
株式第 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。

今回の公募されている長浜勤労者総合福祉センターは、長浜市の特色でもある長浜港

に臨み、長浜市に関係する団体の福祉目的や経営、文化振興に関する利用等様々な役害J

を担っています。これからの施設運営にはこうした取り組みへの支援はもとより、施設

を多目的に利用し、新たなニーズヘの対応も考えながら次の4点を管理運営の基本方針

として取り組みたいと考えます。

1、 安全安心を最優先とした運営

●危機管理マニュアルを作成し、事故や災害時には長浜市や関係部署への連絡を含め

迅速かつ適切な対応を図ります。

●規定の消防訓練等の他にAEDの 常設や社員による救急救命措置の研修、夜間は警

備保障と契約、また館内が広いため一部防犯カメラの設置を行い利用者と社員の安全を

最優先に考えます。

●個人情報の取り扱いについては「個人情報に関する法律」及び「長浜市個人情報保

護条例」の規定を遵守し適切な対応に努めます。また、文書などの情報公開については

「長浜市情報公開条例」に準じ、適切な公開をいたします。

●建物の外壁や館内のひび割れ、電灯設備の点検等 「点検チェックシー ト」により実

施します。また、防火対象物定期点検・空調設備保守点検・消防設備保守点検 。自家用

電気工作物保安管理・多目的電動ホール椅子点検等は専門業者に点検を仕様書に基づき

委託、実施いたします。

2、 地域の活性化に寄与する運営

●イベントや文化講座、教室を開催 し地域の方が集 う、また文化祭や子ど向けイベン

ト等、市民が生き生きと楽しめるような事業を行います。

●長浜市内の宿泊施設やホール、公民館と連携し、音楽祭や各種フォーラム等様々な

イベントにも対応します。

●社員の採用や物品の購入は地元優先に配慮します。

3、 誰にも規しまれる施設を目指 した運営

●おもてなし講座やマナー講座の受講等社員の研修に力を入れ、市民に親 しまれる施

設運営を目指します。



0生涯学習団体や外国人利用者、しょうがい者、労働団体等様々な意見を聞き、より

利用しやすい環境づくりを目指します。

●チラシやブログ、HPに よリイベントや講座のPRを積極的に行い利用者の増加に

努めます。

4、 他の団体と連携した取り組み

●臨湖の立地を生かし、黒壁やヤンマーミュージアム、琵琶湖汽船、周辺の宿泊施設

や周辺の食事処などの案内を行うことで観光振興、商工振興に寄与します。

●wifiを臨湖に導入することで利用者の利便性をはかるとともに、各種実行委員会や

NPOと の新たな利用形態 (期間事務局の設立や事務局の受話、情報発信支援等)を構

築します。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

現在、我々株式会社ロハス余呉がこの長浜勤労者総合福祉センターを管理運営させて

頂いてお りますが、この4年半の中で様々なお客様 と出会い、その中で感謝の声を頂き

社員一同が喜んでお ります。

さて、この指定管理者を希望する理由・目的といたしまして、我々が住むこの長浜市

を雇用創出や地域振興の面で寄与 したいと考えてお ります。一市人町の合併以来、行政

では様々な施策を打ち出され効率化が進んでお り、また一方で様々なイベン ト、事業展

開により地域振興がなされています。 しかしながら地域住民の根底からおこるまちづく

りや地域振興は、地域での雇用やより細部での団体との連携、取 り組みが必要になりま

す。この長浜勤労者総合福祉センターはそれを行える施設であり、人材の育成も踏まえ

た地域貢献ができると確信 してお ります。また、他にもウッディパル余呉をはじめ現在

4施設の指定管理を受けさせて頂いておりますが、各施設間の連携や旧市町を超えた取

り組みによる広域での地域活性ができると考えます。
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2 組織体制 H職員配置等

取締役

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

組織図

べての管理施設の責任者

所長 (総括責任者) 危険物管理責任者・経営会議責任者 。苦情処理責任者

所長代理 (施設運営責任者) 個人情報管理責任者・備品管理責任者

一般事務社員 (会計管理) 現金管理責任者

パー ト (施設管理)

(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。

社員研修については主に次の 3点から取り組んでまいります。

1、   利用者や社員の安全に関する研修

・消防訓練 (避難誘導)  年 2回  5月 と12月

。AED研修  年 1回  12月
・水難事故等に対する対応研修  年 1回 協議会を通 じて実施。

役職 担当業務内容 資格 日能力等 雇用形態 勤務形態

所長 施設全般の総括管理責任者
甲種防火管理者

危険物取扱責任者
常勤

一週間に

20時間

所長代理 施設の現場運営責任者 甲種防火管理者 常勤 通常勤務

9 : 00-18: 00

社員 会計管理・受付・清掃 常勤 通常勤務

9 : 00-18: 00

パー ト社員 受付・清掃 18:00-21 : 30

パー ト社員 受付 。清掃 18:00-21 : 30
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2 利用者の満足度を高める研修

。長浜商工会議所が開催するマナー講座等  年 1回～ 2回

・カルチャー講座参加  (臨湖で行 うカルチャー講座受講)

3 その他、業務や地域振興に必要と思われる研修

・コンプライアンスのレベルアップ

。中小企業家経済同友会会合に参加

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。

1、 お客様か らの要望の多い体験教室や文化講座など前期後期で 40講座開講 し、参力日

者 500名 、売上 目標 400万 円を目指 します。

2、 チラシやブログ等で長浜市民に親しみが持て、またわかりやすい内容で情報を提供

します。長浜市の広報も積極的に利用します。

8、 長浜青年会議所や中小企業家経済同友会等の団体と施設運営に関する検討会を開き、

より利便性の高い施設運営を目指します。また周辺のスポーツ施設や文化施設ともチラ

シの相互配布も含めた連携をし、より多くの皆様に利用して頂けるよう各施設との会合

を持ちます。

4、 伽黒壁や周辺の宿泊施設との会合を持ち、観光に関するフォーラムや船の利用の待

ち時間における体験教室の実施、観光案内等、長浜の観光分野とも連携を持ちます。
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【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成 28年度 42,400ノ、 前回の指定管理を受けさせて頂いた時の実績が

25,000人 、昨年度の利用者は 41,506人 となつてお

ります。更なる利用増を目指しますが、貸館の利用

率は非常に高くなっており、年間 2%の増を目標 と

します。

平成 29年度 43,250人

平成 30年度 44,100人

平成 31年度 45,000人

平成 32年度 45,900人

(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。

株式会社ロハス余呉では、現在指定管理を受けている各施設で地域の関連団体と共に

地域活性を行 うように取 り組んでいます。長浜勤労者総合福祉センターについても、講

座や教室を実施 してきた先生と共につくるリンコ文化倶楽部を継続するとともに、地域

に根差して活動する団体と協力して地域を盛 り上げます。

(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、 指定管理を受けている4施設のHPやブログで相互にイベン ト情報や体験情報を

掲示 しPRします。

2、 年に 4回実施するイベン トで、冬と夏の子どもイベン トでは子 どもに関する情報

提供を、また春と秋の文化イベン トには教室などの情報を提供 します。

3、 フェイスブックのイベン ト情報などを効果的に使います。

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。

1、 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。

2、 リンコ文化倶楽部で教室の先生の意見を聞き次の事業にいか 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。

1、 利用者からの問い合わせや要望、苦情等はそのレベルにより現場での意見に加え、

弊社の現有社員全員で適切な対応に努めまサ。

2、 夜間の トラブルについても現有社員及び警備会社も含め適切な対応に努めます。

3、 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

感を持って対応 します。

●初期対応  。相手の立場に立った情報収集 と適切な謝罪

02次対応  ・所長が責任者となって弊社全体で対応

03次対応  ,必要な場合は市や関係部署と協議
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4、 再発防止とトラブル根絶の為、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。

1、 社員研修を実施 し利用者に喜ばれる対応をします。

2、 事務所を共にする一般財団法人湖北勤労者福社会館、湖北地域勤労者互助会 とも

連携を密 とし、相互のお客様に対しても丁寧な対応をします。

3、 長浜市の観光も学び情報提供ができるようにします。

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。

1、 弊社全体でのバ ックアック体制を確立することにより、必要時に必要な人員の確

保ができ、人件費の削減に努めます。

2、 物品を弊社全体で購入することで事務費の削減に努めます。

3、 LED電 球の採用により電気代の節減に努めます。

(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 )

第 1会議室 1日寺聞 500円 500円

研修室 1時間 1,100円 1,100円

第 2会議室 1時間 1,100円 1,100円

職業実習室 1時間 400円 400円

教養文化室 1時間 1室 300円 300円

多 目的ホール (電動観覧席

利用時)

lΠ寺間 1,800円 1,800円

多目的ホール (電動観覧席

不使用時)

1時間 1,100円 1,100円

(利用料金の設定根拠 )

0基本的に消費税の増に関わらず利用料金は据え置きと考えます。

●教養文化室については 2室が繋がっていますので原貝12室分600円 としての提供

を考えています。

(3)維持管理業務 (清掃 コ保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示してください。

長浜勤労者総合福祉セ ンター施設維持管理業務作業表等 に基づき実施 します。

(P9～ 12)
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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、 施設の利用について必要な情報のみを収集し、目的以外の使用はしません。

2、 個人情報が記録された媒体については事務所内で施錠ができる保管庫で保管しま

す。また監視カメラの設置により監視します。

3、 個人情報の持ち出しについては所長の許可を必要とします。

4、 不要な書類はシュレッダーで処分します。

5、 業務を外部委託する場合は相手に契約書等で同様の個人情報保護処置を求めます。

6、 パソコンは必要なパスワー ドを設置し、適切な管理を行います。

7、 社員の研修の中で情報管理の意識づけをはかります。

(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。

1、 可能な限 り電気は消灯する等節電に努めます。

2、 省エネ型商品を採用します。

3、 アイ ドリングス トップを看板掲示やチラシの配布によリ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、リサイクルの徹底、排出ゴミの削減を図ります。

5、 物品の購入に当たつては、環境にやさしい商品の購入に努めます。

(2)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、長浜市や関係部署への

報告、マスコミ等の対応など担当を設けます。

2 現場での対応

所長を現場責任者として 通報・情報収集 。初期消火・救護や誘導を指示します。

添付の危機管理マニュアルに従い対応します。(P13)

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

弊社 では長浜市防火保安協会伊香支部の役員を受けており日頃より長浜市の防火活動

や啓蒙宣伝 を行つています。

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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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。

これからの長浜市は市民の力、学校や企業と行政の連携、広域での取 り組みがより必

要と考えます。また、長浜市内では多く団体、グループが市民活動をされてお り、こう

した草の根の取 り組みをサポー トしていく事が我々の事業目的の一つと考えています。

余呉では焼畑を続ける活動や トレイル事業、小原かご事業など地元の皆さんと一緒に取

り組み、浅井文化ホールでは市民オペラ事業も地元グループと協力 して行つています。

もちろん、長浜勤労者総合福祉センターでも市内で教室を開きたい方々に先生として教

室を開いてもらい今後の活動にいかしてもらえるように取り組んでいます。こうした市

民と直結した取り組みと長浜市の歴史や自然にまつわる観光資源をいかした活動を続け

てまいります。

Ⅲ
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