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欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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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。

・「浅井三代と小谷城」をメインテーマとして、「小谷城跡」という立地条件を生かした

展示、また登山者への案内サポート等のガイダンス機能を持つた事業を展開します。

・市民に郷土への愛着を深め、より広く享受してもらえる活動を行い、貴重な文化財を

次世代へと伝えていく役割を充実させていきます。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

小谷城戦国歴史資料館は、平成 19年に地域再生法により児童館から歴史資料館へと生

まれ変わりました。史跡小谷城の麓、清水谷地区という「本物」の場所において、これ

まで受け継がれてきた貴重な資料や、発掘調査によつて出土した遺物、成果を展示・保

管する場所を得ることができました。

また、小谷城址保勝会は、設立から90年を迎え、春と秋の年 2回、会員の手で現在ま

で史跡の保存に努めてきまいりました。

この本会が平成 22年 1月 より指定管理を受けることにより、本施設と小谷城を一体的

なものとして位置づけ、魅力ある小谷城 として全国発信に努めることができるようにな

りました。

平成 23年の「江～姫たちの戦国～」の放映が追い風となり、多くの人達が小谷城跡や

資料館を訪れてくださるようになりました。

平成 29年の春には、小谷城スマー トICの開設も間近にせまつてきてお ります。今ま

での成果を生かし、一層の魅力ある小谷城 として発展させるため、引き続き指定管理を

希望するものであ ります。

2 組織体制 B職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

別紙  1 参照 (組織体制 )

・小谷城址保勝会  (…・下線が資料・夜宮運営委員)

会長 (1名 )、 副会長 (1名 )、 事務局長 (1名 )、

理事 (若千名 )、 評議員 (若千名)、 監事 (2名 )



)長事会 (運営委 会)20名 以

訓会長 (非常勤)

・職員配置図

―一―友の会

(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

館 長 施設の管理運営 。経理 正規
通常勤務

8:30-17:15

事務員 学芸・受付事務 学芸員 正規 通常勤務

8:30-17:15

〃 受付事務 (職員体暇時等補充) 非正規 非常勤務

8:30-17:15

別紙 8 参照 (勤務ローテーシヨン例)

(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。

施設の適正な運営を図り、また小谷城跡を含めた審議・助言を行つていくため、本会

理事及び監事全員が運営委員となっているほか、河ヽ谷城ガイ ドのメンバーにボランティ

ア解説員等をお願いすることがあります。本会・資料館主催の自主事業や、各自が活動

を行う中で、本館職員はもちろん、サポー トしていただく方々と知識 。情報を共有し「私

たちのふるさとの文化具J・」という思いをもつて運営していきたいと考えています。

また長浜城歴史博物館主催の学芸員講座へ積極的に参加することで、市へ依存してい

る展示におわることなく資料館からも独自の提案ができるよう努めます。さらに他館で

行われる展示・催事を見学し参考にするなどして、よりよい館の運営・展示を目指しま

―ナc

局長 (非常勤)

時職員 (非常勤)(常勤)(常勤)

1開が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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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。

・多くの出土品を抱えていながら、これまで展示の機会の少なかつた小谷城跡遺物につ

'い
ては、テーマを設け季節ごと (4回 /年)に展示替えを行 うことを目標とします。

・展示替えを行 う中で展示テーマに即した講演会・探訪会を企画するほか、本会員・ガ

イ ド等を対象とした勉強会を実施 します。

・今後地元有志や小谷城ガイ ドのメンバーを中心として「小谷城戦国歴史資料館友の会」

が設立される予定です。 (平成 26年 8月 8日 設立予定)友の会の設立により、資料館

との協力・連携を深め、事業の充実・サポー ト体制を強化します。

(平成 27年度)年間入館者…12,700名

。年 4回程度の展示替え。

・年 2回以上の自主事業の実施。節日となる「第 30回小谷城ふるさと祭 り」への協賛・

協力。

・友の会設立をきつかけとして、地域の文化財・自然の素Π青らしさを改めて感 じられる

ような事業を目標 とします。これにより間近に控える小谷城スマー ト I.C.開設にあた

り、全国に向けてさらに魅力ある資料館となることを目指します。

(平成 28年度)年間入館者…12,900第

。年 4回程度の展示替え。

。年 2回以上の自主事業の実施。

・地域の学校等 と連携・協力し、歴史への理解を深める中で資料館・小谷城跡を学習の

場の一つとして活用してもらうことを目標とします。

・年度末に開設される小谷城スマー ト I,C.の PR活動を行 うとともに、昨年長浜市教育

委員会がまとめられた「史跡 小谷城跡保存計画書」に基づいて整備される活動に積

極的に協力していきます。

(平成 29年度)年間入館者…18,100名

。年 4回程度の展示替え。

。年 2回以上の自主事業の実施。

・小谷城和 りんご等、今後長浜市の特産となるような食の文化財の窓日となり、単に紙

上の歴史だけでなく “体験できる"発信を工夫します。

・小谷城スマー トI.C.開設にあたり、スマー トI.C.利用客により多く来館してもらえる

ような魅力ある資料館運営に努めます。

版)を作成 してください。
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【達成目標】

(2)地域・関係機関・ボランテイ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。

。小谷城址保勝会は旧湖北町小谷学区および須賀谷町・尊勝寺町の各戸を会員 としてい

ることから、春秋と年 2回の小谷城跡清掃奉仕作業には会員自治会。関係団体の約 300

人が参加 し、加えて施設周辺においては本会役員らにより定期的な除草作業を行つて

います。

・要請があれば館内・登山等ガイ ドの予約を受け付けています。単に見学するだけでな

く、地元の生の声でおもてなしをすることで、利用者により喜んでいただいておりま

す。

・関連施設が連携し、特に市内各地域資料館と協力することで、小谷城・浅井氏に関連

した資料を展示・貸し借 りすることができれば、これまで単館の企画では機会のなか

った資料の展示や、違つた視点 (地域)か ら見た新しい発見があるのではないかと考

えますので、積極的に交流し情報を共有していきたいと思います。

(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。

・ホームページやツイッター、ブログといつたインターネットを通 じた情報ツールを積

極的に利用することで、速やかな情報提供を心がけています。

・本会関連団体である「小谷城甲冑武者の会」や 「小谷城和 りんごを復活する会」の窓

日となることで、 (社)朝倉氏遺跡保存協会や味真野観光協会をはじめとする交流、食

文化による町おこしの拠点として地域のヌ九k展に努めています。

・今後地元有志や小谷城ガイ ドメンバーらを中心として「小谷城戦国歴史資料館友の会」

が設立される予定です。 (平成 26年 8月 8日 設立予定)会員らと連携・協力し、資料

館の発展に努めていきます。

・資料館には、日本 100名城のスタンプラジーに参加 しておられる方々が数多く来館

されます。

この人達に他の城 とは少し違 うという印象をもつていただくため、スタンプラリーと

ガイ ド案内とをセットする方法を取 り入れるなど特色ある事業に取 り組んでいきま

す。

積算根拠利用者数年度

12,700名27年度

12,900名28年度

13,100名29年度

30年度

平成 25年度総計 12,977名 のうち、平成 25年 4～ 6

月と平成 26年同月間を比較して、平成 26年度総計

は前年の約 98%の入館見込みとしました。それと

ほぼ同数を平成 27年度に見込んでいます。

31年度
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欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してくださVヽ。

4 サービス向上等

(1)利 用者等からのニーズの把1屋方法を提示してください。

・ホームページにメールフオームを設けて、利用者の感想や意見に常に耳を傾け、質問

に対する回答、交通 。関連施設への案内を行います。

・年 4回をめどに来館者アンケー トを行い、性別 。年代・住まいの地域・交通手段・ほ

かに訪れた場所等の様々な設問から来館者の傾向を知り、また感想や意見を聞くこと

で館の運営・サービス向上の参考とします。

(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。

・誠意を持つて対応 し、内容を十分把握するとともに早期解決に向けて努力します。

・管理丁ノロL課及び周辺施設に協力・指導を仰ぎ、また地域との連携を深める中でよりよい

施設づくりを目指します。

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

・「小谷城ふるさと祭り」をはじめとした地域イベントに協賛・協力することで、地元に

密着した資料館・地域の活動拠点を目指し、また各関連施設との連携を密にして情報

提供 。文化交流の窓口となるよう努力します。

・歴史的文化財だけでなく、小谷山の自然についても守り伝えていくという意識を持ち、

関係団体 。施設等と連携し情報を共有します。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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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。

・事務室の節電を行います。

・玄関扉の開閉により館全体の保冷温対策を行います。

・事務関連用品は再利用できるものを採用し、できる限りごみが減るよう配慮します。

。職員・本会会員による施設周辺の除車作業を行います。



(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

入館料 一般 人 300円 (240円 )

入館料 児童・生徒 人 150円 (120円 )

※( )内 20名以上団体割引

(利用料金の設定根拠)

市の条例による

(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。

・施設設備の適正管理を行い、利用者からの満足度を高くに維持するよう努めます。

・展示ケース・収蔵庫内の適切な温湿度管理を行います。

・登山者への案内・安全サポー トを行い、怪我等の トラブルを未然に防止します。

・災害 。事故等に迅速に対応できるよう、普段から連絡体制・対応策を確認 します。

主な項目について

毎日・定期的に行 う管理

・館内、場内の清掃 (玄関、展示室、 トイレ等/ゴ ミ・落ち葉拾い、除革他)

・展示備品、館内備品等のチェック

随時行 う管理

。峨族の管理、ベンチの点検、プランター・樹木の水や り、植え替え

防犯・防火

。火災発生時は火元の確認を行い、消防署に速やかに通報するとともに、来館者の避難

誘導を行います。また近隣会員に応援を依頼します。

・防犯について有事の場合、開館時は速やかに警察署に通報 し、来館者の安全を確保 し

ます。閉館時は警備保障会社と連携をとり対処します。

その他

別紙 4 参照 (管理運営マニュアル)
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欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してくださVヽ c

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。

。長浜市個人情報保護条例及び同関係規則に基づき管理を行います。

。パソコンについては本会が管理している物のみを使用し、施設外への持ち出しを禁じ

ます。またデータ保存については第二者がアクセスできないようにしています。

・ファイル等は施錠ができるところに保管し、適正な管理に努めています。

(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。

・施設周辺及び駐車場は除草剤を使用せず、人力による除草を実施 しています。

・事務関連用品は再利用できるものを利用し、できる限りごみが減るよう配慮します。

・事務室の節電をします。

・館内の主な照明設備は LED電球を使用しています。また今後は展示ケース内照明のLED

化も検討 します。

・平成 23年夏より、ゴーヤ・朝顔等でグリーンカーテンを設置しています。

・グランドカバーの植栽も検討中です。 (ヒ メイワダレツウ等か)

(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。

・常勤職員が施設に常駐し、利用者に対し的確な誘導・指示が行えるように備えます。

・警備保障会社と契約 し (綜合警備保障lギ湘)、 防犯対策をしています。

・緊急連絡先を常時確認 し、迅速な対応が取れるよう備えます。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

特になし

-9-

8



欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください。

棚が不足する場合は、同様の妻式で別紙 (A4版 )を作成 してください。
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7 自由提案

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

アピールしたいことがあれば、記入してください。

・小谷城址保勝会の設立理念と会則に基づき、「′lヽ谷城跡を保存しユつその活用を図り、

以て郷上の発展に資すること」を目的とした活動を行つていきます。

・恒久的にこの文化財を大切に守 り続けていくため、資料館を「様々な情報を発信する

拠点」として位置づけ、より多くの方々に歴史と文化財を知つていただけるような事

業を展開します。

・特に大河 ドラマ「江～姫たちの戦国～」以降、市民ならず全国の方々に、私たちのふ

るさとの文化財 「小谷城」を広く知つていただけたと思います。 ドラマ放映後数年を

経て「より深く知 りたい」というニーズが高まつていると感じますので、今後改めて

一時的なイベン トやブームだけでなく、継続して守 り伝え続けていけるような資料館

運営を目指します。

・歴史文化はもちろん、小谷山は「自然の宝庫」とも呼ばれていることから、浅井氏の

時代だけでなく、祖父母両親らに聞く時代と比較 しながら、郷上の自然を大切に守 り

伝えていくべく、情報を発信する拠点でありたいと考えています。

・小谷城スマー トIC開設後は、長浜市北部の中核的な観光施設 となるよう、周辺の観

光資源とのネットワーク化を図つていきたいと考えています。


