
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。

当社は、「木之本町地域及び長浜市北部地域の振興に寄与すること」を企業理念とし

て掲げ、地域における観光、商工経済、教育文化、福祉等に資する幅広い事業を営む

ことを目的としてお ります。

当社の運営する己高庵施設は、少子高齢化、過疎化の進む中山間地域の中核として、

地域住民の就労機会の増大と定住化の促進を図り、山村地域と都市の相互交流を深め

る役割を担ってお ります。

この地域の持つ豊かな自然と文化を活かした観光事業を展開することにより、当施

設への利用者を積極的に受入れ、利用者が安全・安心・快適に過ごせるようサービス

の向上と施設運営に係る経費の節減を行い、地域経済の活性化に貢献します。

そのためには、当施設の経営を安定させ、事業を維持発展させていくことが不可欠

であり、売上増強策として、専属の企画・広報 。営業担当を採用 し、料理内容の改善

も行い、広く長浜市内の全エリアを対象に営業活動を強化 しているところです。

また、収益の出る企業体質への改善策として、調理人の直接雇用を解消し、料理売

上に反映 した報酬の支払を基本とした調理委託契約を結び、法定福利費等の人件費の

抑制に努めております。

あらゆる増収策の構築と経費の節減並びに社内体制の改善等抜本的な改革を断行 し

収益の出る企業体質へと改善し、利益剰余金については、地域振興のため有効活用す

る所存であります。

(2)指定管理者を希望する理由。目的を提示してください。

当社は、設立当初より行政、地元自治会との連携のもと、一貫 して地元主体の経営

を貫いて運営 してきました。

地産地消の推進や観光スポットの開発、併せて地域住民の定住化促進を目指 し積極

的に地元雇用をすすめ運営することにより、観音の里として 「己高閣・世代閣」や紅

葉の名所 「鶏足寺」などの観光スポットを世に広めることができ、また、北国街道木

之本宿の特産品を料理や料飲に取入れ、長浜市北部地域への観光誘客に努め、 日帰 り

観光から滞在型の宿泊観光へと収益性の高い観光事業へと推進 してきました。

したがって、今 日までの実績とこれから先も引き続き指定管理制度を受けることは、

当施設運営の可視化が進み、営業ア
°
ランの作成や業務改善を図る上で同等施設との比較

が容易とな り、今まで以上に質の高いサービスの提供と経費の削減が図れるものと考

えます。

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。



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。

①株主総会

定時株主総会は事業年度終了後 3か月以内に開催する。取締役・監査役の選任及

び定款の変更、当該事業年度の事業計画及び決算の承認、次年度事業計画、基本方

針、収支計画についての承認を行う。

②取締役会

四半期に一回の開催を基本として、株主総会の議決事項に基づき業務執行に関す

る会社の意思決定を行う。

取締役  8名

③監事

会社の財産状況及び業務執行状況についての監査を行う。

監査役  2名

(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

支配人
管理運営全般 甲種防火管理者

大型自動車免許
常勤 40h/週 シフト

主任 宿泊管理 大型 自動車免許 常勤 40h/撹∃ ンフト

主任 企画 。広報・営業 常勤 40h/梵∃ ンフト

一般社員 経理・庶務事務 常勤 40h/週 ンフト

一般社員 料飲サービス 常勤 40h/週 シフト

料理長 調理部門 調理師免許 外部委託

【添付資料】別紙 1組織図 別紙2勤務ローテーション

(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。

当施設の利用客が安心・安全 。快適に過 してもらうには、全職員が施設運営に係る

関係法令を熟知・遵守 し、一定水準以上のサービスが確保できる組織の構築が求めら

れております。

特にパー ト職員が多い職場でもあり、職員の能力水準の維持、向上のため定期的に

研修、訓練を実施 していきます。

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。



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也う。)及び達成

目標を提示 してください。

①利用促進に向けた具体的な取 り組みについて

・宿泊については、地域の観光資源・情報・イベン トをベースに季節ごとのプラン

を造成 して、インターネットを通 じ広く発信 し年間客室稼働率 50%以上を目標に

取り組んでおります。

ただ、当施設は、宿泊客室が Hルームとキャパ数が少なく、空室の予想される日

については、己高庵の特徴である離れ家風和室や瞑想室を日帰 りの食事客に提供

して、利用促進に繋げてお ります。

・専属の企画・広報担当 1名 を広く長浜市内全エ リアを対象として、役所関係、地

域企業及び諸団体への営業活動を展開すことにより利用促進に繁げてお ります。

。都会から訪れる宿泊目的の観光客には、地域と連携 し地元食材を多く取 り入れた

特徴ある料理を、また、地元の利用客については、以前のメニューを改善し、手

頃な価格帯で手のかけた料理の提供を行 うことを基本に利用促進に繋げてお りま

す。

・売店商品についても、新たに酒販許可を受けるなど、地域産品を前面に出し、利

用客から喜ばれる商品構成に組み換え利用促進に繁げております。

・H月 中旬から下旬にかけて鶏足寺の紅葉散策に約 10万人の観光客があり、当社の

管理地であるアズマ屋を利用 し、日帰 りの紅葉客を対象に、餅や生産物の販売事

業を展開するとともに、おもてなしとして温かい湯茶を無料で提供 し、パンフレ

ットの配布を行い、施設のピーアールに努めております。

【添付資料】 別紙3 年間集客カレンダー

れ¶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。



年度 利用者数 積算根拠

平成 27年度 26,100人 宿泊 5,400人  レストル食事 6,600人 宴会 3,600人

口帰 り入浴 10,500人

宿泊 5,500人  レストラン食事 6,700人 宴会 3,700人

日帰 り入浴 10,500人

宿泊 5,600人  レストラン食事 6,800人 宴会 3,800人

日帰 り入浴 10,500人

平成 28年度 26,400人

平成 29年度 26,700人

② 【達成日標】

(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。

地域・関係機関・ボランティア等と連携 しながら地域活性化の推進に取 り組んでお

ります。観光振興においては、旅行会社中心の形態ではなく、官と民、更には様々な

業種と連携 し、地域独 自の魅力を発信する着地型観光を推進することを目指 しており

ます。

① 地域 との連携
「地域の魅力」を発信するには、住民自身が地域への愛着と生きがいを感 じるこ

とが必要と考えます。

当社では、住民の声に耳を傾け、住民とともに地域の魅力を掘 り起こし、ともに

守 り活かす取り組みを行つております。併せて地域全体で育むため、誰もが参加・

参画できる場所の提供やイベン ト事業の開催も行つております。

(例 )

・己高庵施設周辺の遊体農地 (30a)の活用事業 (花の栽培 )

・己高閣・世代閥・石道寺・医王寺の拝観チケット付プラン

・オ トチの岩窟ツアー等史跡を活用 したイベン トの実施

・地域の女性の声を活かした食事メニューの考案

・地域の特性を活かした生産物の開発・販売 (己 高山野草・丁稚羊羮等)

② 同業者 との連携

長浜市北部地域の宿泊 10施設で宿の会を結成 し、情報交換を行いながら共通の観

光資源の発掘やイベン ト事業を行い、北部地域への誘客活動を行つてお ります。

(海津大崎のお花見船の運航や賤ヶ岳戦国ツアーウオークの実施 )

③ 観光業者との連携

長浜市北部地域の文化財、史跡、更には景観や伝承、食文化など今まで埋もれて

いたこの地域の魅力を可視化できるよう各観光機関に働きかけ、新たな観光資源

となる取り組みを行つております。



④ 地域ボランティアとの連携

己高庵のある古橋地区は、己高閣 。世代閣の観音収蔵庫の案内をはじめ鶏足寺の

環境整備や天然記念物オオサンショウ魚を守る会など地域をあげてボランティア

活動に取り組まれております。当社では、「住民全てが地区の案内人」との認識で

場所や機会の提供を行い、地域の皆さんがやりがいを持って活動できるよう連携

をとりながらこの地域の魅力を発信 していきたいと考えております。

(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。

受け手側の視点に立ち、解り易く適切な情報が提供できるよう心掛けております。

①関係機関への周知

宿泊施設、飲食業としての情報のみならず、文化、史跡、景観などの情報もビジ

ターズビューローや滋賀県観光企画部等広く発信しております。

②ホームページ、ブログ、フェイスブック等による発信

平成 26年度より全面的にホームページをリニュアルして、よリタイムリーな情報

提供ができるよう取り組んでおります。また、ブログやフェィスブックを活用して、

新鮮な話題の発信と利用者とのコミュニケーションに努めております。

③チラシによる発信

当施設が取り組んでいるイベン ト及び料理内容のチラシを作成 して、県内外の観

光案内所、公共施設、企業等に配布 し、利用者の増加に努めております。

④新聞へのプレスリリース

お茶会、地域でのイベント開催情報のみならず、秋の彼岸花や紅葉、近辺スキー

場の積雪、桜の開花、ホタルの出没状況など四季折々の情報をタイムリーに発信

することにより、利用者の増加に努めております。

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。



4 古橋地区の豊かな自然と文化を活かした地域活性化に関する事業

次の項目別に具体的な取組みを提示してください。

(1)豊かな自然と文化を活か した山村地域と都市地域における住民相互の交流の場の提供

ア 山村地域活性化事業

施設周辺の遊休農地について、平成 26年度より地元自治会と共同で活性化に取
り組み、荒地に花を栽培することにより昔ながらの農村風景の保全と将来的には

農林産品の植栽を行い、当施設で食材としての活用や売店での販売に繁げていき

たと考えております。

イ 地域住民と都市住民との交流事業

① お茶会の開催

当社は、長浜市の委託を受け、山村地域と都市の交流及び幅広い年齢層の交流

を図ることを目的に、平成 9年より毎年、春 (新緑茶会)と秋 (紅葉茶会)にお

茶会を開催しており、地域のイベント事業として定着しております。

② 地域ボランティアと行く史跡めぐり

地元民の本仕によるガイ ドは、安全で解かりやすいだけでなく地域と都市の交流

にも繋がり、加えて観光客の滞在時間や観光消費の期待が持てることから、今後も

企画をしていきたいと考えます。

(2)豊 かな自然と文化を活か した広報活動、宣伝活動による誘客の推進に関する取組み

①豊かな自然と文化を活かした宿泊プランの発信
。「観音めぐリプラン」

長浜市北部地域には観音が数多く点在 してお りますが、集落ごとで護 られてい

るため容易に拝観することができません。己高庵では、より多くの人が観音めぐ

りがスムーズにできるよう「観音めぐリプラン」を企画し、集客に努めています。
。「小さい秋見つけたプラン」

己高庵周辺で見つけた 「秋の風景」を画像や俳句にして提出するとワン ドリン

クサービスが受けられる企画を実施 したところ施設周辺を散策する宿泊客が急増

し、近辺の山里風景を堪能 してもらうことができました。宿泊者から寄せられた

写真はロビーに展示 し、また、己高庵のホームページでも利用させてもらってお

ります。

・「彼岸花の里・古橋」

今年度より己高庵周辺に群生する彼岸花の風景を新たな観光スポットとして売

り出す取り組みを始めました。次年度以降は地域の方の協力を得ながら観光客の

誘客に繁げます。



②三成の里

古橋地区とゆかりのある石田三成に関する史跡の活用は、今後多くの観光客の

集客に繋がると予想 します。戦国ファン・三成ファンに焦点を合わせた企画・広

報を行い、今後の集客に黙げます。

れ,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◎

(3)豊かな自然と文化を活かした山村地域ならではの観光イベン ト等の実施

己高庵では、地域が主体となり地域独自の魅力を発信する着地型観光を目指 して取
り組んでおります。施設周辺の己高閣 。世代閣、鶏足寺などの史跡や文化財 とともに

古橋集落に伝わる逸話や伝承行事、食事、景観などがあり、貴重な地域の魅力として

発信 しております。

①お茶会の開催

当社では、長浜市の委託により、古橋地域の特産品である「己高茶」とお茶の心を
広く紹介するため、平成 9年より「新緑茶会」と「紅葉茶会」を開催 してお り、新

緑茶会には約 300名 、紅葉茶会には約 600名 が訪れております。

②石田三成が潜伏 したと伝わる岩窟案内

関ヶ原合戦後、石田三成が匿われたと伝わる通称 「オ トチの岩窟」を地元のボラン

ティアガイ ドの案内により訪ねる登山イベン ト事業を始めます。

(4)豊かな自然と文化を後世に引き継いでいくための取組み

己高庵施設及び施設周辺に広がる豊かな自然環境と文化財を守るため、地元古橋

自治会においては、老人会や活性化委員会が中心となり、除草作業や害虫駆除を定

期的に行い、この地を訪れる観光客が安全に散策できるよう遊歩道の整備から案内

看板の設置に至るまで、集落ぐるみで積極的な観光客受け入れ活動を行っておられ

ます。

ただ、この地域においても、今後、少子高齢化による過疎化が予想され、豊かな

自然と文化財を後世に引き継いでいくには、当施設がこの地域の中核 となり、地元

住民と一体となって活動していくことが必要と考えます



5 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。

当施設では、業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、宿泊利用者を対象

として、アンケー トに協力いただいてお ります。

アンケー ト内容は、当施設 (部屋)の印象、今回の旅行 目的、食事内容、清掃状

況、接客態度についてであるが、利用者からの貴重なご意見として職員全員が目を

通 し、業務の改善に結びつけております。

(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。

利用者からのクレーム・苦情の指摘については、職員全員が共通の認識を持ち、

その情報を共有することによつて、迅速かつ適切な対応を行うこととしております。

(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。

利用者には、積極的な直接対話を心掛け、利用者の訪問目的やニーズの把握に努

め、この地域の観光資源や情報を提供することで、サービスの質の向上に繁げてお

ります。

したがつて、職員一人一人が利用者に的確な情報が提供できるよう日々の情報収集

や研鑽に努めております。

う

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。



6 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。

①料飲原価の適正管理

料理や飲料の原価率のチェックを行い、適正な原価管理に努めるとともに、フロ
ン トと調理が連携 し、料理の失敗ロスを無くすよう取り組んでおります。

② 調理人との雇用契約の改善

調理人との直接雇用制を解消し、年間での料理売上に対する収益に反映した報酬
の支払いを基本とした委託契約を結び、直接雇用に係る法定福利費等の人件費及
び社宅賃料の削減を行っております。

③ 人件費の適正化

営業汚動の強化による利用客の増加に伴いスタンフの補充が必要となるが、新た

な社員の採用による増員はたちまち人件費の圧迫に繁がることから、現職員のス

キルアップを行い、パー ト職員の活用に重点おき人件費の抑制に努めております。
④ 一般管理費の節減

経費全般に渡り、無駄を排除し節減に取り組んでおりますが、一般経費の中でも

ウエイ トの高いLPガス料金については、納入先と単価交渉を行い一定の成果を
上げております。

(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 )

和室 宿泊 1室 1イ白 33,333 円 33,0001]]

宿泊以外 2時間 14,285円 6,000円

洋室 宿泊 1室 1イ白 23,809円 23,000円

宿泊以外 2時間 14,285円 6,000円

研修室 (大広間) 1時間 2,857円 2,000円

入浴料 (宿泊の場合除く) 1人 1回 476円 462円

茶室 1時間 2,857円 2,000円

H冥想室 1時間 2,857円 2,000円

(利用料金の設定根拠)

施設の利用料金については、長浜市条例に規定する範囲内で、近隣の同類施設の

価格を参考に利用者ニーズに合 う料金設定 とします。

(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。

建築物の維持管理については、維持管理計画書を作成 し、定期的な報告、及び改

善提案を行い、施設の美観を保つことを主眼に取り組んでおります。

電気設備・消防設備等は法令を遵守 し、日常点検、法定点検、定期点検を行い、

初期の性能維持に努めてお ります。

【参考資料】別紙4 維持管理業務年間作業計画表

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 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。

業務上知り得た個人情報については、職員全員が共通の認識で、外部流失しない

よう細心の注意をもつて管理し業務にあたることとしております。
パソコンで管理している顧客情報は、パスワー ドを設定し管理責任を明確にして

外部へは絶対に持ち出さないよう管理しております。

事務所への部外者の入室は禁上し、情報漏れを防止しております。

(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。

施設周辺の自然環境 との調和を視野に、施設内の樹木・植え込み 。芝生等の剪定、

刈 り込み、除草作業を定期的に実施 し、美観を損ねないよう管理 してお ります。

施設周辺の遊休農地を地元古橋活性化委員会の協力を得ながら、荒地を整備 して

花 。植物を植え込み、昔ながらの農村風景の維持に努めております。

(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。

火災・災害等の突発的な事態に備え、年 1回、職員全員参加による訓練を実施し

て、日常から各自の役割分担を明確にしております。

万一、火災・地震等突発的な緊急事態が発生した場合は、緊急連絡網及び火災避

難経路に基づき、職員それぞれの役割分担のもと、利用者の安全確保を最優先に迅

速な対応を図ることとしております。

【添付資料】別紙 5緊急連絡網 別紙 6火災時役割表 別紙 7火災時役割分担表

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

当施設に隣接 して、己高閣・世代閣の文化財があるが、両施設とも少ない人員で

運営 してお り、火災訓練を合同で実施するなどして、お互いが助け合 う関係づくり

に努めております。

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



8 自由提案

その他地域の活性化を効果的に推進していくために、独自性・独創性のある提案について記入してく

ださい。

当社は、少子高齢化に伴い過疎化が進むこの地域にあって、地域の振興と地域住民

の定住化の促進を図るべく、「木之本地域及び長浜市北部地域の振興に寄与すること」

を企業理念として、地域における観光、商工経済、教育文化、福祉などの地域団体と

協調 して、幅広い事業を展開することを目的に施設運営に取 り組んでお ります。

施設周辺には、緑豊かな自然と悠久の歴史、観音文化がありますが、高齢化による

耕作放棄地も増えてきてお り、対策 として、当社では、本年より地元自治会とともに

周辺に広がる遊休農地の一部を借 り上げ、昔ながらの農村風景の復活と保全を目的と

して花の栽培事業を始めました。また、施設周辺の杉の本の枝打ちや植え込みの剪定

等を地元古橋活性化委委員会に委託 して環境整備にあたっております。

将来的には、当社がこの地域の中核 となり、地域自治会とともにこの事業の輪を広

げ、この地域ならではの農林産品の開発に着手いたします。

また、今期より業務受託部を新設 して長浜水道企業団からの受託事業として、木之

本、高月、余呉地域の水道検針業務の取 り組みを始めました。今後も地域貢献に繋が

る事業については積極的に取り組む所存です。

次に、当施設を利用者の安全性、利便性、快適性向上の観点から、築 20年近くなっ

た施設並びに附帯設備について、リニュアル及び補修を計画的に実施する必要がある

と考えます。

当社におきましてもあらゆる増収策の構築 と経費の節減及び社内体制の改善を行

い、経営を安定させ、引き続き当局の指定管理制度を受け、当施設の運営にあたって

いくことを希望してお りますが、施設の根幹に関わる設備については早急な更新をお

願いいたします。

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。


