悪毒をとと,ぅ か
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③ スポーツ公園の複合機能全体を活用した地域と共に取り組む

市民協働事業への取り組み

26

【地震体験車「ナマズン号」】



実施例

>地震体験車なまずん号による地震体験

>水消火器による消火訓練

>保存食の試食体験とかまどベンチによる炊き出し試食

C)国民スポーツ大会へ向けて地元アスリートの強化事業で地域貢献を行います

ア)一流トレーナーの指導事業

一流トレーナーを神照運動公園に招聘し、地元中学校高校

のアメリカンフットボール部やサッカー部を招待し一流のトレー

ニング指導を地元若手アスリート1こ行います。この事業は、地域

貢献事業として位置づけ、当事業団では2024年滋賀国民スポ

ーツ大会にむけて、長期的な展望に立った長浜市のアスリート

強化、スポーンレベルの向上を目指していきます。

イ)強豪校を合宿誘致し地元学生との強化練習の実施

当事業国では、当施設以外にもスポーツ施設を管理運営行つ

ています。浅井地区スポーツ施設、長浜市民体育館、神照運動公園が連携し、ダイレクトメール

や旅行会社を通じた営業活動を行うことにより強豪校や大学体育会都活動の合宿を誘致します。

またその誘致の際、サービスとして対戦相手の紹介も行い、地元学生と強豪校を結びつけ練習

試合務″行うことにより、地元チームの強化を図ります。

指定管理者として重要なことは、単に施設を管理運営し、その場所で事業をするだけではなく、

いかに地域へ出向き、市民の方と近い位置でスポーツ振興を図るかだと考えています。アウトリ

ーチ活動は公益財団法人としても重要だと考え次期指定管理期間もニュースポーツをツールと

したアウトリーチ活動を実施しています。

当事業団には、貸し出し用のニュースポーツ物品が多種多数あります。これらの物品について

は、「ガイドブック」を作成し積極的な活用推進を図つて

いきます。ニュースポーツは子どもの体力向上や中高年

の健康維持・増進、高齢者の介護予防など、さまざまな

分野で活用しています。勝敗よりも、「楽しみ」「気晴らし」

「人との交流」「健康・体力づくり」に重点を置いた生涯ス

ポーツです。そういつたニュースポーツの特色を活かし地

域の3世代交流事業や自治会活動や学校事業にニュー

スポーツ指導者として職員を派遣し積極的なアウトリーチ

活動を展開します。

⑤ ニュースポーツ指導者派遣事業 アウトリーチ事業への取り組み

競
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具体的な派遣実施例
> まちセン事業

> スポーツ少年団

土曜学び座 ニュースポーツ指導

ニュースポーツ事業

当事業団は公益法人であるため、利益を追求している団体ではありません。収益金を利用者

や施設、事業参加者に還元し、魅力的な施設運営に充当することができます。また、充当する場

合もアンケート等の利用者の声に応えるかたちで環境整備をすすめます。その他自主事業で得

られた収益金の一部も利用者や参加者のサービス向上に役立てていきます。

> ニュースポーツ消耗品や追加用具の購入

> アメフ ト競技備品更新購入

> 陸上競技備品更新購入

> サッカー競技備品更新購入

> グラウン ドロゴルフ大競技備品更新購入

具体的

購入予定物品例

⑥ スポーツ環境整備事業

⑦ 長浜市民の皆様に感謝を伝える神照運動公園感謝祭の実施

指定管理者制度は、市民の皆さまにたくさん利用いただけるからこそ、円滑な管理運営が可

能な制度だと考えています。そしてなにより、長浜市民、利用者あっての公共施設であることも忘

れてはいけません。

普段利用いただいている利用者に感謝を伝えるとと

もに、新たな利用者を発掘するため神照運動公園で

はスポーツ感謝祭を実施します。また実施の際には、

芝生フィールドを1日 無料開放し、来場いただくと以下

のような様々サービスで皆さまをお迎えする予定です。

いままで神照運動公園に来場する機会がなかった方

にも楽しんで頂ける企画で新規利用者の利用促進に

もつなげます。

。芝生フィール ドを無料開放 し、グラウンド・ゴルフ

コースの設置とニュースポーンを配置します。

・ガラポン抽選会等

a。 既利用者に
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b。 子どもたちに ・無料クラフ ト体験荻室
。ポップコーンサービス

新規利用者獲得のために ・無料教室体験教室  ・無料お散歩 ウォーキング

・健康遊具の使用ガイ ド

利用者の方にいつでも気軽に、またll央適にスポーツやレクリエーションを楽しんでいただくよう、

以下のレンタル事業、物品販売事業も実施します。これらのレンタル物品や販売物品は、年々、

その種類も増加させておリアンケート調査による要望の多かったもの、窓日にて問い合わせが多

かつたものに応えるかたちで実施していきます。

ア)多 目的競技場

a.レンタル事業 ・サンカ~ボ~ル

・グラドノンド・ゴルフ用クラブ

・グラ [″ ンド・ゴルフボール

・フリスビー

・ 日よけテント 【レンタル物品】

b.物品販売事業 ・自動販売機の設置による飲料販売

・アイス、氷販売

イ)市民プール

a.レンタル事業 ・浮き輪

・ ビーチボール

・ ビー ト板

・ ヘ ル ノく―

・水着

・ラッシュガー ド

【レンタル物品】

b。 物品販売事業 ・ゴーグル

・スイムキャップ

・耳栓

。売店にて軽食販売

。売店にて飲料販売

・自動販売機の設置による飲料販売

C

③ 物品販売およびレンタル事業

ll
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③ 利用者数の達成目標を定め直実に増加させていきます

指定管理者 として施設利用者数を増や し、スポーツ実施率を向上させ長浜市のスポーツ

振興に寄与貢献することは私たちの責務であると理解 しています。

予防医学の観点からも運動の必要性、健康志向ブームはしばらく続くと考えられ、運動の

必要性の啓発、多種多様なニーズの把握により着実に利用件数と利用者数を増加させます。

【利用者数の達成目標】

年度 神照運動公園
レクリエーショ

ン広場
市民プール 積算根拠

31 39, 500人 23,400人 55,000人
提案 した数多 く

の利用促進策や 自

主事業を含めたあ

らゆるスポー ツ振

興事業を展開し、ス

ポー ツ実施率の向

上 とともに着実な

利用者の増加 を 目

指 します。

32 39, 800人 23,600人 55,400人

33 40, 100人 23,800人 55,800人

34 40, 400人 24,000人 56,200人

35 40, 700人 24,200人 56,600人

36 41, 000人 24,400人 57,000人

37 41, 300人 24,600人 57,400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。

市民や関係団体ともに′ム
｀
園施設を活性1ヒさせていきます。

神照運動公園は住宅地頭の中にあるスポーツプム`園施設で、設置から環在まで、長浜市民

のスポーツの場や、憩いの場として長く市民に親 しまれてきました。また、地域住民だけ

でなく地頭学校のスポーツの場にもなつています。このような地域の拠点施設をさらに利

用活用していただくために地研自治会やスポーツ団体等と連携して利活用を活性化させて

いきます。また、その連携から長浜市民のスポーツ・ 運動をする機会を増やし施設の利用

l足進にもつな lニガます。

当施設は住宅地域の中にあるスポーツ公園施設です。地元神照地区自治会や地域内の学校

と更なる連携を図り事業展開を行い更なる利用促進を目指します。また、このような連携事業から

常に地域住民の方との風通しをよくし、市民とともに汗をかき地域で愛される施設となります。

① 地域自治会や地域学校との連携をはかります
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【地域自治会や地域学校との連携や支援 例】

地域自治会 E地域学校 具体的な連携や支援内容

地元自治会
・3世代グラウンド・ゴルフ大会開催支援
・職員によるルール説明派遣

神照連合自治会 ・神照地区連合運動会への協力

長浜北中学校

・運動会実施に向けての楽備支援
・施設での練習の支援
・施設の維持管理協力

長浜北高等学校
・練習用具貸出しの協力

・施設の維持管理協力

長浜市教育委員会との事業連携を更に進め、文スポKIDS体力向上事業のさらなる発展を目

指していきます。近年子どもたちの体力低下から長浜市教育委員会は心と体の健やかな成長を

目指し「柳澤式運動プログラム」を導入されました。これは、当事業国がすすめる「KIDS体力向上

事業」とも同じ目的をもつており、長浜市の子どもたちの健全育成に必ず貢献していけると考えて

います。次期指定管理では、更にこの連携を強化し、「市民プール」や「芝生フィールド」など学校

では、なかなか味わえない環境で子どもたちのスポーツ事業を展開していきます。

ア)体幹強化水中トレーニング教室 (水中遊び)の実施

「まっすぐ立っていられない」「姿勢保持が難しい」これらの症状は、一般的

には子どもたちの体幹コアマンスルが弱いからだとされています。水中で動くこ

と、それは自然なかたちで負荷がかかり自然と体幹を鍛えることができます。こ

の教室では、トレーニングというより水中遊びをとおし楽しむことから子どもたち

の体力を向上させるものです。

イ)保育園の子どもたちを市民プールヘ招待します

長浜市民プールは、たくさん保育園児たちも園ごとに来場いただいていた市民に身近なプー

ルです。普段園の小さいプールで泳いでいる子発 たちを大きな幼児プールで遊ばしてあげた

いという思いは変わりません。今回は、教育委員会と連携し、市内の学校や保育園の招待事業

を実施します。また、その楽しみを園児に知ってもらうことにより利用促進にも繋げます。

ウ)多 目的競技場でかけつこ塾の実施

多目的競技場には、8レーンのトラック競技場があります。その陸上専用レー

ンを利用して長浜市民体育館と連携しかけっこJ茸塾を実施します。この教室は専用

陸上レーンを使用するため、特にスタート練習や直線だけでなくコーナーリング

練習なども取り入れていきます。このような人気教室の実施から利用促進につな

げます。

② 長浜市教育委員会との連携田協働事業を実施します
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③ 地域スポーツの担い手、総合型地域スポーツクラブを支援します

長浜市にある総合型スポーツクラブとさまざまな事業協力します。地域のスポーツクラブと事業

展開することにより、長浜市の施策「長浜市スポーツ推進計画」に寄与貢献した事業展開を可能

になります。総合型、事業団、長浜市がそれぞれ単独で事業を行う

のでなく、お互い事業協働することにより事業負担はなるべく軽減し

省力化し、スポーツ振興事業の効果は、より大きなものにすることが

できます。

昨年、当事業団の職員が総合型スポーツクラブの「アシスタントマ

ネージャー」の資格も取得しましたので、今後、事業運営や事業展

開、組織化に向けてあらゆる協力と支援をしていきたいと考えていま

す。「総合型地域スポーツクラブ」「長浜市」「事業国」が連携して長

浜市のスポーツ振興を図つていきたいと考えています。

|

●

④ 地域スポーツ団体を支援し活動活性化をはかります

ア)地域スポーツ団体の支援について

a.地域スポーツ団体、スポーツクラブの紹介

神照運動公園掲示板にて、長浜市民プール休憩室掲示板

で地域スポーツ団体やスポーツクラブを紹介し、これらの団体

への参加を促しています。地域スポーツ団体やNPOの参加

人数が増えることの活動活性化や利用者にスポーツする機会

を与えることにもつながります。

当該サービスは、利用促進にもつながっており、スポーツ・サークル等の活性化にもつながっ

ていることから、継続して実施いたします。

【神照運動公園を中心の活動している活動団体例】

施設名 活動している団体名

神照運動公園

市内中学校 (運動会)、 中体連、市内中学校・高校 (部活動 )、 スポーツ少年団

体協加盟競技団体 (長浜市グラウンド・ゴルフ協会、長浜市ソフトボール協会他)

サッカークラ:入 ソフトボールクラブ、老人クラブ、企業チーム等 多数

滋賀県身体しょうがい者福祉協会、県内各スポーツ協会 (リーグ戦や大会利用)

長浜市レクリエー

ション広場

中体連、市内中学校・高校 (部活動 )、 スポーツ少年団

体協加盟競技団体 (長浜市グラウンド・ゴルフ協会、長浜市ソフトボール協会他)

サッカークラブ、ソフトボールクラブ、老人クラブ 多数

長浜市民プール 市内保育園、市内認定こども園、長浜市水泳協会等
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b.地域スポーツ団体の対戦相手募集掲示

野球、ソフトボール、サッカー等スポーツ競技では、試合をするのに必ず対戦相手が必要と

なります。現在のコミュニテ′r―掲示板をさらに発展させ、仲間募集だけでなく対戦相手募集の

掲示を行い、活動の促進を図ります。

c.ホームページでのリンク

当事業団のホームページから、地域スポーツ団体やスポーツクラブヘのリンクを設け、来場し

なくても、地域スポーツ団体やスポーツクラブの情報が入手できるようにします。

(3)地域のスポーツ振興に資する取り組み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)

長浜特有のスポーツの振興を図り、地頭のスポーツ振興に賓する事業を展開します

長浜特有のスポーツとは、水球やノメリカンノットボール、弓道、柔迫等、前回の滋賀

国体や長い歴史の中で長浜市に根付いたスポーツ競技のことです。私たちは、これらの競

技を普及振興することが、地域のスポーツ振興に資する重要な取り組みだと者えています。

また国民スポーツ大会に向けては、残高ながら当施設は、滋賀県で開催される国民スポ
エツ大会、全国障害者スポーツ大会の競技会場ではありませんが、長浜市にたくさんの競

技者やスポーツ関係者を迎え入れる以上、私たちも同大会に大きく貢献したいと者えてい

ます。

私たちならではの、地域のスポーツ振興に資する取り組みを継続して行います。

ア)長浜ひょうたんボウルの協力と支援

今年から長浜ひょうたんボウルが長浜パイオ大学ド

ームから、当施設へ変更されました。地面が柔らかく

選手のケガが少ない天然芝でのプレイを希望された

ことから神照運動公園に自羽の矢が立ったわけです

が、私たちは今後施設管理者として、同大会に、ハ

ード・ソフト両面での協力・支援をしていきます。また、

滋賀でのアメリカンフットボールの聖地として利用促

進や練習誘致にもつなげます。

【具体的な協力・支援内容】

① 長浜特有のスポーツ競技の普及振興を図ります

区分 内容

ハード面 ・適正な天然芝の育成と刈込み  ・アメリカンフットボール用具の更新等

ソフト面 ・選手控室の確保  ・温水シャワー確保  ・冷却用氷の提供等
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イ)長浜北星高校や長浜市水泳協会の連携による水球競技の支援

旧長浜市民プールは、びわこ国体の水球会場でした。

そんな土地柄から現在でも、長浜北星高校の水球部は

県下では敵なし、全国でも上位に食い込むほどのその

強兵校です。そして、卒業生には元オリンピック選手や

現 日本代表選手など、地元長浜から多くの一流選手を

輩出しています。私たちは、そんな長浜ならではの水球

競技の事業を積極的に展開します。

講師は長浜市水泳協会の元長浜商工水泳部 OB
や元オリンピック選手にお願いし、事業参加者は地元

の子どもたちに地域に根ざすスポーン、水球という競

技の楽しさを知ってもらうため継続して実施していきま

す。

【地域のスポーツ振興に資する長浜特有の競技を支援する取り組み】

ウ)地域スポーツ団体との連携による地域でニーズの高い競技の事業実施

現在、長浜市内のスポーツ少年団員数で一番競技人 口

が多いのがサッカーです。滋賀県では近江人幡市出身のリ

ーガエスパニョーラのレアル・ベティス所属乾選手が日本代

表に選出され、フールドカップでも活躍されるなど、湖国の

サッカーに対する熱はますます高まっています。

そんなサッカー人気の長浜市で更なるサッカー競技力の

向上 目指し、子ども向けサッカークリニック事業を実施します。

一流選手を招聘することにより、競技力向上に加え、市民の

スポーツヘの関心 (する関心と観る関心)が向上することも期

待されます。

今年度の国体は今月福井で開催されました。その際、福井国体に向かう直前合宿や直前練

習の会場として、当事業国管理施設を利用されました。福井県内のスポーツ施設は、予約が取

れず近隣県での練習となったようです。

2024年の滋賀県での国民スポーツ大会でも同様の状況が発生すると考えられます。そこで

私たちは、インター近くの立地も考慮し以下の競技に重点をしばり、今回に限り大会扱いとして

事前受付も可能とし、万全の態勢で他県の競技チームを直前練習や合宿の会場として受け入れ

ます。

② 国民スポーツ大会の練習会場してチームを受入れ大会を支援していきます

34



ア)サッカー競技の直前練習会場としての受入れ

県内の天然芝サッカー場は限られています。その中で、布引運動公園陸上競技場、京セ

ラ株式会社滋賀八日市工場総合グラタンド、皇子山総合運動公園陸上競技場、伊香立公園

芝生グラウンドが競技会場となり使用が制限されます。そのような状況で、神照運動公園

については、万全の芝の状態を維持 し国民スポーツ大会練習会場として受け入れを不貢極的

に行つてきます。

イ)ソフトボール競技の直前練習会場としての受入れ

国民スポーツ大会のソフトボール競技会場は、高島市と東近江市です。長浜はちようどその中

心に位置し、どちらの会場の競技チームの受入れも便利な立地となっています。また神照運動

公園のソフトボール場とレクリエーション広場をあわせて、3面の会場が取れるものチームにとつ

ては、魅力的だμ考身常″。ツプトボール競技にψついても積極的に母‖)入れをイTい業す。

(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。

利用者r、の広報は、大きな意味を持ちます。知るということが行動への大きなきっかけとなり、

利用促進につながるからです。あらゆる人たちに神照運動公園や新設の長浜市民プールの魅

力を発信していき、利用促進を図ります。

施設利用者から一般の人たちへの幅広い広報

施設利用者に対しての「文スポからお知らせ掲示板」「コミュニティー掲示板」による掲示広報

から一般の方へのホームページを使った広報まで近隣地域から幅広い地域まで情報発信を行

っています。しかし当施設は、長浜市域で言うとすべて南部の端に位置しており、まだまだ市域

北部の方には馴染みの浅い施設もあります。今後は、特に市域北部にも広報活動や事業展開

のウエイトをおき、広報の対象者を広げ更なる利用促進を図ります。

しかし、下記に示すとおりIT技術や広報ツールに頼るばかりでなく、「人に伝えるのに重要な

のは、やはり人である」との考えから、職員自らが管理施設から地域に飛び出し、現場で市民と共

に汗をかく広告塔として地域団体との連携し「地元主義」と「face tO face」 での施設。事業広報を

行っていきます。

C)幅広い広報から利用促進につなげます
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サ

【管理棟コミュニティー掲示板例】

【各種広報活動案】

対象者 内 容

上記以外の一般の人

1か月先までのイベント、教室案内を一覧できるように掲示スペ

ースを確保します。利用者が一日で、1か月間の行事予定を

知ることができるようになり、次回利用への誘因となっていま

す。

過去利用者にDMを発送しています。

コミュニティー掲示板を最大限活用し、神照運動公園の今と今

後の情報だけにとどまらず、当事業団が文化とスポーツの両方

に特化していることを活かし「長浜の文化施設」「浅井スポーツ

施設」などの他のあらゆる情報も同時に発信しています。

・自治会の回覧板でイベントや教室案内を行い、地域住民への

周知に努めています。また、教育委員会と連携し近隣の小・中

学校でチラシを配布し、積極的な情報発信を行います。

広報なんЧよまの文スポ情報チャンネルにて記事掲載

市内公共施設や事業団管理施設にてイベントポスター掲示

地域事業(地域文化祭等 )や地域スポーツイベント(神 照地区

連合自治会運動会等 )に積極的に職員が出向き、協力体制

を組むことにより、現場で汗をかく広告塔となり施設・事業広報

を図ります。

・事業団ホームページにて、イベント開催を広報しています。

・タウン誌 (ばてじやこ倶楽部 )、 地元新聞へ情報提供し、積極的

にパブリンティを活用して、多くの人たちに当施設の行事を知っ

てもらいます。
・ブログやFacebookを利用した情報発信を行います。

=―
‐  ぃ  一   i。・・ ヨ い‐‐

【主
ｒ
ｉ
一

お知らせ内容の掲載例

空きスペース情報コーナー

休場日案内コーナー

事業のお知らせコーナー

天然芝の育成状況案内

施設の利用案内

各種注意事項等
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② 段階的な空き情報の発信を行ない利用促進につなげます

現行の神照運動公園の施設の利用手続きについては、長年の経緯から市民に定着したもの

となっております。利用者には中高年齢者や団体などのリピートも多く、ITを活用し利用促進は

不可欠であるものの、急な変化はかえつて利用者の困惑を招きかねません。

そこで、本指定管理期間中には、空き情報などをホームページに掲載するなど、段階的なステ

ップを踏んで、対応を進めていきたいと考えております。

【神照運動公国の空き情報発信の段階的な取り組み】

STEPl
現在の施設利用者に

▼

来館群 ない利用希望者や
STEP2

STEP3

更なる利用者の増加を目指します

.他施識秀ll風者に―卜: |

芝生フィールドの利用状況表を

lヶ月先まで

コミュニティー掲示板で掲示

未― ムペ ー 功 r珀 I田 引や岬 葬 弁握 系

他施設掲示板でも利用状況表掲示
!● IIl ittt .   ■「モ ■|〔 子:l r■ ●  ′
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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。

利用者の声に耳に傾け、あらゆる声を集約し改善につなげ市民に愛される′ム`園施設を目指

します

施設の利用l足進のためには、利用者エーズを充足することが施設の利用l足進につながる

と者えています。利用者ニーズの把握のためには、利用者の声をあらゆる形で収集する町

要があります。日常の声掛けから始まり、アンケートや利用者満足度調査、統計分析等さ

まざまな手法を用いて、利用者の声を集めていきます。

また、いただいた声に耳をl`買け財す改善につなげていきます。

神照運動公園では毎年、利用者アンケートを実施しています。平成29年のアンケートでは約

90%の方から「満足した」と評価いただいています。

良い評価をいただくことは指定管理者として大変喜ばしいことですが、むしろ満足できなかっ

た点、不満足だった部分に注目して、業務改善につなげていくことが大切です。

アンケートは今後も継続し、経時的データとして改善された点、問題となる点を明らかにして、

管理運営事業の評価をします。また主要な自主事業についてもアンケート1こよる満足度調査を

実施しサービス向上へつなげます。

日常の活動から

普段からの声掛け
職員が普段の業務において、利用者の戸惑つているしぐさや表情
から、利用者に積極的に声掛けをして、隠れている三―ズを表出化
することに努めています。

地域・各種団体からの

意見収集

地域自治会、地域NPO、 スポーツ団体の代表者から、施設の運
営について意見をいただきます。

他の管理施設からの情

報収集

各施設からの利用者の声を共有し、他の施設で利用者から感謝の

声をいただいた具体的施策を自らが管理している施設にも展開す
るように心かげています。

ご意見箱の設置

受付カウンター近くにご意見箱を設置し、利用者の声の収集を行つ
ています。具体的に記述されており、施設の運営改善に役立てて
います。

各種メディアからの情

報収集

・書籍・雑誌・新聞・研究調査・インターネット等を通じて、社会一般
のニーズをモニタリングします。
・ネットの検索サイトを活用して、当施設の記述をチェックし、利用者
の声を収集します。

① アンケートの継続により管理運営 をはかります

② その他さまざまな手法で利用者の声を集めます
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アンケートや利用者満足度調査

教室・イベント
スポーツ教室開催時やイベント時日よ必ず、アンケートを実施し、受
講者の満足度や内容への要望等を調査しています。

利用者満足度調査 利用者満足度調査を年二回実施していきます。

統計を用いたモニタリング

統計分析

施設ごとに利用者の推移の統計を取つています。統計数字の推移
を分析し、増減の原因を推測し、利用者のニーズの把握に努めて
います。

C)施設を利用したことがない方のニーズも把握していきます

施設の利用促進のためには、今の利用者だけでなく、潜在利用者の発掘も必要と考えて

います。施設を利用したことがない方が、利用されない理由、原因を分析して、解決を図るこ

とで、利用促進につながると考えます。長浜市民のこのようなニーズを、長浜市の「スポーツ

推進計画」や「健康ながはま21」 の改訂に伴い実施している「市民アンケート」等から把握し、

今後の利用促進計画に反映させていきます。 実際に長浜市スポーツ推進計画のアンケー

トの中の「実施しているスポーツ」の上位であつた「グラウンド・ゴルフ」については、重点項 目

として注力しています。

(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。

苦情を受けることは、施設管理者にとつては好ましいことではありませんが、さまざまな価値観

を持った利用者が利用する施設では、苦情を全くのゼロにすることは難しいと考えます。大切な

のは、苦情にどのように対応するかであり、苦情提供者に気持ちよく、納得していただき、また、

施設を利用していただくことだと考えます。

ア)苦情は施設運営改善の意見「業務改善の宝」をいただいているという対応

私たちの気が付かないことを指摘してくれている「ありがたい意見」をいただいているという姿

勢を持つて対応します。

イ)迅速な対応

迅速に対応することが、早急に苦情を解決することにつながります。中断しても差し支えな

い業務は即、中断し、苦情提供者に対応するようにします。

(1)苦情対応の基本的な考え方について

② 苦情への基本的姿勢について
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③ 苦情の具体的な対応について

ウ)相手の立場に立った誡意をもった対応

私たちが常識としている施設運営のルールや規則だけを振りかざすのではなく、まず、相手

の話を「聴く」、相手の立場に立った誠意をもつた対応を行います。

苦情に対しては次のように対応します。

【苦情対応の姿勢】

①まず最初に、誠意をもつてお詫びの言葉を言う

②苦惜提供者のお話をお伺いする

。途中で話をさえぎらない

・話の途中で言い訳しない

・話を最後までよく聴きながら、要点を掴む

イ.何があつたのか

口.いつ起きたのか

ハ.誰が対応したのか

二.何に対して、何故 お怒りなのか

ホ.お怒りの本当の原因はどヨこあるのか

③誠実な態度で聴く

・話し方は 感情的か、理論的か

・どのように解決して欲しいとおつしゃっているのか

④こちらにも言い分があれば、簡潔に説明する

。言い訳や弁明にならないように

。こちらの正当性ばかりを主張しない

⑤確認したり、調べたりする必要があることに関しては、時間を頂戴する

⑥貴重なご意見を頂いたことに対して、お礼を言う

せつかくいただいたアンケートやご意見箱によるご意見や苦情を、その場の対応で済ませてい

たのでは業務改善にはつながりません。

利用者の声は、毎 日の朝礼やミーティングで職員全員が共通認識とできるよう話し合い、現場

レベルで対応できる改善策を立案、実施する、現場レベルでは対応不可能な課題については、

毎月の事務局会議、年1回のマネジメント・レビューで報告し、事業団全体として改善策を立木安し

ます。

このようなサイクルを循環させることにより、いただいた利用者の貴重な声が施設の管理運営

に反映されて、市民に愛される施設になります。

④ 苦情や利用者の声を運営改善に結びつけて市民に愛される施設ヘ
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利用者の声や苦情日要望

情報共有と改善策の決定

朝礼、日誌報告
施設内での迅速な情報共有と通常業務内
でできる改善策の検討、決定

各種会議
事業団内での職員会議、館長会議での改
善策の検討、決定

事業団内の
データベース

に蓄積

改善策の実施

当施設の判断で改善可能 当施設の判断で改善策を実行できない

事業団、委託業者で改善策実施 長浜市と対応協議

対応可 対応不可

施設運営ルール、マニュアルの改善

事業団、委託
業者、市で改
善策実施

苦情・要望提
供者へ、てい
ねいな報告

利用者への周知

結果検証
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① 快適に安全に利用できる環境を整えます ―利用中のサービス充実―

(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。

ア)神 照運動公園での円滑な大会運営を支援

神照運動公園や レクリエーション広場では、年間数多くの大会が実施 されます。大会主

催者は、大会の成功のため様々な準備や対応をされています。しかし、大会運営が不慣れ

な団体等もおられます。私たちは、そのような利用者や団体も支援 していきます。

a.大会運営物品の貸出し

スポーンタイマーやフイヤレスアンプ、ラジカセや給水用のジャグタ

ンク等、施設備品にないものは、事業団で買い揃え無料で貸 し出します。

b.大会競技備品の貸出し

競技によつては、神照運動公園やレクリエーション広場に常備 されて

いない競技備品もあります。そのような利用頻度の低い、競技備品につ

いても事業国で買い揃え大会主催者に貸出します。

イ)利用者を熱中症から守る取り組み

a.神照運動公園での取り組み

神照運動公園では、現在も夏休み中に多目的競技場、ソフトボール場、レクリエーション広場

等を活用し大規模大会が開催されています。しかし近年の酷暑により、熱中症や体調不良で医

務室に運ばれる利用者が増加しています。本来大会主催者

や利用者 自身が体調に留意しながらプレーをするべきものと

は思いますが、施設管理者としても、利用者の安全確保に努

める責務があると考えています。当事業国では、夏季のイベ

ント開催時などは、エアコンスペースを無料で解放するととも

にミストシャワースペースを設置し快適で安全なスポーツ環

境を提供します。

b.長浜市民プールでの取り組み

長浜市民プールには、現在数力所の日よけシートが常設されて

います。しかしながら、1日 1500人近くの入場者になると常設シート

だけでは足りません。当事業団では、プーァレサイドにテントなど禾町用

した日よけスペースを設営するとともに、入場者に1際適で安全なプ

ール環
~境の整備を進めます。その他にも、ミストシャワースペースを

設置することにより、利用者の熱中症予防だけでなぐk適で安全な

環境を提供します。

また、入場前に並ばれる入場待機者にも、日よけやミストシャワー

を設置しサービス向上に努めます。
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ウ)長浜市民プールの入場混雑の解消に向けた取り組み

例年長浜市民プールは、市民のレクリエーションの拠点として大盛況 l′,施設となっ てい

ます。しかしその施設の構造や設備の問題により、施設開場前に入場者の大行列が発生 し

てしまいます。私たちは、この問題に対 して、長浜市と協議 しながら指定管理者としてで

きる力策は講 じ解消に向けて努力はしてきましたが、残念ながら完全な解消にまでは至っ

ていません。今後もこの問題については、長浜市と連携をとりながら解消に向けてたゆま

ぬ努力をし続けます。

a.入場券発券時間の繰 り上げ

過去 5年の管理経験から、入場混雑の原因の一つに自動券売機による発券の遅さが考え

られます。この対応 として私たちは、経験から導き出される入場者予想により、施設長が

入場券発券時間を臨機応変に繰 り上げ、入場券購入待機時間を解消します。

b.回数券、前売券の販売

前記の入場米率恭の浮さの対応ル1/て、私たちは、回教恭や前売

券を販売 し、現地での入場券購入の手間を省き、入場券購入待機時

間を解消 します。

c.入場時間の繰 り上げ

ア九く券時の混雑が解消されても、更衣室やプールサイ ドでの混雑も

想定されます。この対応として私たちは、経験から導き出される入

場者予想により、施設長が入場時Pttlも 臨機応変に繰 り上げ、入場待

機時間を解消 します。

【回数券日前売券】

d.入場券の手売り対応

事前に販売する回数券や前売券の販売に対 し、当日でも対応可能な入場券の手売 り販売

を行います。この対応により、自動券売機までたどり着かなくても入場券の購入が可能 と

なり、プール玄関では、「入場券の購入と入場」とい う行動から、「入場」だけの行動 と

なり利用者のス トレスが少 し解消されます。この対応でスムーズな入場が期待 されます。

工)長浜市民プール「ウォーキングレーン」「スイムレーン」の設置

市民プールの25mプールは、8コースあります。その内

1コースをウォーキング専門レーンにします。女性や高齢者

に人気の水中ウォーキングレーンにし、健康増進やリハビリ

に活用していただきます。また、スイムレーンも設置し、健康

増進や水中トレーニングに活用していただきます。長浜市民

プールはレジャー要素の高いプールですが、スポーツ施設

としての役割もしつかりも果たしながら、幅広いニーズに応え

られるようなプール活用を行っていきます。
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オ)だれもが快適に利用できる環境

a。 しょうがい者への対応

> 耳マークの設置

外見ではわかりにくい耳の不自由な方に対して、容易にコミュニケーショ

ンが図れるように、受付に「耳マーク」を設置し、筆談可能なことを伝えま

す。 【耳マーク】

> 身体 しょうがい者補助犬の案内

盲導犬、介助犬、聴導犬等の身体しょうがい者補助犬の受け入れを

容認する補助犬マークを玄関に張り付け、要補助犬利用者の円滑な

入場を図ります。更に補助犬啓発ポスターも掲示し、他の利用者への

啓発も行います。

【補助犬ステッカー】
> 電動車いす用緊急充電コーナー

電動車いすで来場される人たちに、安心して、施設を利用していただくために、電動車いす

用緊急充電コーナーを設置します。設置することで帰りのバッテリー不足を心配することなく、

施設を利用していただきます。

> 施設内の点検

施設内の段差や通路等への備品の置きつぱなしに注意し、車いす利用者やしょうがい者の方

が、円滑に移動できるよう1こ常に留意していきます。

b.外国の方にも利用しやすい施設ヘ

> 施設案内の外国語表記

長浜市には約 3,000人の外国の方が居住されていますが、

そういった方にも気軽に当施設を利用いただけるように、施設

の内容や利用料金、予約方法が掲載された「施設利用案内」

を以下の5カ国語で作成します。(ポルトガル語、スペイン語、

英語、中国語、韓国語)また施設案内看板についても外国語

表記をすすめていきます。
【外国語表記の利用案内】

> 絵文字 (ピク トグラム)での表示

外国の方にもわかりやすい絵文字 (ピクトグラム)を使った表示の

整備を順次進めていきます。

Weicome!

/ ゝ

ー

お り 大 ・ アI呂DA
隠l伴 て き ま す爾 専 大 は

1こよ り

区 じ ょ 犬

ｅ
箸

●

甲
田

ｅ《
亀お
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② アンケートや苦情の声からの サヽービス向上につなIザます

力)アンケートや苦情の業務改善への活かし方

利用者アンケートや玄関設置のご意見箱による利用者の声を受けて、現場レベルで改善した

事例として、次のような事例があります。今後も利用者の声を継続的改善に役立てていきます。

【アンケートやご意見箱の声をもとにした改善事例】

当施設の休場 日は、日程が年度初めにおおむね決定していますが、大規模な競技大会の開

催やその他公に利する行事について相談があった場合、施設の安全面をかんがみて問題なけ

れば、市と協議し、休場 日を振り替える対応をさせていただきます。また大規模な競技大会の際

には、競技に関する運動器具の点検、設置、また、大会主催者や事務局の準備などで通常の

利用より時間がかかります。よって主催者の要望に応じて、時間早めの開場を実施しています。

閉場時間も同様に時間を延長する場合もあります。

このような利用者 目線にたつた柔軟な対応からサービス向上に努めます。

当事業国には、長浜市民体育館ですすめている「ウォーキング推進事業」、浅井B&G海洋セ

ンターですすめている「ランニング・マラノン事業」があります。これらの事業は、近年の健康ブー

ムの追い風もあり大変人気の事業です。神照運動公園ではこの2つを連携させ神照運動公園な

らではの、「ウォーカーサポート」「ランナーサポート」を実施していきます。

苦情日要望内容 私たちの対応

多目的競技場のサッカーゴールが少しぐらつき

ます。

溶接工事を実施し、腐食防止のためすべてのサッ

カーゴールに腐食予防ペンキを塗布しました。

ソフトボール場のピッチングマシーン用フェンスの

足がぐらついています。
すぐに溶移工事券実施し固定しました。

I′ 力IIT__゛ 〃コ ″`眸 ■謝十鈴 ,障 ザ、ヾメム ス,ガど大1、
すぐに散水用の長いホースを追加購入し各ベンチ

散水日から水が取れるようにしました。

多目的競技場の陸上レーンに芝生が進入して

きています。

レーンに芝生が進入しないよう角堺をカットしましま

した。

長浜市民プールの入場に時間がかかる。

開場時間を早めました。

前売り'手売リチケットの対応を取りました。

待つていただく場合でも日よけを設置しました。

利用者目線に立った休場日の開場と開場時間の延長による柔軟な対応

④ 長浜市民体育館、浅井B&G海洋センターと連携を図り
長浜市民のウォーカー、ランナーをサポートします。
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ア)外周園路のウォーキングコースHランニングコースの設置

普段夜間や早朝一般道路で多くのウォーカー、ランナーを見かけます。しかし歩いたり、走っ

たりするのには、車両の進入がない公園が安全で快適で一番だと言えます。神照運動公園では、

多目的競技場とレクレーション広場の2系統の園路を有しており、これに距離看板やタイム看板

を設置しウォーカー、ランナーに活用いただきます。

◎ランナーサポート

ランニングコースの設定

施設の外周道路や公園内の園路などにキロ表示看板やタ

イム表示を設置したランニングコースを設定します。市民が気

軽に公園に訪れ体力向上や健康増進のため安全にランニン

グを楽しめるようにします。

◎ウォーカーサポート

ウォーキングコースの設定

公園内の外周園路などにウォーキングコースを設定しま

す。市民が気軽に公園に訪れ、健康増進のため安全にウォ

ーキングを楽しめるようにします。

また、神照運動公園をスタート・ゴールとし、近隣の歴史ス

ポット(国 宝を収蔵する神照寺等)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。

例 :てくてく5km・ ほどほど 10km・ ぐんぐん 20km
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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。

指定管理料は血税と捉え、その収入を元に支出する経費については節減に努めます。

指定管理料や利用料につきましては、管理基本方針のとおり利用者の「安心・ 安全・ !l央

適」を最優先に確保するため、嚇要箇所にはしっかり投資する町要があると考えています。

しかしながら、またその投資する原資については、市民の血税であることを十分理解 し

なければなりません。当施設の管理運営に関するいかなる支出においても、このことを十

分再認識しながら、◆までの経験と新しい倉」意工夫であらゆる経費の節減に努めます。

一方で経費節減が利用者サービスの低下につながる可能性もあります。経費節減とサー

ビスの向上が トレー ドオフの関係にあることも十分理解し、経費節減とサービス向上の両

立を目指します。

ア)事業国全体でのバックアップ体制、マルチスタッフ化による節減

当施設では、広域な施設を維持管理するための人件費、数多くのスポーツ事業を企画立案、

また検証改善をするための人件費がかかります。そしてその額は決して少なくありません。

しかしながら、当事業団は設立から38年間にわたりこれらの施設を管理運営してきました。ど

のように作業計画すると効率的な管理が進められるか。また、どのように事業展開するといかに経

費を抑え、最大の効果を得られるかを常に絶え間なくPりCAサイクルの中で考えてまいりました。

その結果の一つとして、不責極的な各施設や事業団本部とのバックアップ体制やマルチスタンフ化

による兼務体制の確立です。

次期指定管理期間でも、このシステムを積極的に推し進め効率的な人員配置よる人什費の節

減に努めてまいります。

イ)事業への市民参加 (公園ゲリーンサポーター)促進による節減

各種維持管理事業や事業実施においては、多くの経費がかかります。その中でも当施設は公

園施設と言うことで特に維持管理費に多くの人的、金銭的コストが発生してきます。

当事業国では、広く市民から公園グリーンサポーターを募集し、そうい

った市民と協働で維持管理、スポーツ、レクリエーション、防災事業を実 , ハ  ▲    ■

施していきます。このことにより、経費の節減だけでなく地域に埋もれた 会 '~学    .― i
意欲と能力のある方々や地元学生の掘り起こしにもなり、双方の効果が      :   |
見込めます。

管理業務に関しては、その業務の内容や性質を下記のとおり段階的に十分に見極めてから外

注します。また、外部に再委託する場合においても、当事業国のスケールメリットを十分活かし、一

括発注における外部委託費の節減に努めます。

② 外部委託費や物品購入費等の節減について
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ア)外 部委託費の精査について

下記のとおりの考え方で、現在実施している外部委託費について十分に精査します。

【外部委託の考え方】

第1段 こよる対応

第2段階
事業団組織内での兼務体制や

バックアップ体制で対応

第3段階 外部委託

イ)業 務の共通化と複数年契約による一括発注による経費節減について

外部委託する必要がある業務について、事業団のスケールメリットを活かし、事業団組織内で

同種の業務委託については共通化し、一括発注するとともに、契約は複数年契約として更なるコ

スト節減を図ります。

【―括発注&複数年契約可能業務 例】

業務名 共通業務必要施設 契約年数 内容

消防設備保守点検

・長浜市民体育館
・浅井地区スポーツ施設
・長浜サンパレス等

5～7年間 消防設備の保守点検

自家用電気工作物保守点検

・長浜市民体育館
・浅井地区スポーツ施設
・サンパレス等

5～7年間
自家用電気工作物の

年間保守点検

防火対象物定期点検

・長浜市民体育館
・浅井地区スポーツ施設
・サンパレス等

5～7年間
防火対象物の年間定

期点検

建築物の定期点検

・長浜市民体育館
・浅井地区スポーツ施設
・サンパレス等

5～7年間
規定に基づく建築物

の定期点検

建築基準法第12条に基づく

定期点検

・長浜市民体育館
・浅井地区スポーツ施設
・サンパレス等

5～ 7年間

建築基準法第12条

に基づく特定建築設

備等の年間定期点検

ウ)物 品購入の一括発注による経費節減について

管理消耗品や原材料の購入については、当事業団のスケールメリットを十分活かし一括購入

し、物品購入費の節減に努めます。

各
施
設
や
事
業
団

本
部
で
段
階
的
に

外
部
発
注
す
る
の
か

内
容
を
精
査
す
る
。
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【―括発注可能業務 例】

購入物 共通業務必要施設 用途

ライン用石灰
・長浜市民体育館

・浅井地区スポーツ施設
グラウンドライン引き用

除草剤
長浜市民体育館

浅井地区スポーツ施設
芝生、その他除草作業用

川砂・真砂土
・長浜市民体育館

・浅井地区スポーツ施設
グラウンドやコートの補充用

工)作 業用備品の共有化による備品購入費の節減について

現在の当施設所有の作業用備品 (車両や芝生管理備品等)だけでは、現状の芝生フィールド

は管理できないというのが現状です。当事業団では、事業団のスケールメリットにより浅井地区ス

ポーン施設の作業機械や作業備品を共有化させ、作業用備品の使用時期を調整しながら、芝

管理作業に努めてきました。非常に高価な作業用備品を各施設で購入するのはとて )ヽ困難です。

今後もこのような作業用備品の共有化により、備品購入費を節減しながらも質の高い管理に努め

ていきます。

【施設間で共有している作業用管理常品】

作業用倍品 共通業務必要施設 用途

常用芝刈り機 浅井地区スポーツ施設 之刈り用

スイーパー 浅井地区スポーツ施設 刈芝サッチ集め

目土散布機 ・浅井地区スポーツ施設 芝生の目土散布用

コアリング機 浅井地区スポーツ施設 芝生のエアレーション用

オ)循 環型の管理運営への取り組み  ～落ち葉から腐葉土そして堆肥へ～

神照運動公園には多くの広葉樹 (かえでやさくら等)があります。秋には大量の落ち葉がヌ発生し、

消却ゴミとして廃棄しているのが現状です。今後は、その落ち葉から特に腐葉土や堆肥になりや

すいカエデの葉を腐葉土、堆肥として神照運動公園の東側空きスペースを活用し腐葉上、堆肥

造りの集積所を設置し、循環型の施設管理から廃棄経費の節減に努めます。

④ 高圧電気供給会社の変更による電気代節減について

神照運動公園においては高圧電力設備を有しています。関西

電力によると平成25年 5月 から高圧電力が10.8%の値上げとな

りました。当施設では、これに先立ち高圧電力の供給会社を変更

し、各施設の高圧電力の単価を抑え、電気代の節減に努めてき

ました。

次期指定管理期間におきましても、電気の単価下落は考えに

くく、今後も当事業団が現契約を同条件で継続することにより、引

き続き高圧電力の電気代は軽減し続けられると考えています。

丞 【導入フロー】 :____
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⑤ 事業国会計ルールにおける経費節減について

神照運動公園では、長浜文化スポーツ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節減します。

ア)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、必ず複数同種業者の見不責書複数

枚を比較し、安価な業者を見極め発注します。

イ)地 元企業への優先発注と優先雇用について

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、また職員

の雇用に関しても同様に地元優先を行います。このことにより経費節減しながらも長浜市への地

元密着、地元還元に努めます。

事業団全体での
バックアップ体制

兼務体制の構築で

人件費節減 ゝ
予防保全による

修繕費の節減
サービス低下に

つながらない

経費節減を

実現します

公園グリーンサポータ
ーによる人件費の節減

I~
外部委託費の精査

業務の共通化により

委託費節減

I
事業団ルール

における

各種経費の節減

【神照運動公国が取り組む経費節減の総合的な考え方】

(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 )

多目的競技場
1時間

1,000円 1,000円

多目的競技場照明設備 4,500円 4,500円

ソフトボール場
1時間

300円 300円

ソウトボール場照明設備 1,500円 1,500円

ゲートボール場 1時間 200円 200円

レクリエーション広場 (全面)

1時間
800円 800円

レクリエーション広場 (半面 ) 400円 400円

市民プール 大入 1回 500円 500円

′′ 小 人 1回 300円 300円
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① 利用料金は現行の金額を踏襲します

ア)利用料金設定の考え方

当施設は公の施設であり、市民が気軽に利用できる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言えます。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、自身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

れられてヤヽるとヤヽえます。

イ)施設の利用料金について

長浜市多目的競技場、長浜市レクリエーション広場、長浜市民プーアレの利用料金については、

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。

(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。

利用者の安全・安,い 。快適とスポーツ公園施設の機含ヒ維持のために

施設の維持管理にあたっては、利用者の安全・安心を最優先に掲げて業務を遂行します。

この数年、指定管理者制度導入施設で重大な事故が繰り返し発生しています。当事業団で

は、設立から38年もの間大きな事故もなく施設の管理運営を行つており、利用者の安全

が脅かされることはあつてはならないという者えのもと、施設維持管理業務にあたってき

ました。◆後も、利用者の安全・ 安心が第一のサービスという姿勢を買きます。

特に流水プール、ウォータースライダーなどの水遊具、芝生フィール ドは町要以上の維

持管理が求められる部分です。利用者の安全・ 安心を確保するために、事故を未然に防ぐ

安全管理体制の徹底をはかり、快適なスポーツ&レクリエーション空間を提供することを

心掛け、施設は長浜市民のL白Lさ
まの大切な資産として、市民の資産の価値を保全し、いつ

そう高めるよう努力します。

ア)施設維持管理の基本的な考え方

管理施設は広いスポーツ公園施設内に点在して構成されています。そのため、日常点検は決

して見落としのないようしっかりとした実施が求められます。

仕様書の要求水準の施設維持管理業務を的確に遂行することは当然のこととして、予防保全

の視点で、利用者の安全確保と、市民の皆様の大切な資産の保全と価値向上、経費節減を目

標に高い水準の維持管理を実現します。

① 予防保全を徹底して利用者の安全を確保します
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イ)予防保全実現のためのPDCAに基づいた施設維持管理業務

PDCAに基づいた施設維持管理業務の具体的な進め方

施設維持管理業務を的確に進め、予防保全を実現するためにはPDCAの視点は不可欠です。

神照運動公園の維持管理をこうした予防保全の視点で進めます。

【予防保全の考え方】

危害要因の特定 対応優先順位 対処策の立案

a.整備の重点箇所の特定と整備方針 (計画 )

最初に、施設維持管理業務の効果的効率的な遂行のため重点箇所を特定し、その整備方法

を立案します。

予防保全の視点と同時に、利用者の声を反映させること、事業展開上の必要性など、仕様書

の水準とは別に重点項目の設定が必要となります。重点項 目を設定することで、経費節減、利用

者満足度の向上はもちろん、利用者の安全安心確保につなげます。

【維持管理における重点箇所と対応策 例】

施設名 重点箇所 対応策

多目的競技場

トラックラインの一部めくれ

(足がとられ転倒する危険)

トラックラインの一部引き直し。

今後剥がれそうな所がないかをチェック。

スタンド観覧席最前列の手すり柵

(前に乗り出すと転落する危険)

転落防止注意喚起文を貼付。

手すりのぐらつきはないかチェック。

フィールド散水用スプリンクラー開閉口

(つまずき転倒する危険)

人工芝マットを敷き対応。

マット捲れはないかチェック。

園路のタイルズレ

(利用者が転倒する危険)

州)ケーHこよる注意喚起。

専門業者による段差処理。

新たなズレはないかチェック。

幅跳びレーンの踏切板の段差

(つま先をひつかける危険)

土補充・にがり散布、転圧。

踏切板は浮いていないかチェック。

駐車場
(透水性のあるコンクリート舗装で施工さ
れており、その機能の保全 )

透水機能の妨げとなるタバコの吸殻やガ
ムなどのゴミが落ちていないかチェック。

休憩スペース屋根の木製部材
(腐食等により落下する危険性)

防腐コーティング剤の塗布。
固定ボルトの緩みや腐食等がないかチェ

ック。

ゲートボール場、駐車場木製ベンチ

(腐食等により破損する危険性)

表面処理。防腐コーティング剤の塗布。
固定ボルトの緩みや腐食等がないかチェ

ック。
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長浜市レクリエ

ーション広場

健康遊具の⑤段上がりの角

(利用時ぶつけて怪我する危険)

クッション材で養生。

固定ボルトの緩みはないかチェック。

夜間の照明のない屋外トイレ

(夜間何も見えず転倒する危険)

人感照明設置。

しつかり点灯するかチェックc

防球ネットの保管状態
(強風時に倒れて、怪我をする危険)

強風や突風時は、利用者へ注意喚起。
施設巡回時に、防球ネットが伏せた状態
で保管されているかチェック。

周囲防球ネットの状態
(ネットに穴が空くなどの不備があれば、
外周園路を利用する歩行者が怪我をす
る危険)

(近隣家屋にボールが飛来する危険)

穴あきがあれば、早期に修復。
施設巡回時に、ネットの状態をチェック。

尋 近 市 犀
~プ

ー

)レ

施設のコンクリート角部

(幼 児がぶつかり怪我をする危険)
クッション材で養生c

管理棟2階観覧スペース柵
(前に乗り出すと転落する危険)

転落防止注意喚起文を貼付。

固定ボルトσ)緩みはないかチェック。

【維持管理における重点箇所の状況】

トラックラインの一部めくれ  管理棟スタンド手すり柵   フイールド散水用スプリンクラ

回路タイルずれ 幅跳ぴレーン踏切板   透水性コンクーリートの駐車場

木製ベンチの表面

″

東屋木製屋根
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b.チェックリスHこ基づいた日常業務の推進 (実行 )

日常業務を進める上で、単に「点検を実施した」「清

掃を終えた」では、業務水準の検証や改善点を見つ

け出すことはできません。整備方針を立案しても、この

段階では机上の空論となる可能性がないわけではあり

ません。

業務ごとにチェックリストに記入してはじめて業務完

了となるようにします。チェックリストをきちんと作成する

ことで、異常の有無や安全性、lk適性の傾向をつか

むことが可能となり、日常業務の改善につながります。

異常があつた場合は直ちに適切な処置を施します。

【日常業務のチェックリス

c.定期的なレビューの実施 (点検、改善 )

lヶ月に 1度、施設責任者による施設維持管理業務のレビュー会議を開催します。会議に

は基本的に全職員が出席し、lヶ月の業務遂行状況の振り返りを行います。

現場レベルで対処可能な問題は直ちに改善策を立案して、実行に移します。現場レベル

での対処が困難な問題は、当事業日本部に報告し、事案の性質に応じて長浜市との協議も

含め、適切に対処いたします。

ウ)「動かす・たたく・測る・引つ張る」予防保全に基づく日常点検を進めます

神照運動公園では、長浜市が作成している「施設等点検の手引き」に基づき、シートイこより点

検箇所の見落としがないよう日常点検、年数回の定期点検を実施します。

日常点検は、単に異常の発見だけでなく、例えば壁のクラックがあれば水漏れの可能性を疑う、

手すりのぐらつきがあればナットの締め付けだけでなく壁内の鉄筋の腐食がないか考えるなど、

予防保全の視点から点検します。

具体的には、「視る。聞く。触る。動かす。たたく。測る。引っ張る」点検項 目を定め、日視 (見る)

だけでなく、施設・設備ごとに適した点検をすることにより異常の早期発見に努めます。

日常点検の結果、緊急を要する修理は速やかに修理を行うことで経費節減につなげることが

可能となります。また、異常が見られた場合には必要に応じて「使用禁止」とするなど応急処置を

行います。

無
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【神照運動公園用 安全点検チェックシート例 】

安全点検チェックシート
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【市民プール用

施設点検チェックシート例】

施設 協弥 【長汽市民アー〕′】

点検日 【平成  ′

「
  月

点検者氏名【        】

自】

Xf点検結果」の欄には、 良灯 )、 (X:不備

×ウ坊―タースライダーや流水プール、水述具に臓尋tては、専用チヤックラートにより点検

チェックリスト 点検結栄1    不備や不具合の状況等

更
衣
李

'rl'),器

具に小特 (電 塚切れなど)は ないか

未(フロアマット】こ破損個所はないか

トイレの設備に不具合はないか

質衣室 シャワー窒の設′角に不具合はないか

玄開扉の開閉に不爺はないか

ガラスに破摸 l間 所 Iま ないか

ロッカーに 4ヽ 備はないか

掃除がされ ているか

プ
ー

ル

lRa)l器具
「

不哺 (電 モ求七,れなど)はないか

屋根シードこ破れ等の破梧笛所はないか

フロアに破橿個所はない小

出入罪の,十句FオHに不備はないか

窓ガラスに破授個所はないか

シヤワー 目′洗い場に不具合 Iよ かいか

ノールサイドの清秀 1よされ ているか

用具 (1-スロープ等 )に不備 !すないか

そ
の
他

施設の周
'aや

駐市場
「

施Fiq個所や不風合Iよないか

給水設備に不構はないか

循暉ろ

'a装
置に不俺

`kな

いか

パイラ 設僚に不構はないか

放を失設備に不具合 Iよないか

疼壱そ(特に人権侵薯に関する)はないか

その他、気になるようなイヽ具合はないか
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工)頻 繁な日常点検で事故ゼロヘ

a.職員による4時間に一回の巡回

神照運動公園では、職員による4時間に一回の巡回を行い、施設内の瑕疵の早期発見、

修繕箇所の発見に努めています。また職員が交代しながら巡回することで、新たな目での巡

回となり、前回巡回した職員が見落とした瑕疵や修繕箇所を発見する可能性を高めています。

巡回の結果は、翌朝、日報報告書の提出を義務付け、巡回漏れがないようにしています。

【神照運動公園 施設巡回 例】 朝9時 昼13時 夕方17時 最低3回施設巡回

①管理棟事務所→②女子トイレ→③駐車場→④ソフトボール場→⑤屋外トイレ
→⑥トラック&フイールド→⑦回路→③北倉庫→③ゲートボール場→⑩男子トイレ
→①レク広場駐車場→⑫レク広場→⑬回路→①健康遊具→①屋外南トイレ
→①市民プール管理棟→①市民プール内→①回路→⑩屋外北トイレ→①事務所へ

【神照運動公園 巡回重点箇所&巡回ルート 例】

神14逗地公陶 11備 鶴

一
・

1

〔

:

【屋外トイレ3箇所】
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チェック簡所 チェックするポイント プラスαチエツク

施設全体

落書きはないか。ごみはないか。

外壁のクラックはないか。

陥没や段差はないか。

不審者はいないかの保安点検。

トイレ 水漏れやタイル割れ等はないか。
美しく保たれているかの美化点検。

消耗品はあるか。

健康遊具
ボルトの緩みや腐食はないか。

樹脂面に危険箇所はないか。

利用者が正しく安全に使用している

かの安全点検。

プール
水漏れはないか。

プール内に水没物がないか。
侵入者はいないかの保安点検。

【異常の早期発見を可能にする具体的巡回チェックポイント 例】

b.日 常点検後の措置

日常点検で異常が見つかつた施設や器具は、ただちに修繕措置を行うか、修繕措置がすぐ

にできない場合は使用禁止措置を取り、利用者の安全確保を図ります。

【点検後の措量対応例】

オ)定期点検による設備維持

a.専門業者による定期点検

施設には電気設備等その保守点検には各設備の法令により、専門的な資格や技能、およ

び点検回数が定められています。職員が専門的な資格や技能を持っていない、これらの設

備の点検は、専門の業者に委託して、設備の適正な維持を図つています。

b.月 1回の施設全体定期点検

毎月1回、施設全体の設備、運動器具。備品の点検整備を行い、利用者の安全と設備の機

能発揮による快適性を維持ヒ/ています。

c.事業団本部によるダブルチェック

施設職員の通常の設備点検だけでなく、定期的に事業団本部による日常点検を行うこと

で、いつもと「違う目」でのダブルチェックを行い、施設の安全管理を担保します。

施設名 不具合箇所

対応レベル

①

対応レベル

②

対応レベル

③

対応レベル

④

使用兼止措置
予算措置

なく改善

低額予算

で改善
市と協議し改善

長浜市

レクリエ

ーション

広場

レクリエーション広場園路

健康遊具 すぐに

使用禁止

措置

職員による

部品交換等

の部分修繕

業者による

部分修繕

新規の

健康遊具

設置

迅速に段階的に対応します
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【事業団で取り組むダブルチェックの考え方】

事業団本部
結果報告

チェック

対応策の立案

チェック

結果報告
神照運動公園

点検箇所

② 心地良い空間の中でレクリエーションを楽しめるよう快適な環境を提供します

ア)緑豊かな環境の魅力を最大限引き出します

神照運動公園は、緑豊な環境も特徴の一つです。行き届いた清

掃と同時に、見た日にも美しい植栽管理は欠かせません。

特に多 目的競技場フィールドは、「芝生の上で身体を動かす楽し

み」「思い切って手足を伸ばして寝転がる心地よさ」を堪能していた

だきたいとの思いから、芝の管理にはとりわけ力を入れて来ました。

また、毎年美しい新緑や紅葉をみせる公園園路の街路樹管理も、

剪定、害虫駆除等の徹底を図り、気を配つて来ました。引き続きレク

リエーション拠点として公園を位置付け植栽管理には力を入れて、緑豊かな当施設の魅力を引

き出していきます。

イ)具体的な植栽管理計画

神照運動公園の植栽管理について特に重視する項 目と仕様書水準を上回る計画は次の

とお りです。

a.施設周辺の植栽管理

神照運動公園は、公園施設として長年の施設管理の中で緑豊かで季節を感じることのでき

る植栽管理を行ってきました。引き続き植栽管理ついて、心地よヤWl夫適性を提供しています。

【植栽管理において特に重視する項目 例】

施設
植栽の種類

等

基本的な考え方
重視するポイント

手入れ

方法
頻度

多目的競技場

園路の街路

樹

・剪定作業経験者が、施設前の歩

道の歩行者の妨げにならないよう見

栄えよく剪定します。

職員で

剪定

年2回

※仕様書

以上に実施

します。
ゲートボール

場周りの植栽

剪定作業経験者が、

見栄えよく剪定します。

職員で

剪定

園路の街路

樹

・毛虫等の害虫発生を見極め、専

門業者が防虫剤を散布します。

専門

業者
年1回
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長浜市

レクリエーション

広場

園路の街路

樹

剪定作業経験者が、

見栄えよく剪定します。

職員で

剪定

年2回

※仕様書

以上に実施

します。

園路の芝生

芝刈り、肥料散布、除草剤散布等

神照運動公園芝生管理のノウハ

ウを活かし美しく保ちます。

職員で

手入れ
随時

b.清潔なトイレのために

トイレは業務仕様書では一 日1回ですが、一 日3回、職員により清掃

しています。加えて、巡回時にトイレの状態を確認し、汚れを発見した

時には、その場で職員が即時清掃を行うことで、常に清潔なトイレを保

っています。イベントや大会で利用者が多いときには、さらに清掃回数

を増やし、美観を維持します。

c.職員の巡回時の美観点検

日常点検における職員の巡回は美観点検も兼ねます。常に、職員一同、美観を意識し、

整理・整頓。清掃を実行すべく巡回しています。

ア)神照運動公園の施設特性

当施設は、スポーツ公園という位置付けですが、一般的な緑地公園とは異なリスポーツの拠

点、レクリエーションの拠点、地域の防災拠点と多面的な役割を担う公園施設です。そのような

施設特4生から、 '般な管理とは違い専門的なノウハウ.や技術よ。つて維持管理する必要がある施

設もあります。その中でも当事業団では、「芝生管理」と「プール管理」に重点をおき、38年間の

プール管理経験や芝生フィールドをもつ同類施設管理経験により適正に管理していきます。

イ)天然芝フィールドの維持管理

a.芝の種類に応じた適正な管理

多 目的競技場のフィールド天然芝は、ティフトン芝というバーミ

ューダグラスの1種で西洋芝の中では優良品種の暖地型の芝で

す。高麗芝と比較して、緑が鮮やかで、葉は細く柔らかです。そ

のためスポーツ時の芝などとしては最適です。

この芝は、手入れに関しては施肥や芝刈りが頻繁に必要にな

り、少し手はかかりますが、必ず愛情にこたえて鮮やかな緑を見せてくれます。

ティフトン芝の繁殖期は、気温25℃をこえるおおよそ4～ 7月 頃です。 高麗芝と同様に夏型の

芝になるため、ティフトン芝が緑になる期間は、5月 頃～10月 上旬頃になります。霜がおりる頃か

らは、茶色になり気温25℃をこえはじめる頃までは茶色で、年にもよりますが暖かくなり|まじめた

4～ 5月 頃から少しずつ芽吹きはじめ、緑色のティフトン芝になります。10月 中旬頃～5月 頃まで

③ 施設特性を踏まえた維持管理の徹底をはかります

1 子 1
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は、ティフトン芝は、休眠期に入るため一定の養生期間もいただいております。

芝生も生き物で、芝生の産地や生え替わり状況、その上壌や気候、降雨量などその地に応じた

対応が必要となるため一般的なマニュアルどおりにはなかなか管理が進みません。このような多

目的競技場の芝生の特徴を十分把握し、長年の管理運営経験から培つたノウハウを最大限に生

かし、愛情をもつて芝生管理をすすめます。

また、浅井地区スポーツ施設との連携を図りながら、作業機械を共有することで、より質の高い

管理作業をすすめることが可能です。

b.同施設の長年の管理経験から策定された年間業務計画

芝生管理は、1年をとおしてあらゆる作業が発生します。芝刈りは、もちろんのことエアレーショ

ンや 日土散布など、特殊な機械によつて実施する作業もあります。また、作業の一つをとっても、

上の散布量、肥料の散布量、エアレーションの頻度などその年の天候や芝のア九k育状態によって

臨機応変に対応すべき作業も多く、マニュアルや計画どおりには行かないものばかりです。当事

業団では、長年の管理運営経験から培つたノウハタを最大限に生かし、芝生の状態を十分把握

し、芝と対話し、作業内容や時期等を調整しながら、各作業にあたつています。

芝生経持管理年間業務計画
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

冬芝シーズン 姜生 冬芝シーズン 姜生 冬芝 養生期間 年間5ヶ月

芝刈作業 刈り高に合わせて随時刈り込み≪同時にサッチ(刈芝)集め≫ ・施設の空き状況、芝生の伸びを確認しな
がら判断実施期間 &回数

人力除草作業 状況に応して作業をする。(除車剤で描れない大きな車は根つこから除去)
・肥料散布後に雑尊はよく伸びるので、大

きい草や芝翼すり機て刈れない草を中心 (こ

除草をする。実施期間&回激

散水作業 早朝もしくは、夕方散水。芝苗植え後の養生中は昼に散布。(薦が乾かないように)
・目安1浦当り102芝 苗植付後は毎日散
布。(ただし早い時期から散水すると芝生
の日照りへの耐性あヾ落ちる面がある。)

実施期間&回数

除車剤散布 冬芝と雑草排除を同時期に行う。 ・オーザヽ・―シートを前提に5月 頃に 回ヽ散布。
(巨芝だけの場合は春と秋の2回散布)実施期間&回数

殺虫剤散布 4月 中旬～5月 中旬 8月 ～9月 頃
芝生の状況で判断して、必要ならば散布

実施期間 &回数

エアレーション ノリット 封71,シ ク ′ヽイフ
・
口 ソリット

・
(種まき前に行う。)

・3つ (',こ rレーカン4千 采を構南までに実施し
芝の根と上を活性化。(ツリッド・コアリンク

・・′ヽ・イ
,・口).種 蒔き前(プリット

・
9月 )実施期間&回芸費

騒土散布 ]7リンク'と′ヽ
・
イフね作業後とセットで実施。 ・比較的大きな穴をあけるエアレーション作業

の大埋めと芝生のオ良の分けつをl『 進させ

るために行う。実施期間 &回勲

サッチング ソリット
・エアレーションと根切りの間に行う ・多少のサッチは養分となるが、多く残ると

根の奎息原因となる。蕃先に専用機器で
確実に除去。実施期間&回数

根切り サッチングの後に行う。 種まき前に行う。 ・春は芝の根の活性化促進。
・秋は種蒔き時に密集した芝をすくことで
l登の根付きを良くする。実施期間et回勘

肥群散布 ・翼芝用に春、夏芝越冬用と冬芝用に手大
に散布。夏は吸収率が悪く、9月 は平重蒔に

向1サ夏芝生育を仰えるため控える。実施期間&回 頚

オーザヽ
・―ンード(冬芝〉

冬芝の種をまいて10月 ～5月 頃の芝生‡象
化ならびに春先の夏芝の保護を目的。実施期侶句d(回 数

芝生補植弓長替 芝苗植え 大会利用後等にえぐれた箇所を随時ス市'ッ ト補修 部分君長替 ・芝首の悦拌1直付1サ は梅雨前、部分張警
1ま冬季に行い養生期間を設ける.スホ'ッ ト補
修は大会利用後に,こ時。案施期間&回数
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業務項目 業務内容

芝刈作業

刈り込みによる刺激や、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

しやすき、擦り切れにくさを考慮し、芝生の生育に合せて車丈がおよそ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1.5～ 2.0倍になる頃

に実施します。

定期的な刈り込みにより、常に緑で柔らかい芝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。

刈芝(サッチ)集め

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 |ザる原因となるた

め、サッチ集め行います。

入力除草作業

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―的に散水を行います。

除車剤散布
雑草の繁茂によつて、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。

殺虫殺菌剤散布
害虫、病原菌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あ

り、状況に応じて殺虫剤等の散布を行います。

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、土力Чよぐれることで水はけの

改善にもつながります。

目土散布

肥料散布 芝生の発育促進のため、主に春先と秋に散布し、土壌中に十分な養分を与えます。

之張り替え作業
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。

養生

現在、多目的競技場は夏芝(暖地型芝車)と冬芝(寒地型芝草)を植えていますが、シー

ズンオフにはやはり之生の勢いが衰え、休眠状態になます。来シーズンにまた良好な芝

状態を保つため養生期間を設けます。

【天然芝の維持管理 重点業務】

雑草の繁茂によって、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、雑

草を除去するナーめ手抜きで抜き取します。

芝フィールHよ、小さな子どもがプレーする場合もあるので、除草剤の散布は最低限しか

行いません。

大きめの穴をあけるエアレーションの後には全面目土散布をします。また、サッカーゴ

ール前やキックオフの場所など、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。

刈芝(サッチ)集め作業
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【エアレーション(バイブロ)作業】 【パーチカル(根切り)作業】 【肥料散布作業】

C 特に注意すべき事項 (例)～ 芝フィールドの刈込作業について～

公式大会や大規模大会前にはしつかり芝の刈り込みを行う必要があります。しかし刈り込

み作業1つをとっても、芝に優しく美しく刈り込みためその芝にあつた作業工程の確立が必要

です。当事業団では下記のとおり長年のノウハウから適切に刈り込み作業を行います。

〔刈り込み〕

・ 芝面全面が匂―になるように刈り込む。

※「神照運動公園芝生管理について」から抜粋

注

次にメJり 込む時

対 処 アj法

スター ト

・推〕回りで往来する。

・一定の Ft騒隔でハ ン ドルを切る。

・刈り

'衰

しが無いように、芝刈 り装置の刃の部

分が既 に刈り込んだ箇所に少 しかかるように

して往来する。

スタート
・前固、縦に住来 した

ので、◆回は横に往来

する。

低 X」 りを避ける。 築を長 <lE静 ばしすぎないよう、定期的にX」 り込む。
刈込速度 を早 く しない。 刈 り込 ん だ芝 を確認 し、速度 を調整 するゥ

芝生面の不陸 (凹凸)をなくすこ
毎回刈 り込み方向を変える。 (l夢」:縦に往来 したら、

次回は横に従来する。上図参照 )

切れ 味 を良 くする。 刈刃を研ぐ。

逆生 表面 に X」 リカ スを残さノ
‐
ょい。

オイル 漏れ等 によ る 芝生 へ の 損傷

を避 ける。

集革装置内の刈 りカスをオーバ ーフローさせなしヽよ

う、 こまめに X」 リカスを集革袋へ移す。

作業前 に逆刈機の 点検 を行 う。
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ウ)その他スポーツ施設・レクリエーション施設として特有な維持管理

a.グラウンドサーフェスの整備

多目的競技場トラック、ノフトボール場、ゲートボール場、レクリエーション広場のサーフェスは

いずれも真砂土です。上のグラウンドは、砂埃の飛散や雨天利用による不陸など利用が増えれ

ば増えるほどその整備が必要となります。当時事業国では、長年の管理経験からグラウンドマット

整備のタイミングなどを熟知しています。タイミングを逃すことなく効率的かつ適切にその整備を

行います。    【事業団が行うグラウンドサーフエスの整備方法】

図 爪レーキによる掘 り起こし作業

図 土補充作業

図 グラウン ドマットによる表面を平滑にする作業

図 転圧ローラーによる転圧

図 散水により表面を締める

b.仕様奉にないにがり(塩化マグネシウム)散布による予防的整備

前記のとおり真砂土サーフェスは、砂埃の飛散や雨天利用によ

る不陸などによりその整備が必要となります。

「屋外体育施設の建設指針」に「クレイ系舗装の表層工は、よく

締固められた表層の上に表面処理として化粧砂ととこがりを散布す

る。」とあります。この作業は、サーフェスの美観とともにプレイヤー

の足に適度なすべりを与えるもので、これにより、プレイヤーの水

平方向の衝撃が緩和されます。当事業国では、そのよう指針とその効果を十分理解し、利用

者の安全とグラウンド状熊をさらイ「 長く良好な状態に保つため、また近隣住宅への砂埃飛散

の軽減など環境配慮も考慮し1こがり散布作業を実施します。

【にがり散布による効果】

図 土表層の平滑維持を長 くします。

図 上が締まります。

図 砂埃が立ちいません。近隣住宅等への環境配慮が可能です。

図 表上が減 りません。上の補充経費が節約できます。

図 表面が安定し、不陸がなくなります。

図 滅菌、除車効果があります。除車剤と違い、人体や環境に優 しい天然成分です。

c.レクリエーション広場 園路健康遊具の管理

長浜市レクリエーション広場の健康遊具の管理については、仕様書で一般開放となっていま

す。市民が気軽に公園に立ち寄り遊具を利用することは、健康増進の効果だけでなく、楽しみか

ら心身のリフレッシュの効果も見込めます。ボルトゆるみ樹脂面の損傷がないよう適正に管理を
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行います。また、樹脂面には表面保護材を塗布し表面の保護を図ります。これは、大修繕になる

前の予防保全にもなります。

【回路健康遊具の重点チェック項目】

【共通点検項目】

各部 身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか

支柱部
部材に亀裂や劣化はないか
ぐらつきはないか

基礎部 設置面へ基礎が露出していないか

着地面・周辺 着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などがないか

接合部 ボルトの緩みや欠落はないか

塗装・メッキ 著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか

汚れ・異物 著しい汚れや落書き、異物等はないか

【懸垂運動系遊具】(懸垂・サークルボディ等)

【上肢運動系遊具】(上体起こし、腕立て伏せ等)

握り棒
変状、摩耗、腐食はないか
ぐらつきはないか

縦部材 部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか

横部材
部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか

ぐらつきはないか

接合部 部材の変状、割れ、腐食等はないか

吊り金具
チェーンが摩耗していないか

チェーンの変形やねじれがないか

連結部 ヒモ等が引つかかりやすい隙間等はないか

デッキ部
部材の破損、変形、亀裂はないか
ぐらつきはないか

接合部 ボルトの緩みや欠落はないか
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中・坤璽

手すり 変状、腐食、ぐらつき等はないか

登降部 踏み台に変状、腐食、ぐらつき等はないか

接合部 ボルトの緩みや欠落はないか

【下肢運動系遊具】(丸太跳び、段上り等)

d.放送設備の管理

放送設備の銀守点検は業務仕様書では、月1回ですが、

それ以外にも、使用前に音響技術者3級の資格を保有する

職員が点検を行なっています。特に大会が開催される前は必

ず事前に点検を行ない、大会運営に支障をきたさないように

しています。

e.貸出しニュースポーツ物品の維持管理

神照運動公園には、貸し出し用のニュースポーツ物品があります。

これらの物品については、経年劣化による老朽化が進んでいますが

整理し適切に管理します。また修膳が必要なものにはT哉員自らが修鱒

し、追加消耗品が必要なものは、追加消耗品を購入したりして、いつ

でも貸し出し対応ができるように管理します。

【フライングディスクゴルフ】

f.運動設備や貸出器具の使用前、使用後の点検

運動設備、貸出備品の維持管理は仕様書では月1回ですが、利用者が使用する前に運動器

具を点検し、使用に問題がないことを確かめてから、使用許可を出しています。また、使用後も,点

検を行い、運動器具の安全性を確認しています。構造が違いますが特に他施設で死亡事故の

あったサッカーゴールの移動や設置には特段の注意を払います。

i年 ~
額

騒
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g.災害時用かまどベンチの適正な管理

長浜市の仕様書には明記されていませんが、神照運動公園

の駐車場には、平常時はベンチとして使用し災害時には炊き

出し用のかまどになる「かまどベンチ」が2基設置されています。

当業団では、神照運動公園を地域の防災の拠点として位置づ

けており、この設備も防災拠点にはなくてはならない重要なもの

です。煉瓦造りでしっかり3貪固に設置されていますが、緊急時

に備え点検や適正な維持管理を怠りません。

点検内容

【神照運動公園かまどベンチ】

図 煉瓦の崩れはないか。 図 ベンチ部分の可動は十分か。 図 中の鉄網はあるか。

当施設では、仕様書のとおり、適正な維持管理を行います。その中で、前掲の文中とも重複

しますが、維持管理に関して特に重視する項目、仕様書水準を上回る計画は次のとおりです。

【施設維持管理で特に重視する項目、水準以上の計画】

施設管理

項目

基本的な考え方、

重視するポイント
方法 L内容 頻度

仕様書

頻度

長
浜
市
多
目
的
競
技
場

歩行型芝刈り機

等の維持管理

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

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、機器の機能維
持を図ることを目的
に行いますc

実際に機動させ
細部を点検

①刈払刃の点検
②回転点検
③ブレーキの利き
④走行点検

2回 /月 随時

施設内・施設周

辺の清掃

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

日常の施設周辺

美化清掃を徹底す
ることによりil央適な
スポーツ・レクリエ

ーション環境を提
供します。

日常の巡回時、施
設周辺美化清掃によ

り仕様書の水準以上

行います。

3回 /日 随時

トイレ清掃

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

トイレの美化清掃
を徹底することにより

利用者に快適性を

提供します。

毎 日掃除後も施

設巡回時に汚れが

ないかチェック。
大会時は利用者

も多く汚れがひ

どいので大会中は

随時実施。

管理棟・屋外トイレ

清掃(男 子・女子)

・床面清掃
・便器・洗面台清掃
・鏡磨き上げ
・汚物処理
・ペーパー補充
・石けん水補充
・ドア拭き清掃

3回 /日

大規模

事業の

利用日は

4回/日

以上

1回 /日
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施設管理

項目

基本的な考え方、

重視するポイント
方法・内容 頻度

仕様魯

頻度

管理棟の清掃

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

管理棟の美化清

掃を徹底することに

より快適性を提供し

ます。気持ちよく来

場いただき、気持ち

よくお帰りいただくこと

を第一に考え実施し

ます。

・管理棟玄関ホールの

床面掃除機んHす

・休憩所の床、ソファ

ー、テーブルの清掃

1回/1日 随時

長
浜
市
多
目
的
競
技
場

倉庫の清掃

※仕様書以上

に実施します。

清掃や点検回数

を増やすことで、備

品の不具合や不良

箇所などの早期発

見に努め、機器の

機能維持を図るこ

とを目的に行しヽま

す。

倉庫内の清掃ととも

に備品や殺虫剤等の

消耗品の確認作業

①作業備品の点検

②トラクター点検

③消耗品の確認

1回 /日 1回/月

保安警備業務

※仕様書以上

に実施します①

職員が広大な公

園内を巡回するこ

とで、瑕疵の早期

発見、修繕箇所の

発見と利用者の安

全確保に努めてい

ます。

職員による4時間に

1回、公園内を巡回す

る。巡回ルートは前記

のとおり

3回 /日 随時

トラック管理

(にがり散布)

※仕様書 以上

に実施します。

陸上トラックにに

がりを散布すること

でサーフェスが締ま

り陸上競技場として

快適なスポーツ環

境を提供します。

にがりを各コースに

散布するu

①コースの不陸整備

②上補充

③にがり散布

④散水

1回/年 なし

ソフトボール場

グラウンド整備

※仕様書以上

に実 施 しま

す。

快適なスポーツ環

境の提供と利用者の

安心安全を第一に

考え実施します。

グラウンドサーフェ

ス部分が荒れるのを

予防的保全。

グラウンド整備
・整地、転圧、ブレンド

上等補充、除草
・整備方法

①爪レーキ

②グラウンドマット

③土補充

④グラウンドマット整備

⑤転圧ローラー

⑥散水
・グラウンド掘起し作業

定期実施

県体等

大会前は

適宜実施

随時

随時

随時
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,

施設管理

項目

基本的な考え方、

重視するポイント
方法・内容 頻度

仕様書

頻度

長
浜
市
レ
ク
I)

エ
|

ン

ヨ

ン

広
場

トイレ清掃

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

トイレの美化清掃

を徹底することにより

快適性を提供しま

す。

毎 日掃除後も施

設巡回時に汚れが

ないかチェック。

大会時は利用者

も多く汚れがひどい

ので大会中は随時

実施c

・屋外トイレ

清掃 (男子・女子)

・床面清掃

・便器・洗面台清掃

・鏡磨き上げ

・汚物処理

・ペーパー補充

・石けん水補充

・ドア拭き清掃

3回 /日

大規模

事業の

禾叫用日は

4回/日

以上

1回 /日

倉庫の清掃

※仕様書以上

に実施します。

清掃や点検回数

を増やすことで、備

品の不具合や不良

箇所などの早期発

見に努め、機器の

機能維持を図るこ

とを目的に行いま

す。

倉庫内の清掃ととも

に備品やライン石灰等

の消耗品の確認作業

①用具整理整頓

②スポーツ備品点検

③消耗品の確認

1回 /日 なし

保安警備業務

※仕様書以上

に実施します。

職員が広大な公

園内を巡回するこ

とで、瑕疵の早期

発見、修繕箇所の

発見と利用者の安

全 確 保 に努 めま

す。

職員による4時間に

1回、公園内を巡回す

る。巡回ルートは前記

のとおり

3回 /日 随時

グラウンド整備

※仕様書以上

に 実 施 しま

す。

快適なスポーツ環

境の提供と利用者の

安心安全を第一に

考え実施します。

グラウンドサーフェ

ス部分が荒れるのを

予防的保全。

グラウンド整備
・整地、転圧、ブレンド

上等補充、除草
・整備方法

①爪レーキ&マット

②土補充

③マウンド、ブルペン
バッターボックス整備

④転圧ローラー

⑤散水

定期実施

県体等

大会前は

適宜実施

随時
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施設管理

項目

基本的な考え方、

重視するポイント
方法・内容 頻度

仕様書

頻度

長
浜
市
レ
ク
1)

エ
|

ン

ヨ

ン

広
場

駐車場 の安全

確保

迷惑駐車対策

※仕様書以上

に実 施 しま

す。

快適な利用環境

の提供と利用者の安

心安全を第一に駐

車の確保を行いま

す。

注意、案内文掲示

レクリエーション広

場半面を臨時駐車

場

臨時駐車場を防塵

対策として全面シ

ートを張り。

外周通路にシート

B長り

随時

プー ル 期

間

随時

長
浜
市
民
プ

|

ル

トイレ清掃

※仕様書以上

に実 施 しま

す。

トイレの美化清掃

を徹底することにより

快適性を提供しま

す。

毎 日掃除後も施

設巡回時に汚れが

ないかチェック。

土 日ネ兄日は禾叫用

者も多く汚れがひど

いので随時実施。

管理棟・屋外トイレ

清掃 (男子・女子)

・床面清掃

・便器・洗面台清掃

・鏡磨き上げ

・汚物処理

・ペーパー補充

・石けん水補充

・ドア拭き清掃

3回 /日

大規模

事業や

上日祝日

は

4回/日

以上

1回 /日

保安警備業海

※仕様書以上

に実施します。

職員がプール施

設内を巡回するこ

とで、瑕庇の早期

発見、修繕箇所の

発見と利用者の安

全確保に努めてい

ます。

職員のローテーショ

ン表により、プール施設

内を巡回する。

3回 /日 随時

プール施設の安

全管理

※仕様書以上

に実 施 しま

す。

プール水糟 内の

給排水 口、ウォータ

ースライダーの結合

部分等は、プール期

間中は毎 日、日視

触検にて確実に点

検し、利用者の安全

を確保する。

専用 日常点検チェック

シーHこ て、現場責任

者の職員が開場前、閉

場後に点検。

2回/日

以上
1回/日
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④ 安全B安心・快適な市民プールを目指し適切な維持管理に努めます

プーァレ施設は、他の施設と少し違い循環ろ過器、循環ポンプ等の特殊な機器や水質の管理

等の特別維持管理が必要となってきます。これらの機器や衛生管理についても万全の管理体制

で適切な対応を図ります。また、プール施設の維持管理に置いて最も重要となるのが安全・安

心・快適性の確保だと考えています。

ア)万全な管理体制の確立

a.チェックリスHこ基づいた徹底した日常点検の実施

仕様書では、スポーツ施設機能の維持管理として、プー

ル設備の日常点検や検査の実施を求められています。こ

れらの項 目については、専門的な資格や技能、および知

識をもつた職員がチェックリストに基づき確実にその業務を

実施します。また、設備の点検等については専門の業者に

委託して、設備の適正な維持を図っています
【管理日誌と点検チェック表】

b.仕様書以上の有資格者の配置

プール施設の有資格者の配置については、プール衛生管理者の配置が義務づけられていま

すが、当事業団では、プール開業中プール衛生管理者は常に常駐させ、プール管理士、水泳

指導管理士、体育施設管理士も兼務体制で配置をします。

c.現場で職員が長年の管理経験からくるトラブルに対する高い対応力を発揮します

当事業国では、38年もの間長浜市民プールを管理運営して

きました。その長年の管理経験から蓄不責された各種データは、あ

らゆるトラブルの場面で迅速かつ正確に対応できる能力の源だと

考えています。さらに職員は、教育訓練や研修等でプールに関

する新ししや清報や技術、システムの自己研鑽にも努め、安全。安

心・快適な維持管理を実践します。

d.公金としての利用料金は安全かつ適切に管理します

市民プールの利用料金は、大切な公金と考えます。その取り扱いについては、細心の注意を

払います。また、土 日祝 日には、たくさんの禾町用が見込まれるプールですので週末には多額の

現金がプール事務所にあることになります。その場合でも、閉場後、大金庫のある本部事務局か

長浜市民体育館に届けることで市民プールには最低限の現金しか置かず、公金の安全かつ適

切な管理に努めます。

イ)プール機械設備の点検および維持管理

プール機械設備に関しては、維持管理重点項 目を設け、その予防保全の考えを取り入れた

維持管理を行います。
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【プール機械設備管理において特に重視する項目 例】

ウ)流水プールの維持管理

長浜市民プールには、流水プールが設置されています。流水プー

ルは、プール水を循環ろ過するためのろ過器の他に、より娯楽性を高

めるため、流れを起こす起流ポンプが設置されています。このシステム

は、取水日でプールから取水しポンプの力でその水を吐出日から噴

出するものです。近年のプール吸い込み事故はこのよう流水プールで

発生しています。当事業団では、プール事故ゼロを30年以上継続し

ているため今後も、流水プールの維持管理には細心の注意をはらい

ながら維持管理を行っていきます。

【流水プールの維持管理において特に重視する項目 例】

設備名 管理部分 重視するポイント

水道設備

(給水・排水)

・水漏れ箇所点検
・水流メーター

・開場前の給水の際は、大量給水による周辺

地域の家庭水道の水賃汚濁を防ぐため、長浜

水道企業団立ち会いのもと給水します。

循環装置ろ過装

置

・循環ポンプ

・圧力計
・ろ過装置
・珪藻土投入機

・ろ過膜の目詰まりによるろ過処理能力の低下

を防ぐため、常に圧力計の数値をチェックしま

す。

・滅菌剤注入装置

・滅菌剤は、刻々と変化する環境「天候・不1用

者数」により適切な薬剤を適切な量投入しま

す。

・機器制御盤

・ポンプ電流計

・感電事故防止のため、漏水等による漏電が

ないか点検します。
・過負担がないか点検します。

集毛器

・ろ過器の処理能力を落とさないためにも、こま

めに点検清掃を行います。また、バケット内側

のバイオフィルムも除去するよう塩素水を含ん

だ布で内面を拭き取ります。

設備名 管理部分 重視するポイント

起流ポンプ 水量、水圧の管理
・安全な水流を保つため、計器メーターにより

適当な圧力の調整を行います。

取水国・吐出口
・取水口格子蓋

・吹出口格子蓋

・吸い込み事故が起きないよう固定ボルトの緩

みはないか確認ししつかり固定します。
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工)ウォータースライダー&水遊具の維持管理

長浜市民プールのウォータースライダーは、遊戯施設として 工作物の指定を受け、建

築基準法の適用を受けます。建築基準法の適用により、確認申請、完了検査、維持保全に

関する義務が生 じ、維持保全の観点より定期検査及び特定行政庁への報告も必要です。当

事業団は、そのことを十分理解 し管理を行つていきます。

a.維持管理・安全管理マニュアルの作成

ウォータースライダー&水遊具に関しては、特別な維持管理・安

全管理マニュアルを作成し、その構造や材質、特徴や注意事項を十

分に理解した上で日々の維持管理に努めます。

b.徹底的な点検の実施と安全運行
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オ)安全で快適な水質管理の徹底

a.水質管理に対する考え方

安全で衛生的で快適なプーアレを提供することが、プール管理者の

役 日です。利用者は、感覚的に“透明である"“不快でない"(匂 い、

べたつき、髪、肌、日に刺激がない)等でプールの衛生面を判断しま

す。管理者としては、利用者から求める要求の裏に隠されている日に

見えないプール水の衛生を確保することも併せて重要となってくると

考えています。
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> 透明である

> 不快でない

> 衛生的である

濁度が低い、透明度が高い (浮遊ゴミが少ない)

汗や尿等の有機物が少ない

大腸菌、一般細菌等の有害微生物がいない

b.安全性・快適性を提供するための取り組み

国の「遊泳用プールの衛生基準」県の「滋賀県遊泳用プール条例」で定める水質基準を

保つように、日常水質検査の実施と具体的な取り組みは下記のとおりとします。

> 毎日3回の残留塩素測定

> 毎日3回の気温 H水温測定

> 毎日目視による濁度測定

> 毎日試薬によるPH測定

検査項目―遊離残留塩素濃度

検査項目一外気温 口水温

検査項目―プール水濁度

検査項目―プール水の水素イオン濃度

>「 汗1吻期 同 甲 1回 ()'尋聞 采石 に よ 0フト貝↑央宜

検査項目 ①水素イオン濃度PH
②濁度
③過マンガン酸カリウム消費量

④大腸菌
⑤一般細菌

⑥総トリハロメタン

【水賞検査結果から私たちが取り組む具体的な対応例】

特記事項 :

市指定の滅菌剤ネオクロールは、塩素化イソシアヌル酸系の薬剤で、酸性薬剤のため使用

の際はプール水のPH低下 (酸性化)を伴います。そのためPH管理には細心の注意を払う必

要があります。PHの低下により循環配管やろ過装置本体の金属部を腐食させる恐れがありま

す。

検査項目 検査結果例 想定されるトラブルと具体的対応

PH測定値

測定5.3で酸性に傾く

(基準5.8以上8.6以

下 )

トラブル・酸性に傾くと肌や目に刺激を感じる

・配管の金属腐食が促進される

対応  ・中和剤を投入し基準値内に !

遊離残留

塩素濃度

測定値 0.3mg/L

(0.4～ 1,Omg/L)

トラブル・基準値以下だとアデノウイルス等が死滅しない

対応  ・減菌剤 (ネオクロール)の追加投入 !
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力)衛生管理と清掃業務の徹底

利用者に快適なプール利用環境を提供するためには清

掃業務の徹底は欠かせません。プール開場前には、1年間

野ざらしになったプール水を全て抜き、プール内壁やスライ

ダー滑走面、水遊具にわたるまで全面的に清掃する必要

があります。また、プール開設期間中も日常清掃の徹底は

欠かしません。

清掃内容

プール開場前清掃  プール開場5日 前までに必ず終了します。

①管理棟  ・管理棟清掃 。窓ガラス・照明器具の清掃 。休憩室清掃

②流水プール  25mプ ール 幼児プール 着水プール

・水槽の底に沈殿 している落ち葉、ゴミ等の除去

・水槽の側面 。底・浦等に付着 した水アカ等の除去

③プールサー ド・排水溝

・プールサイ ド表面のよごれおよび砂の除去

・滞内に溜まった砂、落葉、ヘ ドロ等の除去処分

・テン ト設営

④ ウォータースライダー&水遊具

※添付資料 維持管理・安全管理マニュアルに沿つて遂行

。階段部分  ・滑走面の清掃   ・水遊具の清掃

⑤ トイレ・更衣室 。通路等

・ロッカー内拭き掃除
。排水溝は蓋を取 り、泥上げをして洗浄

・床面の洗浄 (洗剤使用)

・便器の洗浄 (洗剤使用)

・シャワー室・洗面台等の洗浄 (洗剤使用)および拭き掃除

・ トイレットペーパー・石鹸・芳香剤の補充
。天丼のすす払いまたは洗剤使用による洗浄
。その他プール関係の清掃・備品類の準備

b.開場期間中の日常清掃  プール開場期間中毎日実施します。

① トイレ

②更衣室

・床   :拭 き掃除または洗剤使用による洗浄

・器具等・衛生陶器類 :洗剤使用による洗浄

(鏡磨き、水栓金具は必要に応 じ研磨 )

・ トイレットペーパー  ・石鹸・芳香剤の補充

・ゴミ、汚物搬出処理および容器の洗浄

・床    :掃 き掃除拭き掃除または洗剤使用による洗浄

・シャワー室 :洗面台等・器具等 :洗浄および拭き掃除

・ロッカー等 :必要に応 じ拭き掃除
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・水栓金具  :必要に応 じて研磨

・ゴミ   :汚 物搬出処理および容器の洗浄
。その他  :溝 の清掃、灰皿の清掃

③流水プール 25mプ ール 幼児プール 着水プール

・プール内清掃 (プールクリーナー等の使用)

・プール浮遊物の点検・除去

・プールサイ ド・排水溝のゴミ等拾い

。イス等の拭き掃除

・テン ト下・プールサイ ド等に置かれているゴミ箱のゴミを

回収 し分別 して所定の場所に搬出。

⑤事務所  ・床   :拭 き掃除拭き掃除または洗剤使用による洗浄

・窓ガラス・玄関 ドア等 :拭き掃除

・物販スペース :生ゴミ処理・研磨
。エアコン :フ ィルター清掃 (lヶ 月に 1回程度 )

・ゴミ箱  ・灰皿の清掃

・ゴミの回収 (特に利用者が多い日は、

総れることがないよう1こ 注意すること。 )
。収集 したゴミは分別 して所定の場所に搬出

⑥玄関  ・玄関付近    :掃 き掃除

・玄関 ドア・ガラス :拭き掃除

キ)関係法令を遵守した維持管理 (ウォータースライダー)

ウォータースライダーには建築基準法第8条第2項に基づく建築物の維持保全計画に準じて

「ウォータースライド施設の維持保全計画書」及び「ウォータースライド施設の運行管理規定」を作

成し、常備しておく事が必要です。当事業団では、関係法令を遵守し作成をします。また計画や

絹.声#整備するだけでなく、計画や婦1庁に準じた維持管理狩実践しますⅢ

「維持保全計画書」および「運行管理規定」の作成

長浜市民プール

ウォータースライダー維持保全計画書(

|

|テ

公益財回演人 員浜文f監スボーツ振興手葉国

長浜市民プール

ウォータース

'イ
ダー理行管理親建

公張財厨法人 兵浜文化えr,ッ振興淳祭団
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参考 :維持保全に関する関連法規・規格

)

建築基準法第8条

維持保全

(所有者は施設を常時適法な状態に維持するよう

努めなければならない)

建築基準法第12条

報告ヨ検査等

(専門技術者による定期検査とその報告について

義務付けている規定)

」IS A 1701

遊戯施設の検査標準

(遊戯施設全般について検査項目、方法、判定基準について

詳細を定めた規格 )

平成 20年

国土交通省告示第284号

遊戯施設の定期報告における検査項目、検査事項、検査方法

及び検査結果の判定基準並びに報告芸の様式を定める件

)
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① 個人情報保護条例などに基づいた適切な体制を整えます

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。

ア)長浜市個人情報保護条例の理解

個人情報保護は、個人情報保護法はもとより、長浜市個人情報保護条例を遵守して適切に取

り扱います。

条例第 10条第 1項には

第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を委託しようとするとき、又は公の施設 (地

方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)

の管理を指定管理者 (同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいうし以下同じし)に

行わせるときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

とあります。実施機関は、指定管理者制度においては市長が該当します。したがつて、当施設

の指定管理者は、条例第 3条に規定されている「実施機関等の責務」と同等の責務を負うことイこ

なることを理角早します。

イ)個人情報保護・公開についての基本的な考え方

公の施設として個人情報保護にとどまらず使用者のプライバシーヘの配慮、また業務の透明

性確保の点からは情報セキュリティーの観点革ぅ必要です。

当事業団では「公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業国のプライバシーポリシーの内規」

を制定lノています。当施設の運営にあたつては法令、内規に基づき、個人情報の銀護、開示に

努めます。

【個人情報等の保護についての基本的な考え方】

回最低限の義務として個人情報保護法を遵守します。

図使用者のプライバシーが守られるよう、配慮します。

回さらに情報セキュリティーを徹底します。

図適切な情報公開により業務の透明性を確録します。

個人情報録護法、長浜市個人情報保護条例では、個人情報とは「生存する個人」に関する情

報とあり、事業者が個人情報を適切に扱うべきことを定めています。関連する法令を十分に理解

して、遵守できるよう、職員の適切な教育が必要です。

とりわけ、次期指定管理者期間は7年間となりますので、その間の取り扱う個人情報は膨大な

数になります。個人情報保護について十分な教育と保護手段の充実が必要です。

しかし、神照運動公園の性格上、個人に関する情報の保護だけでは不十分です。当施設を

利用する団体に関する情報も大量に扱うことになります。個人情報保護法ではこれら団体等は対

象とされていませんが、団体等の情報が外部に流出したりしないよう十分に管理することも指定

管理者に求められています。
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こうした点を踏まえ、プライバシーや業務上の情報セキュリティー対策を計画、実行するととも

に、必要に応じて適切な公開にも留意します。

回神照運動公園等の使用に必要な限りで個人情報、団体等の情報 (以下、個人情報等とい

います)を利用し、それ以外には利用しないことを表明します。

回個人情報等の取得にあたつては、使用 目的を伝え、使用 目的以外には使用しないことを説

明し了承して頂きます。

回取得した個人情報等に関して、正確性の問題などに関し当事者から苦情が寄せられたとき

は適切に処理する体制を整えます。

回業務関連情報も個人情報と同様に適切に取り扱います。

ウ)個人情報等の保護手法

当施設で取り扱われる各種情報を、個人情報、プライバシー情報、業務情報の3つの視点か

ら適切な保護手法を計画し、適宜に見直すことで適切な業務遂行をします。

a.管理体制の整備

個人情報等の保護を確かなものとするため、各施設で保管する個人情報において、施設に

は個人情報管理責任者を定め、担当者は責任者の指示のもと適正に事務処理にあたります。

また、事業日本部においても木都組織としてその管理について、文書登録等でその情報につ

いて管理します。

b.管理すべき情報の特定

当施設で扱われる情報を精査して、管理すべき情報のリストを作成します。管理すべき情報

は次のようなものが想定されます。

図個人の氏名、住所、神照運重力公園の利用履歴

図団体の名称、代表者名、所在地、神照運苗力公園の利用履歴

図運動記録等の個人データ

c.情報へのアクセス権限の確定

作成したリストに基づき、情報へのアクセス権限を

担当者ごとに決定します。アクセス権限を持たない職員が

情報にアクセスできないよう管理します。

回アクセス権限グループごとに鍵の掛かる引き出し、あるいはロッカーを用意する。

回鍵はアクセス権限グループの担当責任者が保管する。

回パノコンヘのログインを統括責任者、アクセス権限グループごとにユーザー登録をして、権限

のないものが他の権限が付与されたフォルダー、ファイルにアクセスできないようにする。

d.情報セキュリティー管理

情報セキュリティーを確保するために、次の点に取り組みます。

回職員以外の者が事務室に出入りしないよう、部屋を空けるときには必ず施錠する。
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回職員以外の者が立ち入らないよう注意し、市職員、再委託先業者職員等が受付事務室に立

ち入る必要がある場合には、身分証明書の提示を求め、確認のうえ入退ヒノてもらう。

回市職員、再委託先業者職員が当施設内で作業を行う場合は、作業に必要な最小限の範囲

の立ち入りを許可し、原則として作業に立ち会う。

e.個人情報の破棄

保管期間が過ぎた個人情報の書類は、シュレッダーにて細かく、裁断、または、産業廃棄物処

理業者に委託し、溶解処理をしていただいています。電子機器に格納されているデータは、デ

ータ消去ソフトを用い復元不可能な状態にしまサ。

f.委託事業者への対応

個人情報の収集 目的の範囲内で外部に個人情報を預託する場合は、預託先の業者の個人

情報保護への取り組みを精査するとともに、秘密保持の契約を結び、情報の流出を防ざます。

g.職員の個人情報保護の啓発

個人情報を管理するのは、職員ですので、職員の個人情報録護の意識を高めるとともに職員

が容易に持ち出せないようにする必要がありまサ。

回着任時、および年1回、情報セキュリティー研修を実施する。

日 当事業国に新規雇用された職員に対しては、個人情報保護誓約書の提出と個人情報保護規

定を破った時の罰則を設ける

図教室などの申し込み受付時などの機会をとらえて、職員朝礼や職員会議の場で、個人情報保

護の趣旨について再確認を行う。

日着任時、および年1回、情報セキュリティー研修を実施する。

団書類、データの持ち出しを防ぐため、出動時に中色等は各職員のロッカーに保管し、退動時に

は現場責任者が書類等を持つていないことを確認する。

ア)情報公開についての対応

個人情報等の公開は、情報のイ呆護と表裏の関係にあります。保護について適切に対応するこ

とはもちろん、法令に基づく公開についても十分な認識を持つて適切に取り扱います。

a.長浜市からの情報公開要求への対応

個人情報公開手続きについては、長浜市個人情報保護条例第 12条ないし第 20条に詳細に

規定されています。

これらの規定を十分理解した上、長浜市から個人情報の開示を求められた場合には、指示に

より適切に取扱います。

また、開示要求に迅速に対応できるよう、個人情報等の各種情報はインデックスを付けるなど、

日頃から整理して保管するように努めます。

② 情報公開等の手続きに対しても適正な対応で対処します
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b.業務情報の開示

当事業団運営に関する業務情報は、新設するホームページ上や施設掲示板で積極的に開

示し、運営管理の透明性を高めます。

開示する内容は、当施設の利用状況、利用者からの苦情や要望とそれに対する対応、使用

不許可あるいは制限をした場合の理由、その他、利用者の利便性向上や権利保護に必要な情

報とします。

(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。

長浜市と共に将来にわたつて自然とひとが共生し、快適に暮らすことができるよう良好

な環境を保全・ 創造することを目指します。

長浜市には、琵琶湖や姉川、伊D欠山や横山など、美しい自然が数多くあり、市民にうる

おいとやすらぎをあたえ、暮らしやまちん`豊かになってきました。

長浜市民はその思恵を受けていることを実感し、環境を大切にする人達が住むまちです。

そのようなまら、長浜市で′ム`の施設を運営する指定管理者も長浜市の環境施策をよく理

解し、環境への意識を高めて、当施設を運営管理することが賣務と者えています。

① 3Rを重視した省資源化の実践

ア)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′様施策として循環型社会形成推進が掲

げられ、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。当施設の管理運営の置いても、3Rを切り日に、さまざまな取り組みを

行います。

a.具体的取り組み

Reuse
(蘭為劇する,

Recycie
(再生させる,

li手 〔

Reduce
衛J滅 する)

3R 意味 具体的取り組み

Reduce(リデュース) 減量化

・言吉め替え用洗剤や石けん水の利用

・集約印刷、両面印刷による用紙の減量化

・資料、書類の電子化をすすめ、ペーパレス化を推進

・コアレストイレットペーパー使用

Reuse(リユース) 再利用
印刷ミスコピー用紙の裏紙を利用

古封筒や文書ファイルの再利用

Recycle(リ サイクル) 再資源化

ペットボトルキャップの回収

職員、利用者へのゴミ分別の徹底

グリーン調達の徹底
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一への取り組み② 省エネ

b.利用者への呼びかけ

3Rの推進やもったいないポスターを掲示上/、 施設利用者への環埼への意識を啓葬1ノ、長浜市の

乗琉施策への協力を呼び掛けます。

ア)節電の取り組み

a。 こまめな消灯

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、OA機器の電源についてもこまめに切り節電に努めます。ま

た、職員だけでなく利用者へも節電の啓発を行います。

b.間引き消灯

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。

C.  照 明 (′

'石
電 刀 1し 、LLυ lし

夜間照明施設の水銀ランプや施設内の電球について、購入の際は省エネタイプのものを購

入します。また LED照明機器は従前の照明機器より高価なので、一度に交換は出来ませんが、

順次、照明の LED化も進め、さらなる電力消費を押えます。

d.グリーンカーテンの設置

神照運動公園管理棟事務所にグリーンカーテンを設置し、室

内温度を下げ、節電に努めます。

e.冷房中の温度設定

冷房利用可能スペースおよび事務所には、温度計を設置し冷

房中の室温が温度設定を28℃になるように心がけます。また、職員はクールビズに努めます。

F自動販売機の節電

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。

イ)節水への取り組み

職員へ節水への啓発をするだけでなく、トイレやシャワー室での節水のポスターを掲示し、利

用者へ節水への協力をお願いします。また各水道蛇 日には、取付け可能な場合節水コマを取り

付けます。

ウ)燃料節約への取り組み

公用での自動車使用については片道批m以上の用務の場合のみとし、

それ未満の場所へは、公用 自転車や徒歩で移動します。また運転する

際も、アイドリングストップなど環境にやさしい運転を心がけます。

節 電

__と __ _と ,_ ▲

駐停車時エンジン籐止

81



③ 公国内で発生した自然物は、自然に還す循環型の管理運営への取り組み
～落ち葉から腐葉土そして堆肥へ～

当施設には多くの広葉樹 (かえでやさくら等)があり。秋には大量の落ち葉が発生し、消去|ゴミ

として廃棄しているのが現状です。広葉樹の落ち葉を堆肥にして有機肥料・土壌改良材として利

用することは、昔から農業等の現場で当たり前に行われていました。しかし、化学肥料が普及し

た今、世間一般的には落ち葉は当施設同様もえるゴミとして処分されています。落ち葉を燃やし

て出る二酸化炭素の排出、ゴミとして運搬するエネルギー、一方で花壇のため腐葉上を購入して

いるので非常に効率が悪い管理になっています。

当事業国では今後、落ち葉は燃やさず堆肥にして必要とされ

るところで上に還すのが理想的と考え、当施設の落ち葉から特に

腐葉土や堆肥になりやすいカエデの葉を、公園の東側空きスペ

ースを活用し、腐葉上、堆肥造りを実施します。

当事業団では、～落ち葉から腐葉土そして堆肥へ～公園内で発

生した自然物は、自然に還す循環型の環境にやさしい維持管理

に取り組みます。

ア)びわ湖一斉清掃への積極参加

滋賀県全体で取り組んでいる「びわ湖一斉清掃」毎年 7月 1日 に実施されています。当事業国

も「母なるびわ湖」をはじめとする自然の恵みに感謝し、水環境の保全や美化の推進など水源の

里長浜市の自然環境を守り育てていくための実践活動として、同活

動に毎年積極的に参加しています。今後は職員の参加だけでなく、

利用者への同活動の参加呼びかけも行いながら、琵琶湖の環境美

化に貢献していきます。

イ)クリーンウォークの実施

当事業団では、毎年「健康増進」と「社会貢献」を目的に、歩きなが

らのゴミ拾い美化活動「クリーンウォーク」を毎年5月 に「ながはまウォークらぶ」と協力し実施して

います。これを当施設でも実施 し公園美化に努めます。

ウ)「公園グリーンサポーター」による美化活動の実施

「公園グリーンサポーター」制度とは、当施設を活動拠点として、美化活動や子どもたちの安全

な遊び場を見守る活動等をしていただける方を募集し、公園サポーターとしてあらゆる場面で活

躍していただく制度です。次期指定管理期間にはその立ち上げを行い美化活動へつなげてい

きます。

工)地域と進める「公園花いっぱい活動」による美化活動の実施

次期指定管理間では、公園を「花いっぱい活動」の場として学校やまちづくリセンター、地域

団体、長浜農業高校等と協力して、公園に花壇を多数設置し、季節に応じたあらゆる花を咲か

せます。花や緑で季節感を感じられる市民の憩いと安らぎの場を創出していきます。

④ 環境美化への取り組み
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(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及ぴ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とし万全の備えと的確・迅速に対応できる体制を整えます。

緊急事態に的確に対応し、利用者と職員の安全を確保するためには、普段の備えが肝心

です。緊急事態に的確に対応するための危機管理マニュアルを整備し、マニュアルに基づ

いて、迅速に行動できるように、訓練を行ないます。

緊急事態時には、緊急事態組織体制を立ち上げ、訓練どおりの行動と利用者の安全を

者えた臨機応変の対応をいたします。

緊急事態に対応するためには、遭遇した時にどのように行動すべきかを明確にする必要があ

ワよつ 。↑甲照 連 甥 省 囚 ぐは 、0ま● よ /∫ 予 憑 τ郷 疋 しに ダ巳↑んを冨 理 マ ニ ユ ノノレ//ど笠 υ円し、て イして イし

の緊急事態に応じて行動すべきことを明確にしています。

ア)さまざまな事態を想定したマニュアルの整備

当施設では、平成20年に危機管理マニュアルを制定、毎年見直しをして、現在第5版となっ

ています。マニュアルは下記のとおりです。

このマニュアルは、今般的な緊急時対応の他、火災、地震など事案に応 lうた対応策″まとめた

もので、それぞれの事案に応じて的確に実践に移せるよう工夫しています。

さらに今後は、原発事故対応マニュアルを長浜市作成の「原子力防災ハンドブック」に基づい

て作成予定です。

【長浜文化スポーツ振興事業団日危機管理マニュアルの構成】

危機管理の項目 概    要

緊急
ケガ・事故、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・非常事態の対応

火災時 火災発生時の通報手順、初期消火対応、避難誘導など

地震 地震発生時の情報収集、避難誘導、連絡体制など

風水害
大雨・洪水・暴風雨警報が発令され、長浜市の風水害初動応急に連

動した対応フローなど

原発事故 「原子力防災ハンドブック」に基づいて作成予定。

① 緊急事態に対する万全の備え
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神照運動公口&市民プール危機管理マニュアル

緊急・J卜常事態対応マニュアル

① 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 i非常事態については、

下記の r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館長、本部事務局においては常務理事(不在の場合は事務局

長)があたるものとする。

③ 重大事故等の発生の場合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、本部長には理事

長が当たるものとする。

【緊急L非常時体制フロー】

非常事態の発生

現場確認

①状況・被害等の把握
②救助・非難誘導等実施
③場長・全体責任者への連絡

連  絡

C状況・被審等の把握
②関係機関等へ通報,連絡
①各職員へ対応指示

↓
▲
Ｉ
Ｉ
Ｉ

↓ ↓

べ て

職員調査・修理等

保守・修理業者等

(電力・ガス・水道会社等)

:06-4793-1145

シティガス:65-7803
水道企業回:62-4101

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

④対策協議と対応指示
⑤報道機関等への情報提供等

散急:119
警察1110

|

↓
▲
―

―

―

スポーツ振興課

T風 65-8787

被害等無し 被害等有り

人

救急・病院・警察等

家族等

本部事務局

対策本部

市担当際
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神照週動公口&市民プール火災初動マニユアル

火災時初動対応マニュアル

① 神照運動公園・市民プールにおいて「火災報知の鴫動」「火災通報」があった場合は、

冷静かつ迅速に、下記の r火災時対応フロー」とおり対応するものとするc

② 情報集約・管理は施設においては館長、本部事務局においては常務理事(不在の場合は事務局

長)があたるものとする。

③ 重火事故等の発生の場合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、本部長には理事長

が当たるものとする。

【火災時対応フロー】

事務室
火災報知器鳴動

▽

受信板で出火場所

▽

火災現場確認

I

山  .:,題
四 A現 ″鷹ヽ 1ホ :四 凹 凹

e
確認係 :□ □□

c状況・被害等の把経
②関係機関等へ通報・連絡

事務室

消

各部屋

防署へ通報  
―
通報係:□ ロロ ただいまOOの状況です。」

譲 報

誤報の旨放送

「ただいまの非常放送は誤報でし
た。お騒がせお詫びいたします。

rOOで火事です。 落ち着いて

OOから雌難してください。」

I絣 相 9

避 難 放 送   1通 報イ系:口 □□

I

関係職員等へ連絡 1通報係:口 口 日本部事務局 :文 芸会館 63-7400
B□□El□ (自 宅)0● -0●●0(携帯)0●●-00●0-0● 0●
■国田回回 (目 宅)0●-0●00(裾 澪)0● ●-0●0●―●0●●

■□回□日 (自 宅)●●-0●●● (協帯〉●●0-0●●0-● 0●●

■□□□□ (自 宅)0●-0●●0(携帯)0●●-0●●0-0● ●●

ロ

避 難 協 導

散 艘 処 置

初 期 消 火

情 報 収 集

[

避難誘導係:□ □口

・非常口を開放する
。安全かつ最短の経路でグラウンドまで誘導する。

!救護係 :□ □□

・利用者点呼確認  ・不明者所在確認

:消 火係 :□ □□

・消火器等による初期消火

―
情報収集係:□ □□

・消火器等による初期消火

けが人等への応急救護

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)

0対策協議と対応指示

⑤報道機関等への情報提供等

スポーツ振興課
【.65-8787

本部事務局

対策本部
一

―
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神照運動公口&市民プール地震初動マニユアル

地震時初動対応マニュアル

① 神照運動公園&市民プールにおいて「地震メール」「防災無線による予報」等があつた場合は、

冷静かつ迅速に下記の「地震時対応フロー」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場長、本部事務局においては常務理事 (不在の場合は事務局

長)があたるものとする。

③ 重大事故等の発生の場合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、本部長には理事長

が当たるものとする。

【地震時対応フロー】

事務窒
1  地震予報  |

▽

|テレビ等で情報収集「確認係:□ □匡

▽
:  避難放送  1確認係:□ □匡

▽           

‐

: 施設内現場確認 :確認係:□ 口□

I

0地震の大きさの把握
②関係機関等へ通報・連絡

「ただいま震度OOの地震が発生しました。(の 予報です)

ものが落ちてこない所へ落ち着いて避難してくださいっ」

現 場

I

事務室

各部屋

消防署へ通報

I肱・
9

関係職員等へ連絡

被害あり

避 難 勝 導

枚 膜 処置

通報係:□ 回E

|

被害なし

「□□□□のOOでけ力く人です。

通報係:□ □□| ただいまOOの状況です。」
対策本部

本部事務局に連絡

日本部事務局 :文芸会館 69-7400
■回回日□ (自 宅)0●―●●0● (携帯)0●0-●0● 0-0●●0
日回回日□ (自 宅)0● -0●●0(携帯)0●●-0●●●―●●0●
■□回El□ (自 宅)0● -0● 0● (携帯)●●0-●●●●-0● 0●
■□□□□ (自 宅)0● -0● 0● (携帯)●●●―●0●●-0● 0●

1避難誘導係 :日 回ロ

・非常口を開放する
。安全かつ最短の経路でグラウンドまで誘導する。

1教護係:口 口□

・利用者点呼確認 ・不明者所在確認  ・けが人等への応急枚護
事務室

情報 収 集 ―情報収集係:□□□

応援要請および被害状況等と関係機問等への連絡

指定避難所としての受入れ準備  :渉外係:□□□ 現場対応:全職員

と
・長浜市の対策本部、市職員と連携をとりながら訴求な受け入れ態勢をとる。

亀う被害状況等情報収集
②関係機関等との連絡・調整
0対策本部の設置(役員・職員等招集,

C対策協議と対応指示
C報道機関等への情報提供等

スポーツ振興課
I L.65-8787

本部事務局

一
対策本部

―
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神照運動公口&市民プール凰水害対応マニュアル

台風等による風水害対応マニュアル

① 長浜市において「台風」「ゲリラ豪雨」等があつた場合は、冷静かつ迅速に下記の「地震時対応

フロー」とおり対応するものとする。

② 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、長浜市の風水害初動応急体
とも連動しながら、常務理事 (不在の場合は事務局長)の判断により決定する。

③ 時間外時の対応については、常務理事、事務局長、参事、補佐での事業団全体での対応を初動体

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で待機すること。

④ 体制は、以下の「風水書体制フロー」のとおりとする。

【風水害体制フロー】

事務局
1天気予報や防災放送

|

▽
―

早 I´ 卜」埜 沐 巌 鍛 ‖v佳  静 枷 Iマ,口 画

「

I

O台風の大きさの把握
②関係機関等へ通報・連絡

事務室

現 場

時間中

場長 (参事 )

「

I

I

対応心脅 鳳水書時に、選れた対策や様子見が危険

●台風接近時に、台風の備えや、何かが壊れたりした処置
は大変危険。また、点検や緊急対応でる時は、強風による

飛来物を顕に受けて死亡する事故が多いのでヘルメットや

安全帽をかぷること。
●点検綱寺や対応時も、まず自分の身を守ることが重要.

絶対に無理はしない。

通報係:□ □□「ただぃまOOの状況です。お帰りの際
は、 十分お気を付けてお帰りくださ

1連絡表 日本部事務局:文芸会館 63-7400

■□□□□ (自 宅)0● ―●0●●
(携帯)00● ―●0●●-0●●0

■□回回回 (自 宅)0● ―●0●●
(携帯)●00-0● 0●―●0●●

■口□□□ (自 宅)0● ―●●●●

(携帯)●0●一●00● -0●●●
■□□□□ (自 宅)0● 一●0●●

(悌帯)0● ●-0● 0● -0● 0●

職員の集合

施設点検の実施

i ' 
被害の把握と対応 |

時間外

参事/補佐  !

利用者安全確保

I

定期点検   |

l

番報解除までの待機 :

施設点検実施

被害の把握と対応

事務室

定期点検

1警報解除までの待機
―

①被害状況等情報収集
②関係機関等との連絡・調整

e対策本部の設置(役員・職員等招集}

④対策協議と対応指示

長浜市の対策本部、市職員と連携をとりながら市と同協した対応を図る。

本部事務局

対策本部

| |

市担当課
スポーツ振興課
■.65-8787
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イ)安全管理体制

危機管理マニュアルが整備されているだけでは不十分です。事故を発生させない防災を日常

的に心掛け実践する、いざという時にマニュアルの手順が機能することが必要です。

当事業団本部では、理事長を本部長、危機管理担当者、各施設統括責任者をメンバーとする

危機管理委員会を設置して、危機管理マニュアルの改訂、防災計画立案、防災教育研修、毎年

のレビューを実施しています。

各施設には館長や場長を責任者とする自主防災組織を設置して、防災計画の現場適用、防

災教育研修の実施、万―の場合の出動体制を整えています。

危機管理委員会の取り組み事項

巳毎年 1回実施するマネジメントレビューで、安全管理状況を確認し、次年度の安全

管理・ 事故 [′葛止計画、情報セキュリティー計画を立案 します。

ロマネジメントレビューに基づいて、改善策を自主[′葛災組織に指示します。緊急性の

高い改善が閉要なときは、本部長の判断で随時、マネジメントレビューを実施しま

す。

自主防災組織の取り組み事項

□日常業務で気づいたことなどを危機管理委員会に報告し、計画策定へ反]央させます。

□安全管理・ I方災に関する訓練を実施します。 訓練項目 年 2回の消 [′も・ 避難誘導

訓練、救命訓練

日定期点検とは別に、日常点検として消火器・ 消火栓の状況を把握し、不都合発生時

には直ちに対処します。

【安全管理体制】

危機管理委員会

長浜文化スポーツ振興事業団

本部長 理事長

|

ネ朝R馨助鰯罰自蜘
責任者 場長

組織員 全職員

①安全管理計画、教育研修計画立案
②レビューの実施と改善指示

管轄事項
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こ行います② 利用者の安全を第一に緊急時対応

発 見 者

長 浜 市

ア)緊急時の体制 (総合版)

４鱒

違 報

現 場 担 当者

↓ 報昔
管 理 者

逹  事 業 国 本 部

1 桂 丞 ______
゛

【通報・連絡班】
1関係 機 関 へ の 通 報

1及び施 設 内 アナ ウンス

寺
【避 難 誘 導 班 】
施 設 内 利 用 者 の

選 難 誘 導 及 び

選 難 確 認

や
【初 期 対 応 班 】
初 期 消 火 活 動 及 び

急 病 人・

事 故 等 へ げ)対応

【緊急時の組織体制 総合版】

緊急時には、上記の体制をとり、各職員が前記の個別 (緊急・火災・地震・風水害)マニュアル

に従い通報連絡、避難誘導、初期対応それぞれに分かれ、それぞれの役割を同時に行うことで、

迅速に事故対応にあたります。

イ)大規模災害時(地震～台風等)の対応

a.利用者の安全確保

大規模災害時には、まず利用者の安全確保を最優先にします。

施設内の利用者に、避難を呼びかけるとともに、訓練で培つた実

行可能なノウハウと右図の避難誘導経路図に基づき、利用者を

安全な地域へと誘導します。施設内を巡回し、逃げ遅れた人や

怪我等で動けない人がいないかを捜索します。発見次第、安全

な地域への移重力や搬送を行います。怪我人に対しては、応急措

置を講じるとともに近隣の病院へ連絡し対応します。

b.二次災害の防止

自然災害による施設内の破損個所を特定し、応急処置ができるものは即座に行います。処置

が不可能な場所は、危険個所として利用者の使用禁止、立入禁止処置を施し、二次災害を防ぎ

ます。

c.対策本部の立ち上げ

非常時には、現地対策本部と事業国内に早急に対策本部を立ち上げ、災害に迅速かつ的確

に対応できる明確な指示系統を構築し、現場への支援を行います。現地対策本部での情報収

集と災害対応策の実施、事業団対策本部での長浜市、消防、警察、病院等関係各機関との調

整、現場への支援策の策定や支援を行い、利用者の安全確保に努めます。

警 察 署

消 防 署

保 健 センター

電 力・ガス会 社

′卜 】星

救 急 病 院

神照運動公園避難経路

フ

イ

ー

ル

ド

側

駐

車

場

側
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③ 地域の防災の拠点広域避難場所として避難所開設に向けて迅速に対応します

ア)地域の広域避難所として

大規模災害発生時には、神照運動公園が長浜市の広域避難場所に位置付けられています。

当施設では、前記の緊急時の対応マニュアルに従い関係各機関と連携し、避難場所としての機

能を発揮するよう1こいたします。

長浜市地域防災計画 概要版に神照運動公園の「避難所」としての応急対策について以下の

とおり明記されています。施設管理者として非常時には全力で受け入れ態勢を整え、この役割を

十分理解し、長浜市の災害対策の一翼を担っていきたいと考えています。

公共施設応急対策 (都市建設部、北部振興局、各支所、各施設管理者)

公共施設のうち、市庁舎、消防署、集積拠点、学校、体育館等避難所予定施設等、

災害応急対策、復旧活動の拠点となる施設の管理者は、自主的かつ迅速に建築物等の

被富快滉をキ巴握し、_応急復口上τうとのとする。

長浜市地域防災計画 概要版の第3章 第4節 第6より抜粋

また、平成23年に策定された「長浜市みどりの基本計画アクションプラン」では、神照運動公

園の整備の推進 目的を「多面的なレクリエーション拠点」「広域的な防災拠点の創出」と明記して

おり、その概要は「まちの安全性・防災機能を高める」とあります。当事業団では、長浜市のプラ

ンロ的を十分に理解し、管理者として常に災害を意識しながら避難所としての役割、「災害備蓄

庫」を持つ防災拠点として管理運営に努めていきます。

イ)臨時ヘリポートとして

現在長浜市レクリエーション広場は、滋賀県警の臨時ヘリポ

ートとして、多目的競技場天然芝フィールドは、ドクターヘリ用

ヘリポート(候補地)としての利用が見込まれています。当事業

団は、このような多面的な利用があることも十分理解し、緊急時

には、施設利用者をいち早く別施設へ避難させ、受け入れ態

勢の確保を全力ですすめるなど、防災拠点としての役割にも対

応していきます。

ウ)公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業国の「文

スポ炊き出し隊」の出動について

事業団では、ガスコンロ、カセットガスコンロ、寸胴鍋、テン

ト、毛布、キャンプ用調理器具などを独 自で多数所有してい

ます。災害時には避難所としての受け入れ態勢を整えたあと

は、「文スポ炊き出し隊」を編成し神照運動公園避難所にて

炊き出しを行います。地域の公共施設として、地域に貢献す

ることが、公益財団法人としての使命であると考えます。

90
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14~1保険加入による万―の事故に対する備え

当施設においては、前記のとおり利用者の安心安全を第一に考え、事業団本部と現場施設の

ダブルチェックのもと、万全の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

る万企の備えや予防策もとりながら施設管理を行つてまいります。しかしながら、大小関わらず、

やはり現場では予期せぬ事故も発生してします。そういつた万が一の施設内事故については、

事業団全体として誠意を持つて迅速に対応します。

指定管理者の責務として、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

保険」1こ加入します。

【加入予定の保険内容】

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

神照運動公園

対人賠償 (1事故) 対物賠償

床面で算出
1.5億 円 1億円

長浜市民プール

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

その他にも、犯罪。事件、事故の緊急事態や近年では熱中症や暴風雨。雷等の利用者の安全

を脅かす事態が注 目されています。これらの対応策や予防策も考えておく必要があると考えま

す。

対応 予防策

犯罪・事件

警察署への通報と緊急連絡網を使つ

て職員の情報共有と利用者への注意喚

起を行い、犯罪から利用者を守ります。

警察の捜査協力に全面的に協力し、

犯罪・事件の早期終息へ貢献します。

・日常から、警察と連携し、不審者

情報、犯罪情報の入手
・職員の施設内巡国による施設内
の監視

事故

事故現場からの利用者の隔離による

安全確保を行い立入禁止措置を講じま

す。

怪我人等は、程度により、応急措置、

病院への搬送と適切な対応を行います

事故原因を、特定し、対策を施し、再

発防止に努めます。

・施設、運動器具の予防保全の徹
底
・利用者への注意喚起
・危険個所への立入禁止措置

(5)その他の緊急事態の発生時の対応と予防策
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熱中症

利用者を涼しいところに移動し、衣類
をゆるめ、ぬれタオルや氷嚢で体温を下
げる処置を施し、水分補給を行います。
病院、救急へ連絡し適切な対応を取り
ます。

・暑さ指数(WBGT)に基づく、利用
者への熱中症への注意喚起(現在
気温、休憩、水分補給等 )

暴風雨・雷

暴雨風による飛散物によるけがや落
雷等の怪我人の発生の場合、程度によ
り応急措置、病院への搬送と適切な対
応を行います。飛散物、落ち枝等の撤
去をします。

・警報の発令周知
・屋内への避難の呼びかけ
・高い木の下から離れる旨注意喚
起
・看板等の撤去又は固定強化

利用者の安全確保は、ハード面では確かな設備点検の実施、ソフト面では適宜の巡回監視が

不可欠です。清掃、日常点検巡回は防犯を兼ねた巡回とします。

ただし、神照運動公園は、市道を挟み施設が点在していること、また市民プールは、公園管理

棟から一番離れた場所にあること、など、ソフト面での安全確保には難しい問題を抱えています。

建物施設は、職員、利用者の目が届き、機械警備による防犯も可能ですが、施設内や高僅れた場

所の防犯監視のための巡回には限度があります。

そのため、次期指定管理者期間では、ウェブカメラを活用して、利用者の安全確保と防犯を実

施します。管理事務所で常時、施設内の状況を把握できるようにして、異常があつた場合には直

ちに現場に駆けつけるようにします。管理事務所が不在の場合には、事業団本部でも監視が可能

です。このシステムは事業団としての取り組みのため機器については当事業国で導入します。

ウェブカメラの配置は、専門業者に委託して適切な場所を設定してもらいます。想定される設置

場所は下記のとおりです。

【ウェブカメラ設置イメージ案】
■ゼ|:Ⅲ .:Ⅲ ■ i手● 十れ|:二 1

|:

カメラ設置場所案

チェック範囲案

⑥ IT技術を活用して利用者の日常的な安全確保をはかります

】
上
十

　

一
，
１
●
ィ
ィ

Ｆ
，

・
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駐 車 場

Webカメラ

市民プール レクリエーション広場

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

ア)公共スポーツ施設

a。 長浜市民体育館

b.長浜市民庭球場

c.武徳殿

d。 長浜球場

e.西中ナイター

丘 浅井B&G体育館

g.B&Gプ ール

h.B&G艇 庫

i.B&Gテ ニスコート

I 浅井球場

k`ふれあいグラウンド

1.野外ステージ

m.浅井体育館

n.希望の郷公園

o。 農村環境改善センター

p.河川敷GG場。GB場

【Webカメラを駆使した遠隔監視体制図 案】

事業団本部

昭和55年～現在  39年間管理運営

昭和55」 年～現在  39年間管理運営

平成5年～現在  26年間管理運営

昭和56年～現在  38年間管理運営

昭和55年～現在  39年間管理運営

平成元年～現在  30年間管理運営

平成元年～現在  30年間管理運営

平成元年～現在  30年間管理運営

平成4年～現在  27年間管理運営

平成2年～現在  29年間管理運営

平成6年～現在  25年間管理運営

平成3年～現在  28年間管理運営

平成元年～現在  30年間管理運営

平成3年～現在  28年間管理運営

平成4年～現在  27年間管理運営

平成元年～現在  30年間管理運営

異常があれば

すぐに現場直行 :

多 目

ソフトボール場
ゲートボール場
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イ)公共文化施設

a.長浜文化芸術会館

b`長浜サンパレス

平成18年～現在

昭和57年～現在

13年間管理運営

37年間管理運営

ウ)

a.

C.

b.

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

平成12年～現在

昭和57年～現在

平成8年～現在

19年間管理運営

37年間管理運営

22年間管理運営

工)過去の管理運営実績

a。 旧長浜市民プール

b.長浜市サイクリングターミナル

c。 長浜市民会館

d.リュートプラザ

e.浅井文化ホール

∴ 国際交流ハウス

ジ
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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 =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戦してください。

(例 :国民スポーツ大会開催、開催後に向けた取り組みなど)

私たちは、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ことを

目的とした公益財団法人であると同時に、指定管理者として長浜市多目的競技場、長浜市プー

ルおよび長浜市レクリエーション広場の管理運営を行ってきました。

この神照運動公園は、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が、健康遊具や緑豊かな自然

環境で気軽に集い。憩うことができるレクリエーション機能を備えた広場と、地域住民や地域団体

のスポーツ教室・スポーツ大会から、プロスポーツ選手によるイベント事業まで対応できる機能を

備えた運動施設と地域の防災拠点を兼ね備えたハ闇艦蟄不よhハ存、士千と`十在鮮ル十スー_
―小 陣Щ ′J■ lI入 ヽ (メノン 、 コ  レ(0ヽ フ ふ  ン ダ 惇卜 ,L」 ア ヽノ~~

ズに対応できる施設であると考えます。

特に、健康な身体づくりには定期的な運動が大切だとわかつていても取り組めない方に、身近

で健康増進に取り組める環境を整え、そのきっかけを提供するウォーキングコースやグラウンド・

ゴルフコースなどを常設、健康遊具の利用方法や効果などのPR等、施設の持つ気軽で親しみ

やすい魅力を提案することで、健康で元気な地域づくりに貢献します。

また、市民生活に憩いとうるおいをもたらす公園づくりとして、四季折々の変化を感じさせてく

れる街路樹などの植栽や、思いきりからだを動かせる芝生などの管理にも力を注ぎ、緑豊かで心

地よい環境づくりに努めます。

他にも、地域住民から広く募集する公園グリーンサポーターの方々と当施設及び周辺地域の

環境美化を図ることで、自然環境に配慮し緑を大切にする心を持った人材を、神照運動公園が

拠点となって育んでいきたいと考えています。

長浜市民プールに関しても、移転前の市民プールから38年間にわたり大きな事故を起こすこ

となく管理運営を行つてきた経験からくる安全管理体制を生かし、維持管理には細心の注意を払

い、安心・安全で快適な施設として、効率的かつ適正な管理に努めます。

幅広い世代の市民が利用されるこの祁市公園施設を、当事業国が長年培つてきたノウハウ、

そして地域住民◆地域団体と築き上げてきた信頼とこれまでの実績をもとに、さらなる市民サービ

スの向上を目指し、市民と連携・協力しながら、地元に密着した事業の展開を図つていきます。

特に以下の3つの事業についてはこの7年、特に注力していきます。
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① 四季折 の々施設を利用した事業の展開

「スポーツ。フォア。オール」いつでも、だれもが生涯にわたつてスポーツに親しみ、スポーツを

生活の中に浸透させるためには、身近でいつでもスポーツがしやすい環境の充実とスポーンを

楽しむことができる機会を提供することが必要です。神照運動公園の豊かな自然環境を活かし、

四季をとおしてスポーツ施設とレクリエーション施設の特性をフルに発揮して、その季節にあった

事業展開を行います。いつでもスポーンをすることのできる環境を提供することがスポーツ人 口

の拡大とすそ野を広げていく一歩となることから、一年をとおして施設内のどこかでなにかしらの

スポーンができる環境を提供します。

神照運動公園を拠点として「公園グリーンサポーター」を設置して、市民とともに施設の花いっ

ぱい運動で施設の美化活動と子どもたちが安心して遊べる環境を見守る活動を行います。また、

市民サポーターの協力により各種教室運営等も補助いただき、地域のコミュニケーションの場と

してより身近な施設と感じたいただける施設として、事業運営を進めていきます。

当事業団では、長浜市のスポーツ振興施策に長年携わってまいりましたが、まだまだスポーツ

を取り巻く現状には課題があると認識しています。一流の選手の指導やプロの選手の試合を見る

機会の提供をし、スポーンに対しての夢や憧れを抱かせるとともに、自分自身もやつてみようとい

うきつかけづくりの場をつくります。また、子どもたちにスポーツの楽しさや素円青らしさを感じてもら

うことにより、スポーツが好きになる子どもが増え、すそ野を広げる契機とします。さらにそこから将

来のトップアスリートが生まれる可能性があり、今後、開催される東京オリンピックや滋賀国民スポ

ーツ大会で活躍できる選手への可能性をもつた子どもたちのため積極的に体力向上事業も取り

入れ中長期的な観点からさまざまな事業を展開していきます。

このような3つの事業展開から、当事業国は長期的展望に立った安定的な管理運営と、公益

財団法人としての特性を生かすことにより、長浜市の施策実現に必ず寄与貢献できると考えてい

ます。

② 地域と連携した施設運営の展開

③ 次世代を担う子どもたちに夢を与える事業の展開
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