
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。

当該施設は、虎姫地域及びその周辺地域または
｀
、来衝者等のコミュニティ

ー施設として重要な施設であ り、JRの 利用者や就業者の手軽で便利な交通

の手段である自転車の駐輪場 と して重要 な役割を果 している。利用者の利便

性 と財産の保全を提供するのみならず、県内外か ら数多 く訪れる観光客や商

店街の利用客、近隣の就労者のために、安全で快適、健全な景観の保全、通

行の危険の防止、放置車の防止、盗難の防止等駐車秩序、社会秩序の向上の

上でな くてはな らない施設である。公の施設であるとの認識を持ち美化を図り、

不特定多数の利用者に考慮し、安全管理に万全を期さなくてはならない。又、利用者

のニーズに的確に応えサービスの向上を図る事を基本方針とする。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

当該施設は、当社が所有している商業テナント施設と併設 しており、施設管理の利

便性や回遊性が保たれ、コミュニティー施設としての機能を高める事で、商業テナン

ト施設と共に、利用促進が図れ地域活性化の核となる施設となる事を目的とする。

虎姫駅コミュニティー施設を虎姫の顔とし、駅利用者に安全で安心感を提供し、心

地よく駅を利用して頂けるよう努め、利用者増を目標にする。

尚、立ち上げの当初より、地域の玄関口としての思い入れがあり、地域の活性化を

促進するための核としての、重要な位置づけがあるので、指定管理を希望するもので

ある。

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。

券売業務については3人体制を組み、隔日交代の出勤体制をとる。普段より健康管

理に気を配り、業務に支障のない様にする。

全体管理については、通 3日の勤務体制を取り1名 を張り付ける。

管理運営総括 事務総括 職員の人事 B服務

苦情処理、安全管理

受付業務 施設・設備の修繕 受託予算の編成 口執行

物品調達 日管理 H処分 文書の収受 B管理

施設の管理運営 月伊!業務報告書の作成

職員勤務ローテーション作成等

経理・管理 苦情処理 安全管理

防火管理者 定期点検業務 清掃業務

農埃処理業務等  4大変則ローテーション勤務

法規 日人権 口接遇等あらゆる面において、研修を実施。

駅長

駅員 駅員 駅員駅員

嘱託社員 (4人 )



(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a

JR施設を併用している為～」R職員経験者を採用し、利便性を考慮する。

更に該当職員には、サービス業の基本的な接客応対研修を実施し、公的施設であ

る事を認識させる為の社内研修に務める。

民体的な計画

業務に関する社内規則等の制定により.社員教育の充実等資質の向上を図る。

年に 1～ 2回、職員に接客研修を行う。

また、職員と取締役とで、課題等の意見交換を行い、問題点があれば～改善に向

けての対応をしていく。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

(例)館長 甲種防火管理者 常勤
通常勘務
8:30-17:15

駅長 管理業務 甲種防火管理者 常勤 9:00卜16:00

駅員 窓口券売業務 常勤 7: 10〒 16: 40

駅員 窓口券売業務 常勤 7: 10-16:40

駅員 窓口券売業務 常動 7: 10-16:40

駅員 窓口券売業務 常勤 7: 10-16:40

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むc)及び達成

目標を提示してください。

虎姫駅前多目的広場 ′

熟体的事例

・納涼祭 (盆踊り大会)

B阪神タイガース応援集会

日朝市

特に、多目的広場の活用促進を図るための広報を、チラン等を作成し、虎姫駅ま

た、旧とらひめ町以外に向けて行う。

近隣地域に偏ることなくインターネットの本一ムページ、広報チラシ等を活用して、

広く町民に周知し利用を促進します。

誰もが気軽に利用できる、楽しい街のシンボルとなるコミュニティハウスを目指し

ます。

コミュニティ施設の性格上、多くの方々が集う、憩いの空間としての機能付加サィ

ビスに努力します。

多目的広場

商業の活性化と農業振興や、コミュニティスペースとしての活用。

虎の市 (朝市・昼市 “夕市 ,夜市)、 各種イベント、展示会、発表会等

虎神殿参拝客やハイキング客の休憩場所として活用。

ポケットパーク              ｀

様々な方々のふれあいと憩いの空間として活用するとともに、オープンスペース

の強みを活かした、オープンカフェ等への活用も可能。

市内の観光案内はもとより、虎姫駅を起点とする観光ルー トの案内を行います。

また、湖北地域全体の観光情報、催事・イベントの情報収集を常に行い発信します。

ホームページや掲示板等を活用した啓発や利用案内に努めます。

襴が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



【達成目標】

(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。

・地域づくり協議会との連携

地域づくり協議会がすすめる土曜朝市等に、協力をしていく。

・商二会との連携

・商店街組織との連携

施設管理運営については、町行政をはじめ県関係機関、商工会・観光協会、地元虎

姫本町区や小中学校・社会福祉協議会等との緊密な連携を重視し、地域のコミュニテ

ィ施設としての機能充実に努めます。

(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。

駅等に、多目的広場使用のチラシを置く。

年度 利用者数 積算根拠

平成 27年度 610人 人口の減少と、定期券等がカー ド化になり、

当駅での販売ができないため、利用者のニ

ーズに答えることができないので、厳しい

状況である。しかし、現状維持を目指す。

平成 28年度 620人

平成 29年度 630人

平成 30年度 640人

襴が不足する場合は、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。

利用者に対して、積極的に声かけをして、利用者ニィズの把握に努め、改善に活か

します。

利用者等に、アンケー トを実施し、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。

駅利用者の要望等を機会ある都度まとめ、業務にフィー ドバックし、適切な運営に

努めます。

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。

苦情やトラブルが発生した時は、相手の主張や要望を聞き、共感的に理解しながら、

運営管理のルールを説明をし、誡意ある対応をするよう努めていく。

(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。

学生の利用マナーが悪いので、マナーアップに向けての指導等を今以上に、きめ細

かく進めていく。

駐輪場内に、たくさん駐輸できるように、整理をする。

長期駐車している自動車に、警告等の貼り紙をする。

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。



S 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。

固定費的な経費の圧縮を図ると共に、水道光熱費等変動に係る経費については、努

力項目とし、全体的な経費の圧縮に努めます。

最低限の照度を確保する照明により、経費削減を図る。

しかし、建設後、 10年という期間が経過し、あちこちに傷みが発生している状況

であり、経費が増加すると見込まれる。

(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)

虎姫駅前多目的広場 1時間 200円

(利用料金の設定根拠)

(別紙 )

施設面積が小さいので現料金が妥当である。収入は現状維持。

【利用料金の承認申請額設定の考え方】

商工観光の振興及び地域産業の健全な発展を通して、商店街の活性並びに地域住民

等のふれあいの場として幅広く活用される施設になるよう、一人でも多くの方々に利

用して頂ける様、気軽に利用し易い設定とする。

【減免の考え方】

学校関係や市内等の各種団体が利用方針に賛同出来る者の使用料は、免除。



(3)維持管理素務 (清掃口保守点検う警備等)の内容、方法、頻度等について提示してください。

(別紙)

①維持管理業務                       、    ヽ

施設点検を絶えず行い異常を発見した時は速やかに修理をする。(早期発見、早期修

理を心がける。)

②防災

火災については店舗が練続きであり、大変な事態になる事が想定されるので火の用

心に常に心がける。店鋪との洪同削I練を執り行う。事故発生時対応のマニュアルを作

成し表示するとともに研修行う。

③危機管理

危機発生時のマニユアルを作成、表示し、危機発生時の対応を訓練する。

緊急時連絡体制をしつかりと作り、表示するとともに研修をする。

常に、きれいな清掃の行き届いた施設管理に努め、利用者の視点に立つた運営管理

をし、施設利用者増に素げます。

管理タイムスケジュールの明記、作業時間割の作成等、管理業務に必要なマニュア

ル化による～業務均一化。

襴が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



年間韓持管理計画表
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虎姫駅コミュニティー施設
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虎姫駅前多目的広場
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管理項目

施設保安警備
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施設名

虎姫駅コミュニティー施設

虎姫駅前自動車駐車場

虎姫駅前自転車駐輪場

虎姫駅前多目的広場



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を遵守し、漏えい、減失の防止に努め、適切な管理を行う。

願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 利用目的を通知し、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 第三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。

ゴミを出来るだけ出さない省資源 B省エネルギー型、あるいは出したゴミを再資源

化する循環型の運営管理を追及し、利用者と指定管理者が一体となつてゴミの減量化、

再資源化に努めます。

(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。

利用者の生命を第一に考え、的確な避難誘導を行い、市民 (利用者)の生命の安全

に全力を尽くす。

台風など事前予測可能な災害発生が考えられる場合は、利用者に早期に掲示板や放

送等により伝える。

連絡方法については、関係機関に第一通報と同時に、管理責任者に速やかに連絡し、

報告を行う。

防火管理者の選任 消防設備定期点検を実施する。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、召E入 してください。

虎姫の玄関としての駅の

虎姫駅コミュニティー施設管理 (平成 18年 4月 1日 より現在に至る)

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。

1自由提増

回数券等の販売に向けて、学校や会社等に、PRしていく心

相が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。


