
様式第 2号
件名 : 西黒田公民館

事業計画書

1.管理運営についての基本方針

(1)施設 (ノ)設置目的等を踏まえ

してください。

て、管理施設の管理運営についての基本方針を提示

西黒田ふるさと振興会議は、地区民一人ひとりの意見を大切にし、地域による
地域のための公民館として公平・公正な管理運営に努めます。

① ,■域住民の生涯学習の拠点施設として、地域課題や住民の学習ニーズに即し
た学習機会の提供を図るための公民館運営を推進します。

② 地域の自治の醸成、教養の向上、健康の推洋、地域文化の振興および社会福
祉の増進などに対応した事業を推進します。

③ 地域の自治活動を支援するとともに、地域活動を実践する人材の育成に努め
ます。

④ 経費節減に努めます。

◎ 公民館が取得した個人情報はコンプラィアンスを徹底し適正に凍護します!

(2)貴団体が、指定管理者を希望する理由 。目的を提示してください。
① 地元密着の各種団体が一つの組織にま牛まり、地域づくりを進めているのが

『西黒田ふるさと振興会議』なので指定管理者を希望しました。
② 住民誰もが安心して住み続けられるまちづくりを目指します。
③ 多様化する住民ニーズにいち早く対応するには、地域づくりの活動が大切で

あると考えます。

④ 地域住民、利用者にとってょり利用しやすく、親しみやすい施設にするため
『金太郎の里・西黒田』の特性あるイベント・行事で知名度、存在感を高め
地域に密着した事業が住民目線で計画しやすくなると考えます。
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2.維持管理に関する業務

(1)維持管理業務仕様一覧の内容をふまえ、維持管理業務の具体的な内容、方法、

頻度等について標準的な年間作業計画を作成してください (A4版・任意様式)。

なお、その中では、仕様一覧の内容を上回る部分について積極的に提案してくだ

さい。

別紙① 『西黒田公民館等施設維持管理業務』に記載

(2)緊急事態 (災害・事故等)における対応体制や、その予防対策について、具体

的に提示してください。

別紙② 『公民館消防計画』に記載

(3)必要な有資格者の選任、配置方法について、具体的に提示してください。また、

貴団体において、最低限必要なものに加えて有益な有資格者を管理施設に配置で

きる場合には、その内容や効果について提案 してください。

① 生涯学習及び自治会活動に精通し、実務経験の豊富な職員を配置します。

② 防火管理者講習甲種修了者を1名配置します。

)
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3.利用料金および休館日・開館時間

(1)利用料金の設定と設定根拠、事業年度 ごとの利用料金収入の見込みについて提
示してください。特に、施設条例に定める額の範囲内で既存料金からの改定を行
う場合には、その内容を具体的に提示してください。

① 利用料金の設定と設定根拠について
・長浜市立公民館条例・長浜市山村広場条例に定める額にて設定します。

② 年度毎の利用料金収入の見込みについて

③ 料金改定について
。現時点では考えていません。

(2)休館 日。開館時間の変更について、具体的な考え方を提示してください。
長浜市立公民館条例 。長浜市山村広場条例を基本と考えています。
また、記載事項を遵守します。

年間利用料金の収入見込み
年度

公民館 山村広場 合 計

平成 27年度 150,000円 80,000円 230,000円

平成 28年度 151,000円 81,000円 232.000円

平成 29年度 円
Ａ
υ

Ａ
υ 81,000円 232,000円

平成 30年度 152,000円 82,000円 234,000円

平成 31年度 152,000円 82,000円 234,000円
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4.利用促進およびサービスの向上

利用促進に向けた具体的な取組みと、サービスの向上のための具体的な取組みに

ついて提示してください。なお、ここでは社会教育・生涯生涯学習事業、自主事

業等について具体的に提示する必要はありません。これらの内容については、6.

7において提示して ください。

(1)利用者等からのニーズの把握方法を提示してください。‐

① 各種団体やサ‐クルなど施設利用者の声をアンケートなどで聞き取つ
て、利用促進に取り組みます。

② 来館者 (事業参加者やサークル活動のメンバー)と会話する中から聞き

取ります。

(2)利用者等からの苦情・要望等に対する対応について提示してください。

① 苦情・要望については公民館職員が問題を共有化し、責任者の館長が対

応します。また、必要が生じた時には市当局と速やかに協議し対応しま

す。

② 状況によっては『西黒田ふるさと振興会議』の役員で協議します。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してくだ

さい。

① 情報紙の “ふれあいだょり“(年間7回発行)に掲載します。
② フェイスブックでタィムリーな情報提供をするとともに、随時ホームペ

ージでPRし ます。

(4)地域 。関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示 し

てください。

地域の各団体は全て『西黒田ふるさと振興会議』に組み入れているため,

一体 となって事業運営が出来ます。

(5)その他の利用促進・サービスの質を維持・向上するための取組について提示

してください。

① 定期的な『西黒田ふれあいだょり』を発行することにより、地域の方に

対してィベント、行事、事業、サークル活動のインフォメーションや

報告をします。また、地区民にいつでも利用いただけるように、施設や備

配Iの仕様を館内掲示板やホームベージ等を通じ情報を提供します。
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② 館内の空きスペース、雁木通路を利用してサークル等の常設展示をしま

す。                     (
③ 各事業などの企画と実施後には課題を明確に把握し、次の事業に生かす取

り組みをします。

④ アンケートの実施

・利用者の声を幅広く収集し運営の質の向上を図ります。

⑤ 施設を利用される方が楽しんでもらえるように工夫します。

【施設利用者数達成目標】

地域内の人口増加は見込めず、高齢化も進む中においては、ほぼ横ばいと推察 し

ます。

年度
利用者数

積算根拠「
西黒田公民館 本庄山村広場

平成 27年度 10,000人 10,200人 平成 25年度参考

平成 28年度 10,000人 10,200人

平成 29年度 10,100人 10,300人

平成 30年度 10,100人 10,300人

平成 31年度 10,100人 10,300人

,,
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(1)管理施設における組織体制、人員配置、人材の育成・確保・研修計画等につい

ての基本的な考え方を提示してください。

①組織体制

『西黒田ふるさと振興会議』の体制のもと、一体感のある強固な組織としま

す。

②人員配置

館長 (常勤)、 職員A(常勤)、 職員B(常勤)

1    尚、協議会の役員等も管理運営にあたります。

(2)管理施設において予定している人員配置について、職員ごとに役職、担当業務
内容、資格、実務経験年数、雇用形態 (正規・非正規)、 年齢、勤務時間等を

具体的に提示してくださぃ。

(3)標準的な lヵ 月分の勤務口‐テーションを作成してください

別紙③、勤務ローテーション表を参照

役職 担当業務内容 資格 。能力等 経験 雇用形態 年 齢 勤務形態

館長 総括運営 甲種防火管理者 0年 正規 代 0-17 : 15

職員A 企画、事業推進 17年 正規 代 8 : 30-17 : 15

職員B 経理、事業推進 3年 正規 40イミ 8 : 30-17 : 15
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6.社会教育・生涯学習事業

管理施設を利用した社会教育・生涯学習事業の実施計画 (事業内容・回数・参加人

数)について提示してください。なお、当市からの委託事業は除きます。

(1)社会教育事業

① 人権教育事業

・各自治会に於いて、町別に『人権学習会』を開催します。

H町、年 1回、合計 330人
・公民館に於いて『人権の集い』を実施します。 年 1回、200人

② 青少年健全育成事業

・自然や環境を大切にし、公共心を育む事業や豊かな人間性のある人づ
くりを形成します

。デイキャンプ   年 1回、40人

・夏休み中の学習塾   6回、のべ 150人

・愛のアヽトロール   年 1回、8人

・家庭教育講習会   年 1回、80人

(2)生涯学習事業

① 郷土歴史研究会『きんたろう会』との連携による地域の文化遺産や史跡に
ついての学習講座を開催します。 年 2回、のべ 80人

② サークル活動が地域のコミュニティーづくりの核となるよう支援します
又、毎年最低 1つ は増やすように努力します。  現在 21サエクル

③ 男の料理教室 (年 6回、のべ 55人)レディース講座 (年 3回、のべ 60

人)を開催します  ,
④ 転倒予防教室を開催します。   月 2回、のべ 1,ooO名

⑤ 土曜学び座を開催します。

六荘公民館と神田公民館及び西黒田公民館の三館合同の事業として、地
区内小学生を対象に、土曜日に体験学習講座を開催します。

企画及び運営を三館で行います。  年間 20回、のべ 600人
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7.自主事業

管理施設を利用した自主事業の実施計画について提示してください。 (事業内容・

回数・参加人数)について提示してください。なお、当市からの委託事業は除き

ます。

(A4版・任意様式)。

平成 27年度～平成 31年度

事業内容 参加予定人数

4月 交通安全祈願祭 180名

・5月  クリーン作戦 80名

・5月 二世代 GG大会 40名

・6月 親子料理教室 35名

・6月 金太郎ソフトバレーボール大会 400名

・7月  南ふれあいサロン 80名
。7月  福祉の 日 250名
,7月  清掃活動 35名

・8月  金太郎盆踊り大会 300名

・8月  平和祈念祭 50名

・9月 金太郎相僕大会 180名

・9月  防災フェア▼ 200名
。10月  金太郎運動会 750名

・ H月  ふれあい文化祭 850名

・ 11月  ハイキ ング道整備 20名

・ H月  のろ し駅伝 20名

・ 12月 歳末慰問 20名

・3月  南ふれあいサロン 75名

以上を基本事業 として毎年実施 します。 (新事業の追加もあります)
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8。 その他

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組みについて、具体的に提示してく
ださい。

① 冷暖房の電力浪費を避けるべく、各部屋毎に利用者に設定温度を明示して節電
を実行いたします。

② 施設周辺の街灯 (水銀灯5か所)は通常は電源を遮断します 夜間に事業が
有る時のみ点灯します。

③ 書類のプリントやコピーは極力、低価格の印刷機械を利用します。

(2)施設の管理運営における個人情報保護の取組みについて、具体的に提示してくだ
さい。

① 公民館が取得した個人情報は原則公開したり、コピーして館外へ持ち出すこと
を禁上します。

② 個人情報を破棄する場合はシュレッダー又は焼却処分します。
③ 業務上やむを得ず第三者に個人情報を提供する場合は、本人の同意を得たうえ

で実施します。

(3)施設の管理運営における環境に配慮した取組みについて、具体的に提示してくだ
さい。

① 施設利用者にはゴミの持ち帰りを周知徹底します。
② 古紙利用やコピー用紙の裏面活用を実施します。
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9,自 由提案

(1)施設長候補者においては、管理施設の設置目的の達成に向けて、どのような情

熱 。`思いをもっているのか、また、地域コミュニティの振興につながる施設の

活用方法について自由に記入してください。

金太郎伝説を活かした地域づくりで人と人との絆、コミュニケーションの場づ

くり、安全で安心して暮らせる思いやりのある地域づくりを目指します。

・魅力あるイベント企画で多くの地域住民に施設の活用をしていただきます。

・環境に配慮した施設の運営、特に節電や美化活動や啓発活動を行います。

・団体・教育機関・NPO。 サークル等と連携し一体感の創出に向け努力します。

・地域の防災カアップに向けた啓発事業の充実を図ります。

(2)貴団体についてのPR、 施設の将来的な展望等について、自由に記入してくだ

さい。

① 特産品を開発してネットで広くPRし、地域の認知度を高め、多くの方に来
ていただいて経済効果を上げ地域を活性させます。   ´

② 公民館内に喫茶、軽食を提供する場所を設けて、気楽に交流ができる地域住

民の憩の場にしたいと思います。

③ ホームページで公民館や山村広場のタイムリーな情報を提供します。
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