
様式第 2号

事業計画書

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。

特定非嘗雰〕↓活動法人れと規書のユ

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。

中小企業で働く勤労者の福祉の増進と勤労意欲の向上を図り、もつて雇用の促進と

職業の安定に資する活力あるまちづくりを進めます。

また、当法人が、まちづくり推進機関として行政や各種団体・企業や地域住民の皆

さんが共に知恵と汗とを集結 した 「協働のまちづくり」の要 として、当該施設の管理

運営や利活用についてその役割を担い、健全な施設の管理運営に努めます。

管理運営にあたつては、利用者や企業・地域住民の意見や要望を把握し、施設の機能

と利便性を充分に発揮させ、アンケー トの実施により、よリー層のサービス向上を図

ると共に、 日々経費削減と効率化に努め、経営の安定した施設経営を目指 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。

これまでの活動から当法人も広く認知されるようになり、幅広い人材が会員登録 (現

在会員数 :72人)しており、今後もまちづくりに賛同する新規会員を広く市域から

募集していきます。

施設の管理運営の他、自主事業 。物品販売が可能になるなど、管理運営目標である

利用者の拡大と管理コス トの縮減を可能としています。

これらのことから、NPO法 人の独自性と多彩なネットワークと人材を活用し、よ

り効果的で効率的な管理運営を行 うことにより、指定管理者制度を実行あるものにし

ていきたい。

当法人も設立後、 9年 目となり、NPO法人 「花と観音の里」の活動が広く知られ

認められるようになり、その成果として昨年度長浜市長より観音文化振興において、

長浜市功績者表彰を頂きました。今後もよリー層、一人でも多くの市民の皆様に高月

共同福祉施設を知つて頂き、人材の育成とまちづくり推進の要として展開していきま

す。

代表理事 邦須康



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。

代表理事

副代表理事

理事

監事

会員

1名

2名

13名

2名

72名

代表理事

監  事

理  事 職員 8名

非常勤職員

(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

・開館時は常に 1名 が常駐 します。

(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。

・ 行政、関係機関の実施する研修会等に積極的に参加 し、自己研鑽と資質の向上を

図ります。

・ 代表理事より、利用者の方々に対する行き届いた接遇等について、職員に教育・

指導を徹底します。

・ 利用者に射しては、長浜市職員のための「おもてなしガイ ドブックー歩前へ !」

を参考に心を持つて接し、施設が常に良好に維持管理できるよう職員が互いに協力

し、理解し合えるよう努めます。

副代表理事  副代表理事

会  員

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

代表理事 1窮 管理運営全般 非常勤

副代表理事 2名 管理運営全般 補佐 非常勤

事務員 2名 管理運営・庶務・経理 常勤 9:00-17:00

夜間管理人 1名 管理運営 9_有時 l日寺間外) 17:00-22:00

監事 1名  防火管理、施設・業務

監査

甲種防火管理者 非常勤

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。)及び達成

目標を提示してください。

。 年末年始以外は開館 日とし、市内企業・事業所 。市民へ広く利用のPRをすると

共に、観光客や市民へ各種情報を含めた当法人の広報誌を発刊し、利用促進を図り

ます。

・ 気持ち良く利用頂き、また利用してみたくなる施設として、特に衛生面で清掃を

徹底し、利用者の方への笑顔を忘れず、心より接します。

・ 近隣企業・各種団体等へ禾U用案内のPRを随時行い、アンケー トを実施し、利用

者の生の声を活かし、貸し館業務と地域住民とのふれ合いの重視に努めます。

・ 自主事業の充実化を目指し、年々参加者が増える努力をします。現在の自主事業

として、観音検定 。観音寄席 。国際交流事業・観音文化振興事業です。

・ 利用者のニーズに対応すべく、研修備品の充実を図ります。

・ 貸し室利用ごとに利用者から提出頂く「点検チェック表」により、部屋の維持管

理J点検とニーズの把握を行い、クレーム等も迅速に対応します。
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【達成目標】

年度 利用者数 (人 ) 積算根拠

平成 28年度 8, 100 ・広く認知されてきた結果、県外からの申請が増加

してきた現状である。物品販売・飲食可能な為、利

用者が年々増加傾向にある。

・平成 26年度実績より、利用者数 5%増加させる

平成 29年度 8, 200

平成 30年度 8 250

平成31年度 8,400

平成32年度 8 500

(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。

。 当法人は、「花 と観音の里」にふさわしい賑わいのあるまちづくりを目指 しており

地域との連携は最も重要となります。また、他の公共施設などと情報を共有 し、共

催事業や他施設事業への支援をすることにより、共同福祉施設の新 しい機能 と事業

展開が可能になり、一層の住民サービスにつなげていきたい。

現在展開している事業の例を上げれば・ 。「花と観音の里」の名にふさわしく駅周

辺や当該施設周辺の花壇に季節折々の花を植え、来訪者や地域の方々に楽しんでい

ただいています。種まきから、花首植え、除章作業等に至るまで地域住民の協力で

成 り立っており、共に汗を流 し、つつじ作業所と共にうるおいのあるまちづくりに

努めています。

また、就学前の子どもたちの成長 と安全を祈願する観音の里春まつ り。夏の観音

の里ふるさとまつ り・歴史民俗資料館 と連携 して、観音検定ジュニアを実施 してい

ます。そして、町内施設で開催 されるイベン ト等に出向き、地域とのふれあいを大

切にしていきます。

(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。

・ 当法人の広報誌を発刊することやHPの充実を図ることにより、貸 し館業務が広

く周知され利用者の増加に努めます。そして、実施する事業内容も周知されること

により自主事業への参加者の増員に努めます。

・ 施設管理委員会を設置し、各種団体や個人、市内の学校・企業等へ PR活動を行

うことにより勉強会、説明会、研修会、懇親会等さらに利用者の拡大に向け取 り組

みます。
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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。

・ 貸し室利用ごとに利用者から提出頂く「点検チェック表」により、室の維持管理

点検とニーズの把握に努めます。

点検チェック表には、意見 。要望記入欄を設けています。

・ 利用者にアンケー トを実施し、要望等に応えます。

・ 地域の人や、住民 。近隣企業、各種団体からの生の声を聞き、改善を図ります。

(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。

。 当該施設は、当法人が指定管理者であることや管理方法について掲示板に掲示す

るなど利用者に周知します。

・ 管理方法については、職員に関係条例等、法令を遵守させると共に協定書や管理

運営業務仕様書を徹底 します。また、窓口対応など接遇についても職員教育を実施

します。

こ トラブルについては随時、高月支所担当者へ報告 。協議すると共に、必要に応 じ

て理事会を開催し協議するものとします。

・ 個人情報については、長浜市個人情報保護条例等関係法令に基づき、徹底 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。

。 「花と観音の里」の名に恥じないよう、毎朝、館内 。施設周辺の清掃に努めます。

・ 日常の開館業務について、利用者からの要望を聴収すると共に、Eメ ールを活用

した意見・要望等を積極的に受けることにより、サービスの向上・利用率アップに

つなげるよう努めます。

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。



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。

・ 不要な照明を消灯し、節電に努めます

。 冷・暖房込みの料金体制としているため、貸 し室利用時間の 10分前とし、室ご

とに事務室にて都度、集中管理をします。

(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。

(利用料金の設定根拠)

料金 については、市の条例に基づきます。

(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。

・ 清掃については、館内・施設周辺は毎 日実施 します。

・ 年 1回、館内フロアー・全室床・ トイレ・窓の定期清掃 (委託業務)を実施 しま

す。

・ 保守点検については、自動扉開閉装置点検を年 1回、防火設備点検 (消火器具・

火災報知設備・誘導標識)を年 2回実施します。

・ 警備については、(株)アイビックスに警備保障を委託します。

・ 防火管理者の指導のもと、年一回、防火訓練を実施します。

区 分 単位 使用料 利用料金 (案 )

大研修室 1時間 500円

研修室 1時間 300円

会議室 1時間 300円

小会議室 1時間 800円

談話室 1日寺間 300円
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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。

・ 個人情報の保護については、市の条例等、法令に従います。

(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。

。 「花 と観音の里」の名に恥じないよう、施設周辺の環境美化に努めます。

・ 利用者が出したゴミは持ち帰 りを徹底すると共に、施設内から発生するゴミは分

別収集を徹底 します。

・ 不要な照明は消灯し、冷暖房の効率的稼働をする事により節電に努めます6

(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。

・ 別紙、「高月共同福祉施設緊急連絡体制図」の通 り

(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

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。

。 当該施設は、不特定多数の利用者が出入 りされるため、AEDの 設置が必要と思

われます。

・ 当該施設の利用方法や活動内容をPRするため、市の広報に掲載する。

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。


