
様式第 2号

事業計画書
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1 管理運営についての基本方針等

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

以下、経営理念に基づき、管理運営に徹します。

。長浜市の地域貢献のための経営に徹 します。

・長浜市地域まちづくりの中心企業となることを目指します。

・地域社会に信頼・安心・満足を提供します。

・人と自然が調和した地域づくりをめざした「夢 。まち・人づくり」をおこないます。

2)ふれあい交流拠,点

。地域資源とのふれあい :農林水産物、地域特産品、食文化、歴史、伝統、文化とふれ

あう空間を創造する。

・ 自然環境とのふれあい :琵琶湖、水鳥、夕日、四季に色づく周辺の山々や田園地域、

安 らぎを感じる空間づくりを創造する。

・地域住民とのふれあい :地域住民と地域住民がふれあいコミュニケーションやたすけ

あいを育成し、人のあたたかさを感じることができる空間を創造する。

3)観光案内業務と観光案内の知識習得・サービスの更なるレベルアップ

・観光のまち長浜の魅力を全国にアピールし・企画・案内

・観光ポスターの掲示・観光パンフレットの陳列・観光案内図の作成

・各種観光協会等主催の研修会の参加・各種お祭り。イベント参加と宣伝活動
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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。

1)」 R北陸本線河毛駅周辺における交通の円滑化及び使用者の利便向上を図る。

駅から接続するバス、レンタサイクル、タクシーヘの中継、と」R利用増へ反映

2)長浜市湖北の地の活性化を推進するため、観光案内、PRの拡大。

地域産業の振興ならびに都市住民と地域住民との交流による活性化を図り、安心・安全 。

快適に憩いの場として提供します。

また、当駅は地理的に長浜市の中心的位置にあり、観光客への観光案内などの情報の発

信を行います。

小谷城址・小谷城戦国歴史資料館 (日 本百名城スタンプ)

虎御前山・中島城 。丁野城・須賀谷温泉

北国脇往環・伊部本陣

北国街道

山本山城・近江湖辺の道 (日 本遊歩百選)・ 山本山のオオワシ

水鳥公園・野鳥センター・コハクチョウ・水鳥ステーション・びわこ一月

尾上温泉・葛籠尾崎海底遺跡資料館 (日 本夕日百選)

SL北びわこ号撮影、 (西池たま池百選 )

河毛駅は個々の玄関駅となってお り、一年を通じて多くの観光客が訪れる。

3)地域特産品の紹介及び、販売

2 組織体制・職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示 してください。

いまちづくり湖北 業務体制平成 25.6.1現在

代表取締役社長  中村由嗣

取締役専務    内海弘樹

取締役常務    松田忠春

業務部長     中山孫孝

① コミュニティバス課

課長 長谷川尚士

補佐 脇坂正和

社員 川峙弘美・北村泰治・塚田政幸

鳥塚孝久・上野幸―・松田忠春

② コミュニティハウス施設課

課長 中谷 進

社員 藤田泰司・大谷 隆

③営業課 (会社事務局総括 特産品開発販売)

課長 市川英雄

④総務課 (総務、庶務、経理兼務 )

社員 沢村房子
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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。

(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。

職員の研修計画

接客研修   年 1回以上全員参加

窓口業務の研修  JR営 業規則、運転約款の勉強会

販売器具の取扱い、ア」車時刻 乗継ぎ案内の説明

パソコン研修 事務局員研修 (必要に応じて)

人権研修   全員年 1回受講

管理職研修  年 2回以上、必要に応 じて自己研鑽を含み実施

経理     事務局による。通常は簿記の原則に従つて処理し、申告は税理士と相談

して、法人申告の処理を行います。

役職 担当業務内容 資格 B能力等 雇用形態 勤務形態

課長 コミュニティハウス管理 交替 通常勤務

6:30-18:00

社員 コミュニティハウス管理 交替 通常勤務

6:30-18:00

社員 コミュニティハウス管理 交替 通常勤務

6:30-18:00

経理 経理関係 パー ト 9:00-15:00
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3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)及び達成

目標を提示してください。

1)」 Rの利用促進

ICOCA利 用者の拡大

自動券売機では、片道 100キ ロまでの乗草券しか販売出来ないため、 ICOCAの
普及を図る。その施策として

。長浜駅で ICOCAカ ー ドを購入し窓口販売を行います。

・交通系 ICカ ー ドは全国相互利用サービスが平成 25年 3月 23日 から開始され、便利

になった。 」Rはもちろん、地下鉄・バス・お買い物・観光スポットも利用可能になっ

た。その便利さをアピールし販売の増大をはかる。

2)レンタサイクルの利用促進

・河毛駅には、戦国チャリ、旅チヤリ、レンタサイクルの 3部門の自転車をレンタルし

ています。利用者は日本 100名城スタンプ集め・小谷城址行きの歴史マニアやSLび

わこ号や野鳥センター付近のカメラマンなど 1年中巾広く利用されている。特に関東方

面からの入り込みが多く、日本全国に及んでいる。

。今後更にモデルコース・企画観光コースを設定し利用促進をはかりたい。

3)駅からコミュニティバス、タクシー等地域の交通機関の連携を計る。

・ JRと バスの接続案内時刻表の作成

・タクシー料金、観光案内コースの作成

・列車の遅延情報の連絡等
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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。

・利用者等の要望のアンケー ト箱を設置し、お客様の要望及び意見を把握してサービスの

向上を図ります。又ホームページからメールを使つて対応処理

・利用者の トラブルの未然防止と対応方法

従業員に平素から対応について研修や トラブルについての司1練を行いマニュアルを作成

し対応します。

・ トラブルがあれば直ちに上司に報告して対応を協議 します。

・地域との連携を蜜にする為、他施設等、長浜市、商工会、関係団体との連絡を保ち情

報の把握に努めます。

(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。

・苦情は速やかに対応 します。その為 しっか り内容を把握 し係員全員で協議 し、意思疎

通を図 ります。内容によっては長浜市または JRに報告 し、苦情台帳に記入 し関係者が

共有 します。又、内容によつては現場で処理出来ることは処理 し、長浜市 JRに要望書

を出す様にします。

(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。

・戦国時代、本物が手つかず残つている歴史浪漫の地

コミュニアィハウスの屋根には金のシャチホコが乗 りお城の雰囲気を出している。駅前

広場には小谷山を背景に、【長政 。お市】像が建ち歴女のカメラスポットとなっています。

駅から小谷城へ通ずる道は、歴史ファンにとつては戦国浪漫が漂い魅了いつぱいの道と

なっています。そこで歴史街道の整備と景観づくり、出来れば休憩所の設置、案内板の

整備、路線に花、街路樹の植え込みなどが必要と思われます。

・水鳥などの湖岸情報

遠方からオオフシ、又コハクチヨウの撮影に来られる方に情報の提供、撮影スポットな

どびわこ湖岸の案内、四季を通じて取り組んで行きます。

7



う

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。

・冷暖房の温度管理

夏場は28度、冬場は25度に設定します。

・行政指導に基づいて 9%の節電目標

・コミュニティハウス照明管理・・・状況判断に於いて照度の調整

・駐輪場の照明の節電・・・地域、顧客への理解を求めます

。駐車場の水銀灯の節電・・・一部消灯

。その他く必要以外は極力抑える。LED化の推進を検討

(2)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。

・警備・清掃業務・建物 。設備及び備品等の維持管理方法

毎 日 金庫鍵、戸締まり、火の用心、電灯、器具類、セコム管理と清掃業務のチェック表

を作成し管理。ゴミのない美しい駅をめざし業務にあたります。

又、年度月間重点目標を掲げ、月末には係員全員での結果の検証を実施し、次の目標

へ反映します。

・設備の故障、石皮損など速やかに修理を行い、利用者の安全対策に細心の注意を払いま

す。備品は大切に使用し、保管台帳を作成し管理します。ジ
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6 その他

(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

顧客の個人情報を取得する場合は、利用 目的を具体的に特定 し本人に通知する。家族で

あつても第二者から聞き出す不正な取得はしない。

具体的には

① 禾J用 目的を通知し本人の同意を得る

② 同上以外で利用する時は本人の同意を得る

③ 第二者へ提供する場合は目的を明確にして本人の同意を得る

④ その他個人情報保護法を遵守する

⑤ 重要な書類に付いては施錠出来る場所に保管する

⑥ 書類は外部へ持ち出さない

(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。

設備の配慮

・設備資産の長寿命化に取 り組み日常の手入れを計画的に実施 します。

例 :エアコンの清掃点検など

あらゆる設備に対し予防保全、予知保全を定期的に実施します。今後は照明器具のLE
D化を検討予定

・廃棄物処理方法等の事業活動における環境配慮の考え方

ゴミの減量に協力を求め、出来るだけ家庭に持ち帰 り分別し、資源ゴミに出すように

啓発ポスターの作成  『 ゴミは、家庭に持ちカエル』

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

地元警察 と消防署及び病院 との連絡及び協力を密にします。また年に 1回以上の研修及

び訓練を実施 し、指導を受ける。

防災、事故防止、災害対応、情報管理等危機管理に関する考え方をマニュアル化し実施

します。・・・ 長浜市防災マニュアルの熟知

災害等 緊急事態の対応 として、緊急社内連絡網のルールに乗りに対応する。

避難 誘導場所、火災、ケガ、緊急者発生等

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

農村婦人の家赤谷荘   平成 23年 12月 ～平成 25年 3月 末

葛籠尾崎湖底遺跡資料館  〃 21年 6月 ～平成 22年 3月 末
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フ 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピールしたいことがあれば、記入してください。

・長浜市内の簡易委託駅間の連携を計 り、利用増進を計る

当駅前は駐車場が広く無料の為、地元はもちろん隣接地からも多くの方が利用されます。

特に午前 6時 53分上 り電車は京阪神方面の通勤通学者で約 100名 余 りの利用で駐車

場は埋まります。乗車券の利用はほとんどの方が ICOCA定 期乗車券です。そこで何

か収入源にならないか、当駅は紙の定期乗車券 しか発行出来ません。 」R券のみどりの

自動券売機の設置は難 しいと思いますが、長浜市の簡易委託駅では高月駅がみどりの窓

口を持ちMR端末を持っていますので、巾広く券売が可能です。そこで、市内の簡易委

託駅が連携をとり例えば前売 り乗車券・指定券申し込み受付を取次ぎ販売をする。又長

浜市の出張乗車券は簡易委託駅で購入する様に、行政から先頭に立ち地域住民と一体と

なり取組む事が『ふるさとの駅・鉄道のダイヤを守る』事になると思います。

・旧湖北町時代には、「河毛駅を育てる会」がありました。今後は、地域住民が参加 し

地域の駅は住民が育てる意識を今一度高揚し、ボランティアを募集し催 し物の開催や駅

の維持管理の活動が出来る後援会組織が必要だと思います。

・」R長浜駅への運輸収入納金業務

納金業務を高月の方に河毛駅の分も便乗して頂けないか。・・・長浜駅への納金する時間

帯の窓口閉鎖を避けたい

・利用者のニーズの把握及び、事業への反映方法

自動券売機の遠距離購入への対応を依頼:大阪方面、新幹線、往復乗車券等の購入

に窓ロヘ良く見えます。そこで、現在の券売機に大阪迄の口座ボタンの設置、往復券の

発売出来る車発機の導入を要請致 します。 ICOCAチ ャージの内クイック (ス マートIC

OCA)チ ヤージ額も販売手数料対象にして頂きたい。

・河毛駅周辺には、店がない、 食事するところがないとの声が聞かれます。

以下提案致します

地元特産品の弁当、パン等

戦国グンズ、新商品の開発 と販売

地元で作られた土産や野菜の販売

喫茶コーナーの開設

・コミュニテイハウス周辺の催 し物開催

歴史にちなんだパネル展示、名城案内

SLびわこ号・野鳥等の写真展

湖北の生活道具 (昔の物中心)
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