
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。

長浜市は、金糞岳や草野川、小谷城等県内でも優れた自然歴史景観を有すると共に、

浅井文化ホールやB&Gス ポーツ公園、図書館、バーディ浅井等多くの公共施設がありま

す。加えて、登山やサイクリング、フィッシング、マラソン、温水プール、グランドゴ

ルフなどの野外スポーツに適した地域でもあります。

加えて、弊社は余呉町にある「ウッディパル余呉」を経営しており、「過疎地におけ

る経済環境の厳しい中における施設の運営ビジネスモデル」を体験しております。

そこで、弊社は、高山キャンプ場の施設を運営するにあたり、「社会貢献と地域活性

化」を基本に、「ロハス」な生き方を提唱し、地域の様々な主体と協働して、新しい地

域創造や人材育成の担い手となるとともに、都市と農山村・人間と自然が共生する地域

社会を構築することを目標としたいと考えております。言わば、当施設の経営のみを考

えるのではなく、地域の人と力を合わせ、地域全体を活性化していくことです。

そこで、高山キャンプ場の経営の基本理念は次の4点にあります。

1 自利利他の精神による地域社会への貢献 日奉仕 (CSR)
2 感謝の念と謙虚な心

3 地域との共存 L共生

4 自己研鑽・人材育成

この視点に立って今後の経営は次の視点から行いたいと考えます。

1つが「高山地域の資産をどう活かすか」です。金糞岳や車野川、B&Gス ポーツ公園、

図書館、バーディ浅井等の資産を活かし、都市部に近い自然と文化のリブー トライフを

提案できる施設にすることです。例えば登山イベントやフイッシングイベント、ミニマ

ラソン大会、スィミング大会、自然のなかの読書会など、豊かな地域資源をもっと活用

します。

具体例 トレイル・魚釣り大会、炭焼き体験 日星空観察会・

山菜採り体験 J野鳥見学体験・森の読書会等

自然体験フォーラムの開催・俳句大会等の開催

温泉コラボ事業

2つめが、「地域の魅力をいかに全国に発信するか」です。そこで、周辺地域のイベ

ントや歴史資産等をHPやFBな どで発信するとともに、滋賀県の進める「森林環境学習 B

やまのこ」事業や「高齢者の集い」、「フオトコンテス ト」、「夕涼み会」、「夏休み

子ども体験塾」、「屋外ジャズ」、「野外映画祭」、「野外音楽祭」、等の多様なイベ

ントによる情報発信に努めます。

3つめが「地域活性化による貢献をいかに進めるか」です。地域雇用の確保や地域で

の物品購入を進めるとともに、地産地消を基本とした農業 瞬林業 ,特産品などの販売
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づくりなるし1

を地域と連携し推進します。

次に、弊社は「高山キャンプ場」の管理運営に当たり、次のような4つの柱を提案し

ます。

●黒字転換と共に雇用を拡大したこれまでのウッディパル余呉経営により取得したノ

ウハウを活か し、利用者本位の公平公正で信頼性に基づく経営とともに、民間活力

による安いコス トで高いサービスの提供に努めます。

●キヤンプ場=「若者 日青少年」という固定した考えではなく、地産地消の料理やバ

ーベキュー食材の提供に加え、「3世代交流」、「フォ トコンテス ト」、「夕涼み会」、「夏

休み子ども体験塾」、「野外ジャズフェスティバル」、「野外映画祭」、「野外演劇祭」、

等の多様なイベントを開催 し、施設全体が「誰もが楽しくなる魅力ある地域」とな

るよう努めます。

●ハイレベルなサービスの提供を目的に、定期的に利用者アンケー トを実施するなど、

自己評価を行うとともに、市へは事業報告書で報告 します。

●チラシやブログ、HP、 フエイスブック等により積極的なPRを行います。

●金糞岳や草野川、小谷城、B&Gスポーツ公園、図書館、バーディ浅井等の資産をネ

ットワークし、多様なイベン トを展開します。

例えば、登山イベン トやフイッシングイベン ト、ミニマラソン大会、スィミング大

会、自然のなかの読書会など、豊かな地域資源をもっと活用します。

具体例  トレイル・魚釣り大会、炭焼き体験・星空観察会 日

山菜採り体験 H野鳥見学体験 と自然体験フォーラムの開催

俳句大会 ,温泉コラボ事業等の開催

●木工体験、農産物、山菜等々の地域資産を活用し、周辺の地域づくりと連携 した運

営に務めます。

●森の読書会や森影ライブコンサー トといつた各種イベン トや体験講座 Hス ポーツ教室

等を開催 し、魅力ある場として発信できるよう務めます。

●他の施設と連携 し、他施設が行うイベン トや案内等についても積極的に情報発信 し、

利用者等の利便性を高める施設運営に務めます。

3 をめざした施設 く り

0し ょうがい者や高齢者、母子家庭といつた就労困難者を雇用するなど、雇用拡大に

努め、地域経済の発展に寄与します。

●職員の採用や物品の購入は地元優先に配慮するなど、地域全体の経済循環に寄与し

ます。

●地産地消を基本とした農業 日林業・特産品などの開発と販売を地域と連携し推進し

ます。

●飲食物の販売等により、利用者の利便性を高めます。

しした2 地域資産の活用をめ
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4 心 で いや した く

●危機管理マニュアルを作成し、事故や災害時には市や関係部署への連絡等も含め、

迅速な対応を図ります。また、夜間におけるトラブルについても有人警備や機械警

備に加え、弊社現有職員も含めた人的資源の有効活用により、的確な対応を図りま

す。

●利用者の満足度を高めるため、職員教育を実施するとともに、AEDも常備します。

●利用者からの問い合わせや要望、苦情等にはそのレベルにより、現場での対応に加

え、弊社現有職員全てが適切な対応に努めます。

●日常的な点検や定期清掃により、施設や周辺植栽等の適切な維持管理に努めます。

また、危険箇所等を発見した場合、直ちに市や関係部署へ連絡するなど、適切な対

応を図ります。

●アイ ドリングス トップやゴミの分別、省エネ物品購入など、環境に配慮した運営に

努めます。

●個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市個

人情報保護条例」の規定を遵守し、適切な感じに努めます。

●文書等の開示等情報公開については「長浜市情報公開条例」に準じ、適正な公開に

努めます。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

交通の便が悪いことや通過交通が乏 しいことなど、高山キャンプ場を取り巻く環境

は大変厳 しいものがありますが、逆にそのことこそが「売 り物」であり、多くの人を

魅了する宝物だといえます。イタリアの小都市キヤンティの町長は「大きくなりすぎ

ない町」「スーパーやシネコン・大型ホテルの無い町」「大都市で望めない質の高い暮

らし日ゆったりとした時間 日人間サイズのまち」を造ろうと「スローシティ ロスロー

フー ド」運動を提唱されました。

高山キャンプ場のあり方は、まさにこの「自然と健康を大切にした誰もが楽しめる

体験の場づくり」にあります。「キャンプ場だから若者をターゲット」にするのではな

く、ゆつたりと時間を過ごせる場、例えば「リフレッシュしたい時間的な余裕がある

1人旅の方々」への対応も必要です。

また、夫婦等のユニットで、季節感浴れる豊かな自然と緊張感を解きほぐす澄んだ

空気が広がる高山の地で、心のバランスも調え、「中庸の美 しさ」を取り戻せる場とす

ることも大切です。そして何より重要なことはこれまでの既成概念をブレイクスルー

した商品開発により、多くの人に満足いただける空間を創造することにあります。

どんな施設にも人々の思いや夢があるはずです。貴重な市民の税金で建設された公

共施設を誰に頼るでも無く、誰に文句を言うわけでも無く、市民自らが自立し守らね

ばなりません。

弊社は、「高山キャンプ場」を単なる施設 (ハー ド)に止めることなく、「地域の夢

を叶えるプラットホーム」として市民の誇りとなる施設にしたいと考えます。

に配意 した 投づくり5 人
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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。

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。

組織体制

■これまでの指定管理者経営に関するノウハウを活か し、利用者本位の、安心安全で社

会のお役にたつ経営とともに、民間活力による安いコス トで高いサービスの提供が可

能な組織とします。

組織図 株    主

代表取締役

取締役会 (4名 )

監査役  (1名 )

浅井文化ホ

ール (5人 )

ウッデイパル余呉

(24人 )

臨湖

(4人 )

高山キヤンプ場

(正規 1人)そ

の他 (6人 )

(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 E能力等 雇用形態 勤務形態

支配人 業務の全責任

甲種防火管理者・

危険物取扱者 (乙

4)

食品衛生管理者

大型特殊

常勤
通常勤務

8:00-17:00

口属託職員 施設の管理・受付・営業

(6名 )

甲種防火管理者 。

食品衛生管理者 常勤

通常勤務

8:00-13:00

12:00-17:00

17:00-20:00

清掃準備

職員

施設の管理

(4名 )

非常勤 11:00-14:00

管理人 宿直業務
非常勤 20i00-8:00
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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。

●人材育成の基本的な考え方

①社会貢献を基本に、顧客満足度を高め、お客様や市民に心から感動して

いただけるとともに、喜んでいただけることに感謝できること

②自分の会社より常に地域の発展を考え、実践すること

●職員の教育と訓練の実施

①商工会議所や民間団体の行う研修会参加  全員年間2回参加

②民間団体が行う人材育成研修に参加    幹部級年2回

③消防訓練       年2回   5月 と12月

④危機管理研修     年1回  5月
③AED研修  年1回  5月
⑥接客研修       年1回  12月
⑦施設管理研修      年2回  5月 と10月

③個人情報取り扱い研修 年1回  5月
③資格関係取得研修   年1回  指名制度

⑩人権研修       年1回  5月
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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 (指定管理者の持つノウハウを活用し、新しい工夫を採り

入れたもの)及び達成目標を提示してください。

0これまでのキヤンプ場の概念を打ち破り、誰もがいつでも楽しめるリゾー トライフ的

な施設運営を目指して参ります。例えば「ゆつたりと時間を過ごせる場として、リフレッ

シュしたい人々への対応も必要です。また、夫婦等のユニットで、季節感浴れる豊かな自

然と緊張感を解きほぐす澄んだ空気が広がる高山の地で、心のバランスを調え、「中庸の

美しさ」を取り戻す場としたいとも考えています。具体的には、 トレイル L魚釣り大会、

炭焼き体験 H星空観察会・山菜採り体験・野鳥見学体験 B森の読書会 日自然体験フォー

ラムの開催 日俳旬大会 Lフ ォ トコンテス ト、屋外ジヤズ、野外映画祭、野外音楽祭等の

多様なイベントで誰もが楽しめる環境づくりに努めることで、利用者の促進を図ります。

また、宿泊しなくても一日ゆつたりできる施設となるよう「デイリゾー ト施設」として

も魅力のある場として参ります

●宿泊施設、観光関連団体とのネットワークを活かした取り組み

弊社では現在、奥びわ宿の会、びわ湖・近江路観光圏内の宿泊部会のネットワーク会

合を月に一度開催し、同じ長浜市内の宿泊施設と空き部屋の融通、イベントの開催等の

情報の共有を行い、相互に施設の利用促進が図れる取り組みを実施しております。

その他、東海 L北陸 B近畿ブロック国民宿舎運営協議会の事務局を担当し、国民宿舎

31か所に共通のパンウレットラックの設置や共通ブログの開設を実施し、相互の利用

促進を図り広範囲への情報発信、施設間の連携に取り組んでいます。

また、奥びわ湖観光協会、びわこビジターズビューローをはじめ、一般社回法人北び

わこ心、るさと観光公社、サンケイ旅行会や農協観光～クラブツーリズム等の旅行会社と

連携を取りながらグリーンツーリズムや体験型企画旅行の実施に取り組んでいます。

0地域資産を活かす事業

金糞岳や草野川、小谷城、B&Gスポーツ公園、図書館、バーデイ浅井等、豊かな自然

景観や歴史文化資源を活かし、お客様に貴重な体験をしていただくことで地域活性化と

集客に繋げていきます。また、この地域で活躍されている自然観察や歴史文化に詳しい

方々に加え、この地域の素晴らしさを発信されようとしている方々とのネットワークを

大切にし、全国に高山キヤンプ場を発信していきます。情報交換をしながらどのように

すれば後世までこれらの資産が残せるのか、持続可能な地域づくりに取り組みながら集

客に繋げていきます。

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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【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成 27年度 61000人

宿泊者 4,500人

平成27年度 Lバンガロー400回・2,300人
6,700千 円Hキヤンプ場500回  2,200
人・ 可300千円 その他 11500人  500

千円

平成 28年度・バンガロー 410回 H2,360人

7,000千 円 。キャンプ場 520回  2,340
人・ 1350千 円 その他 1,600人  550

千円

平成 29年度 “バンガロー430回 L2,500人

7,300千 円・キヤンプ場 540回  2,400

人 口1420千 円 その他 1,700人  580

千円

平成 30年度 ロバンガロー450回・2.600人

7.600千 円 Bキヤンプ場 560回  2,500

人 “1500千 円 その他 1,800人  600

千円

平成31年度 Bバンガロー470回 L2,700人

7,870千 円。キヤンプ場580回  2,600
人日¬600千円 その他 1900人  630千

円

計 やまのこ多様なイベントで誰もが楽しめる

環境づくりで、利用者の促進を図る。→年間200

人増

「ディリゾー ト施設」としての活用 →年間 100

人

平成 28年度 6,300人

宿泊者 4,700人

平成 29年度 6,600人

宿泊者 4,900人

平成 30年度 6,900人

宿泊者 5,100人

平成 31年度 7,200人

宿泊者 5,300人

(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。

●弊社はこれまで余呉町のまちづくり団体「NPO法人芸術村 IN余呉」「長浜市文化協会余

呉支部」「余呉体育振興会」やボランティアグループ「コスモス畑余呉」「マムズキッチ

ン」等と連携 し、年配の方から子供まで楽 しめる祭り、映画やライブなどの文化イベン

トを開催 しています。そこで、浅井地区のボランティア団体やまちづくり団体と連携 し、

多様なイベン トを展開します。
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(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。

●近年の利用者が情報収集として用いる HPは もとより、フェイスブックやツィッター等

いち早い情報を届けるシステムを利用 し、効果的に情報の提供を行います。また、パン

フレットやチラシによる積極的な PRにより、多くの皆様により喜んで頂けるような情報

を提供しお客様のニーズに応えます。

0東海・北陸 E近畿ブロック国民宿舎運営協議会や奥びわ宿の会、女子ブロガーネット

ワーク、湖国グリーンツーリズムネットワーク (HCCグループ)、 ガズームラプロジエク

ト等様々な繋がりを通じて、施設や地域のPRを し利用者の増加に努めます。

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。

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。

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。

●年に一回、施設の利用者アンケー トを実施し、継続的な業務改善に努めます。

●施設利用者、各種まちづくり団体、ボランティアグループの方と年数回の会合を設け

て、市民や利用者のニーズにあつた事業を展開します。

(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。

●利用者からの問い合わせや要望、苦情等にはそのレベルにより、現場での対応に加え

弊社現有職員も含めた適切な対応に努めます。

●夜間における トラブルについても、機械警備や現有職員も含めた人的資源の有効活用

により、的確な対応を図ります。

●クレームについては真摯に受け止め、利用者の立場に立って積極的かつスピー ド感を

持つて対応するとともに、苦情内容によつては弊社全体で対応します。

■初期対応 O相手の立場に立った情報収集

OT寧な説明と非があつた場合の適切な謝罪

■2次対応 O支配人が責任者となって全体で対応

O必要な場合は市や関係部署と協議

■再発防止とトラブル根絶のため、各クレームは文書ファイルとして

保存し、今後の運営に活かします。

(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。

●職員はもとよリアルバイ トに至るまで、掃除と検拶を徹底 し、毎週金曜日には職員の

一斉清掃を実施し、施設内の美化に心がけます。

●各担当部署に応じた職員研修を受けることにより、よりよいサービスの提供を心がけ

ます。
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5 施設の管理運営等

(J)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。

●危機管理対応等における弊社組織のバックアップ体制を確立することにより、日常管

理は最小限の職員配置とし、人件費の削減に努めます。

●物販を弊社全般で購入することにより事務費の節減に努めます。

●除車や除雪を直営で行うとともに、シルバー人材センターや業者委託も視野に入れ、

経費の節減に努めます。

●LED電球などの採用により節電環境に配慮します。

(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

施設使用料 1人 285円 285円

体験交流センター 1時間 380円 380円

森林環境学習センター 1時間 952円 952円

林間キヤンプ場

(宿泊利用)

1区画

950円 950円

林間キヤンプ場

(昼間利用)

1時間

1区画 190円 190円

オー トキャンプ場

(宿泊利用) 1区画 3,805円 3,805円

オー トキャンプ場

(昼間利用)

1時間

1区画 761円 761 円

バンガロー (大 ) 1棟 20,952円 20,952円

バンガロー (4ヽ ) 1棟 101476円 10,476円

バンガロー (追加料金) 可人 1,428円 1,428円

シャワー利用料 1分 95円 95円

ファイヤーサークル 1回 4,761円 41761円

(利用料金の設定根拠)

0高山キヤンプ場条例及び現行の料金を基本に算出しております。
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(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。

●基本事項

経営会議を月に 1回開催 し、問題 日課題について協議いたします。

① 快適な環境の維持

●施設内における草刈りは車の伸方を見ながら随時実施し、剪定についても専門家に

伺いながら年間 1回実施をします。また、植え込みについても随時 (1月 1回 を目途)

に実施し、施肥も年 1回実施します。

●除雪は弊社所有の除雪機や業者委託により行います。

●環境衛生管理として各施設でバルサンの散布を年 3回実施します。

●清掃は下記の通りとします。

O施設内定期清掃、床面掃き掃除、掃除機掛け  随時

O床面ワックスがけ Hガラス磨き        1回 /年

Oトイレ掃除、洗面台、汚物処理、 トイレットペーパー、石鹸水補充等

2回/1日

O事務所 と受付 口玄関、自動 ドアのガラス磨き  2回/1日

O宿泊施設チエックイン前、チェックイン後に清掃

Oホールの清掃 (休憩所床・ソファロテーブルの清掃)随時

Oエ アコン、ファンヒーターの清掃         随時

O周辺施設のゴミ拾い               随時

*毎週金曜日は職員の一斉清掃日とします。

Oゴミだし *分別を徹底し削減に努めます。    随時

② 安全安心の確保

●防火訓練を年間2回実施し職員の防火意識を高めます。

●防火対象物定期点検、消防設備保守点検を年2回実施します。

●AEDを常備し、職員には普通救急救命講習を受講させます。

③ 保安警備業

0人的体制と機械警備 (新たに導入予定)に よる保安業務を行います。

●施設内の点検については1日 2回 (朝 、夕)に「巡回業務チエック日報」(P29参 照)

に基づき特に不審者、不審物、天候による災害兆候など点検を実施します。

0こ うした、維持管理業務及び清掃業務、保安警備業務は「高山キャンプ場呉維持管

理業務年間作業表」(P 26   )に 基づき実施いたします。
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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。

①個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市個

人情報保護条例」の規定を遵守し、適切に取り扱います。

②文書等の開示等情報開示については「長浜市情報公開条例」に準じ、適正な公開に

努めます。

(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。

①可能な限り電気は消灯するなど、節電に努めます。

②省エネ型商品を採用します。

③アイドリングス トップなの看板掲示やチラシ配布によりiエネルギーの削減に

努めます。

④ゴミの分別を徹底するとともに、リサイクルなどの徹底により、排出ゴミの削減

を図ります。

⑤ 環境にやさしい商品の購入は、滋賀グリーン購入ネットワークに加盟し、そのネッ

トワークに登録されている商品を取り扱うよう努めています。シャンプーや石鹸な

どについては、環境生協から環境にやさしい商品を使用しています。

⑥ トイレットペーパーなどは湖北会等の福祉施設の商品を購入し、しょうがい者の自立

支援に寄与したいと考えております。また弊社では知的しょうがい者 1名 を雇用し

ています。

②弊社は長浜市防火保安協会伊香支部の役員を務めるなど、当施設はもとより地区の防

火活動に積極的に参加をしております。

(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。

①弊社全体での取り組み

弊社社長を責任者に、対策本部を設置し、情報収集と分析や長浜市や関係部署への

報告、マスコミ等への対応などの担当を設けます。

②現場での対応

責任者である支画己人の指示で下通報て一救護、消火被害状況の報告を行います。

■対策本部長 (社長)情 報の収集と分析・関係機関への連絡調整 B報道

機関への情報提供 J現場応援

■現場責任者 (支配人)通 報 '情報の把握」指示

(現場職員)初期消火 L救護や避難誘導

③ 危機管理マニュアルの作成  P 30   のとおり

④情報伝達ルー ト

対策本部長 連絡等→長浜市 日警察 日消防

通 知→保険会社↓ ↑
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指示 報告

↓ ↑

現   場 連 絡→警察・消防・病院

⑤防災訓練による周知徹底

訓練により日常から危機管理手順や対応能力を高め、リスク管理に努めます。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

ウッディパル余呉の運営

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。

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。

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。

0これからの施設運営に必要なことは集客や雇用維持はもちろんですが、環境に配慮 し

た施設運営と地域と共に伸びること、職員がいきいきと活躍できる環境を整えることが

不可欠と考えます。

① 環境に配慮した施設運営

代替エネルギーの開発や省エネが取り上げられる昨今ですが、施設運営にもこうした配

慮が必要と考えます。LED電球の使用やごみリサイクルヘの取り組みはもとより、滋賀ゲ

リーン購入ネットワークヘの参加による情報交換等、未来の子供たちへ負担を残さない、

また魅力ある持続可能な地域づくり、施設運営に取り組んでまいります。

② 地域と共に伸びる会社経営

過疎地域である余呉町は人口が3500人 で、雪害、獣害に悩まされる地域ですが、そ

こに住む人々はいきいきと暮らしています。これは自分たちが住む地域に誇りが持てて

いるか、自分たちの住む地域の素晴らしさが伝えられるかに関連していると考えます。

高山キャンプ場の運営に当たり、地域に残る伝統や文化、魅力ある食材等の地域資源を

活用し、この地域に住む方々と共に活力のある地域づくりを目指します。

③ 職員がいきいきと活躍できる環境づくり

昨今の企業の業績は効率化の元、リス トラや配置転換など非常に厳しい環境に置かれて

いるのが現状です。弊社では危機管理を考慮した上で、できる限り職員の意見を尊重し、

プランの作成やイベント企画、体験教室等の実施をさせています。また、職員が希望す

る研修にはできる限り参加をさせています。就業関係では、産体、育体後の就業時間の

短縮等、育児中の女性が働きやすい、復帰しやすい職場を目指しています。また、しょ

うがい者も雇用しており、職員間の相互扶助、誰もがいきいきと働ける職場づくりを目

指します。
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