
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。

田村駅周辺地域は、田村駅を含む南部地域の計画的な市街化を目指し、その推進に向

けたまちづくりの基本的な考え方が「田村駅周辺整備基本構想 (案 )」 でも検討されてい

ます。

既存の学術・文化・産業拠点を生かしながら、文教・産業機能の創出拠点、市街化の

形成を目指す地域の中心拠点として、」R田村駅の乗降客など人が集まる「田村駅周辺駐

車場及び駐輪場」の利便性を高めながら、利用者の増加そして付加価値のある施設サー

ビス提供に努めることで、こうした都市計画づくりへの参画意義を理解しながら施設運

営にあたります。

運営理念 (施設の設置目的)

ア 公共駐車場として、公平、平等かつ適正な運営を行うとともに、違法駐車の削

減と渋滞の緩和に寄与し、もって駅周辺における道路交通の円滑化を図ると同時

に、駐車場秩序を確立し、良好な生活環境を保持すること。

イ 違法駐車や交通渋滞に起因する追突や出会い頭の事故及び車両歩行者の事故の

撲滅に寄与し、もって地域の交通安全性の向上を図ること。

ウ 交通渋滞の緩和により自動車排出ガスの削減に寄与し、もって歩行者通行 と地域

住民の快適性向上を図ること。

工 地域と連携を図り、地域活性化策に積極的に協力し、もって田村駅を中心とした

魅力ある地域拠点としての機能強化を高めること。

運営理念 (施設の管理運営)

ア 利用者が、いつでも施設を快適に利用していただけるために、利用者ニーズに

応えられる施設設備の提供に努めると同時に、お客さんとの会話による窓口業務

も行うため、明るく元気で丁寧な対応を心がけます。

イ しょうがいのある利用者が訪れた際には、しょうがいに応じた適切な配慮を心が



け、誰もが平等に施設を利用できるユニバーサルサービスを目指します。

ウ 高齢者、妊産婦、ベビーカーを使用されたり、小さいお子さんを連れておられる

方に対して思いやりのある応対を心がけ、人に優しいサービスを目指します。

工 利用者の生命を守り安全を確保するために、施設内および周辺事故がないよう安

全には万全の対策をし、「0災活動」目指すことで、安心して利用していただけ

る施設運営を目指します。

オ 施設機能を積柩的に PRし、利用者増加のための広報活動を続け、サービス向上

のために市民からの意見を素直な気持ちで受け入れ、施設運営に反映させます。

力 施設職員は、行政サービスの一端を担う、指定管理者としての責任を重く受け止

め、行政サービスの向上と経営効率の改善を念頭におき、「禾町用者のための施設」

を目指します。

キ 指定管理者として、多様化する利用者ニーズにより効率的かつ効果的に対応し、

利用者サービスの向上を図ると共に、経費の節減を目的に施設管理にあたりま

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。

～高齢者の就業機会の創出～

60歳以上の高年齢者の再就職は大変厳しい状況が続いており、ハロー

ワークから紹介を受けセンターに入会される方が急激に増えてきました。

センターは臨時的・短期的その他の軽易な月 10日 程度の就業を請負 (委

任 )、 労働者派遣事業により会員に提供することで、高齢者雇用対策の大

きな柱の一つに位置づけられております。

こうした、就業を希望される高年齢者のために少しでも多くの就業機会

と場所を確保することがセンターの目的事業であり、駅周辺の駐車場及び

駐輪場の指定管理を受けることで、地域高齢者の就業機会の創出と確保を

目指しています。
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～就業による健康の増進～

シルバー人材センターに入会している会員の平均年齢 と同世代の一般

の高齢者を比べると、年間の医療費が抑制されているという統計データが

あります。

高齢者が仕事を通して、生涯現役で活躍し続けられることは、高齢者自

身の生きがいを高め、生活の充実・健康の増進、ひいてはその社会的、経

済的地位を高めることができます。

高齢社会を向かえる最中にあっても、高齢自身が貴重な労働力として、

地域で活躍し続けられることは、国が推し進める「1億総活躍社会」の実

現に向けてシルバー人材センターの機能強化が期待されています。

～指定管理者としての三本の柱～

シルバー人材センターは「自主 。自立・共働・共助」を基本理念と

した、営利を目的としない公益法人であり、センターは会員にとって

「生涯現役」をテーマに、働くことを通じて社会参画 し、生きがいを

見いだすと共に、急速に進展する高齢社会の中で「福祉の受け手から、

社会の担い手」となるべく地域社会に貢献できる場所であります。そ

して、そこで活躍する会員は、多種多様な資格を持ち合わせ、長年培

ってこられた豊富な知識と経験を生かすことのできる人材の宝庫でも

あります。センターが指定管理者を希望する理由は以下のとおりです。

お主の 1日 高齢者にとっては、就業機会の確保が図れ、生きがいの充実
と健康の増進ならびに社会参加の推進を通じて、地域社会に

貢献することができます。

若主の 2ロ センターにとっては、自主・自立した健全経営を目指すこと

ができます。

お主の 3日 施設にとっては、センターの組織力と人材力を最大限に発揮
した、安心 。安全で利用者満足度の高い施設運営と、効率的

企業経営による財政のスリム化を図ることができます。
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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。

田村駅東駐車場及び駐輪場の指定管理業務にかかる総括責任者には、センを―事務

局長があたり、事務局内に係長並びに担当主任を各 1名配置いたします。

施設運営にあたっては、管理人 (会員)11名のローテーション就業で対応するこ

ととし、現場における責任の所在を明らかにするため、現場における現場担当責任者

として臨時職員 1名 を配置し、総勢 15名 の管理体制の下、業務運営にあたります。

(1)人員配置の基本的な考え方

ア 基本勤務は、指定管理仕様書で示された勤務時間 (5:30～23:30)を 11名 の

会員でのローテーション就業とし、一日3交代勤務とします。

イ 季節や曜日、時間帯に応じてお客様が多く見込まれる時は、管理人を増員し、

きめ細やかな管理運営ができる人員配置を行います。

ウ お客様サービスの向上に努めるため、仕様書に定める人員配置以外に、常時

6:00～ 10:00までの時間は、管理人 2名の配置を行います。

(2)人員配置計画

ア 指定管理業務の経営全般

センター事務局長 (指定管理業務全般に係る総括)・ ・1名

センター係長 (業務総括、人事)・ ・1名

センター主任 (総務、経理、業務)・ ■ 名

センター臨時職員 (現場統括責任者)・ ・ 1名

センター会員 (管理人)・ ・ 11名

※センターには執行期間の理事会とその業務執行状況の監査役として監査機関

があり、指定管理業務運営状況については、逐次幸限告することとし、その代

表者にはセンター理事長があたります。

(3)人員勤務体制

ア 田村駅東駐車場の勤務体制

営業中は、センター職員が指定管理業務を総括し、現場勤務は現場責任者 1名、

管理人 11名のローテーション就業で対応いたします。なお、時期・時間帯によ

り出入庫ピーク時には管理人を逐次増員いたします。

平日・休 日 6:00～ 10:00(4h)× 1名 (11名 ローテーション)
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イ 田村駅東駐輪場の勤務体制

営業中は、センター職員が指定管理業務を総括し、現場勤務は現場責任者 1名、

管理人 11名のローテーション就業で対応いたします。なお、時期・時間帯によ

り出入庫ピーク時には管理人を逐次増員いたします。

平日・休日 5:30～ll:30(6h)× l名 (■ 名ローテーション)

■ :30～17:30(6h)× 1名 (11名 ローテーション)

17:30～23:30(6h)× 1名 (11名 ローテーション)

※現場担当責任者は、指定管理業務における現場の総括事務も担当するため、1週あ

たり8時間を基本に配置いたします。

(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

事務局長 指定管理業務に係る総括 行政経験 40年 常勤
通常勤務

8 : 30-17: 15

係 長 業務総括 総務・業務経験 15年 常勤
通常勤務

8 : 30-17: 15

主 任 総務、経理、業務 総務・業務経験 15年 常勤
通常勤務

8: 30-17: 15

現場責任者
臨時職員

指定管理現場担当責任者 駐車場管理経験 8年 非常勤 月 32h勤務

管理人 A

センター会 昌
駐車場 。駐輪場 駐車場・駐輪場就業経験者 非常勤 月65,5h勤 務

管理人 B

センタい会員
駐車場 。駐輪場 駐車場・駐輪場就業経験者 非常勤 月65.5h勤務

管理人 C

センター会昌
駐車場 。駐輪場 駐車場。駐輪場就業経験者 非常勤 月65.5h勤 務

管理人 D

センタい会員
駐車場 。駐輪場 駐車場,駐輪場就業経験者 非常勤 月 65.5h勤 務

管理人 E

センター会 昌
駐車場 。駐輪場 駐車場。駐輪場就業経験者 非常勤 月65.5h勤 務

管理人 F

センタヽ 会員
駐車場・駐輪場 駐車楊・駐輪場就業経験者 非常勤 月 65,5h勤務

管理人 G

センター会昌
駐車場 。駐輪場 駐車場・駐輪場就業経験者 非常勤 月65,5h勤務

管理人 H

センター会員
駐車場・駐輪場 駐車場・駐輪場就業経験者 非常勤 月65.5h勤 務

管理人 I

センター会 員
駐車場 。駐輪場 駐車場。駐輪場就業経験者 非常勤 月 65.5h勤 務

管理人」

センター
=≦

ど章
駐車場 。駐輪場 駐車場。駐輪場就業経験者 非常勤 月65.5h勤 務

管理人 K

センタい会員
駐車場・駐輪場 駐車場。駐輪場就業経験者 非常勤 月 65.5h勤 務
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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。

(1)人材育成・研修のあり方について

ア 長期就業による業務のマンネリ化を防止し、新鮮で意欲的な就業を維持するた

め、当該施設の就業期間は原則 3年といたします。

イ 施設に新規就業会員を配置する場合には、業務に習熟した先任者が業務マニュ

アルに基づき引継ざ業務を行い、スムーズな業務移行ができるようにいたしま

す。

ウ センターでは、高齢法第 47条第 3号に基づき、技能付与を目的とした各種研

修会・講習会を実施しています。当該施設の就業会員には「接遇 (マナー)研

修」の受講を義務付け、利用者に好感をもたれるような笑顔を絶やさない対応

に心がけます。

(2)人材 (人員)の確保について

ア センター職員には、駐車場 。駐輪場運営マネジメントの実務経験を積んだ職員

も在籍しており、円滑な管理運営を担うことが可能な体制が確立されていま

す。

イ 接客、自動車 。自転車誘導、場内監視、料金精算、災害時等非常時対応、公金

の取り扱い、パソコン操作、各種報告帳票の作成などの業務が挙げられますが、

習熟した職員及び会員により対応いたします。

ウ センター会員には、施設管理業務の就業希望者がおおく、人材は極めて豊富で

人材確保に問題はありません。就業機会の公平化を図るため、ローテーション

(ワークシェアリング)を進めており、就業機会の適正・公平化にも努めてい

ます。

工 当該施設に配置する管理人 (会員)は、センターの選考委員が希望者の面接お

よび就業適正を見極め選考決定し、適任者を配置いたします。
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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 (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。あわせて、数値目標の根拠を提示してください。

ア センターでは、現在自主事業として、長浜駅西口でレンタサイクル貸出事業を

行なっています。利用ニーズは多くあり、こうした営業経験をもとに、電動自

転車 (一般自転車含む)を複数台配車し、南部地域の景勝地巡りや健康サイ

クリングに利用できるレンタサイクル貸出事業を行います。

イ 駐輪場利用者を対象に、利用回数に応じてポイントを付与する制度を導入し、

ポイントをためると駐車無料券を発行することで、利用促進策としながら、施

設周辺への不法駐輪を減らし、交通環境の改善に役立てます。

【達成目標】

※定期利用台数は、月当たりの平均契約台数としてください。

(1)利用台数 (利用者数)の見込み

ア 定期利用客を駐車場収容能力以上に年間契約すると、一時利用客の入庫制限を

せざるを得なくなり、一時利用客の減少につながり、結果的に利用料収入の総額

が減少してしまうことが懸念されます。そこで、収益が最大となるような定期利

用者数の計算シミュレーションにより、満車設定に近い 158台 を上限として設定

しました。

イ 施設利用の宣伝広告を積極的に行い、駐車場一時利用者の確保に努めることで

利用料収入の増額を図ります。

年度

駐車場 駐輪場

定期

利用台数

一時

利用台数

定期

利用台数

一時

利用台数

平成 29年度 158台 15,200台 130モ手 13,504台

平成 30年度 158台 15,400台 135台 13,711台

平成 31年度 158台 15,500台 142台 13,889モ卦

平成 32年度 158台 15,650台 147台 13,955モ争

平成 38年度 158台 15,750台 154台 14,024台
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ウ エコサイクリングの効用を広く利用者に普及し、駐輪場利用客を増やしていく

ことで増収を図ります。

(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。

(1)長浜市地方卸売市場との連携

毎年、市場が開催される納涼祭には地域のお客様が大勢ご来場されるイベントとして

定着しています。しかしながら、来場者の駐車場確保が困難な状況にあり、路上に駐車

されるなど交通安全性が保たれないなどの課題がありました。

そこで、センターでは市場と連携協働し、納涼祭来場者に駐車場を無料開放すること

で、更なるお客様の呼び込みと、交通秩序の確保に努めてきました。

こうした地域イベントヘの参加と連携により、南部地域の地域振興にも一定の役割が

果たせるよう今後においても、市場と連携したセンター及び指定管理施設の普及啓発に

取り組みをいたします。

(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)広報活動

ア 施設の PRや情報提供のため、センター公式ホームページにその利用情報を掲

載するとともに、カーナビ情報提供会社と連携し、当該駐車場の利用案内 (啓

発)を行います。

イ センターが年 1回、市内全戸に配付する「シルバー広報紙」に、施設の利用案

内を掲載し、広く周知を図ります。

ウ 看板の設置、施設案内のチラシを効果的に活用いたします。駐輪場利用促進に

ついては、通学で利用される生徒が在校される学校へ出向き、新入生説明会に

ご説明いただけるチラシを配布いたします。
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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。

利用者満足度向上のポイント

①「利用者ニーズの把握」

②「利用者接点 (コ ミュニケーション)の強化」

③「しょうがい者への配慮ある応対」

以上の三つを重点項目とし、利用者ニーズをリアルタイムに把握し、迅速かつ的確

に施設運営に反映していきます。

(1)市民・利用者ニーズの把握

ア 利用者からのモニタリングを行い、市民およびその利用者からの顧客ニーズの把

握に努め、サービスの向上に役立てる判断材料といたします。

図 ご意見箱の設置

団 サービス向上に繋がる利用者ニーズのヒアリング (利用者から)

イ 定期的に利用される団体・個人には、顧客満足度調査としてアンケー ト調査を毎

年実施し、施設機能の充実と利便性を向上させるための参考意見とさせていただ

き、その結果を調査・分析し改善を図ります。

ウ 施設を紹介するホームページを活用し、施設情報を多く発信することで、利用者

拡大を図るとともに苦情・クレーム投書欄を設け利用者の満足度やニーズを把握

しスパイラルアップ (継続的改善)を行います。

(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。

(2)ク レーム・苦情対応

クレーム・苦情は利用者の要求・要望ですので、すべての業務に優先し対処するこ

とを基本姿勢といたします。

ア 原則クレームを受けた担当者が処理を行いますが、クレーム対応の責任者を配置

し、クレームを放置しない処理できる体制を作り上げます。
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イ クレーム報告書を作成し、何度も同じクレームが起きないよう再発防止策を実施

いたします。

ウ 精算機 。発券機やゲー トバーの一時的 トラブルなど夜間の対応については、委託

警備会社と連携いたしますが、原則、センター責任者が現場へ急行し、誠心誠意

の姿勢でクレーム・苦情対応にあたります。

◇クレーム報告内容◇

クレーム辛R告書は、以下のような項目を最低限記入いたします。

W吟 日時

l吟報告者

‖けクレーム内容 (ク レームの種類、クレームの原因)

Ⅲけ対応/処置内容

(3)ク レーム対応のさ・し・す 。せ・そ

クレーム対応については以下の「クレーム対応さ。し。す 。せ 。そ」を実践いたし

ます。

さ    最善をつくす 。・職員ができる最善の対応を心掛けます。

し 知ったかぶりをしない。・利用者のクレームに対し、反論することなく、謙

虚な姿勢でその要望を受け入れます。

す

　

せ

　

そ

素 早  く。。なるべく早く対応することで、スムーズな解決を図

ります。

誠意をもって 。・真摯な対応と心からの謝罪をいたします。

貝「 時 報 告・・即座にクレーム責任者・職員に報告と連絡をし、ク

レーム内容を共有することで再発防止に努めます。
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(4)し ょうがい者への配慮ある応対

しょうがいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社

会」を目指し、市民が平等に施設を利用できるよう、物的配慮 (施設面でのバリアフ

リー)と人的配慮 (し ょうがいの特性を踏まえた適切な配慮)に努めることで、地域

から愛され信頼される施設運営を目指します。

物的配慮

ア 視覚しようがいや知的しょうがいのある方のために、施設案内板の文字を

大きくし漢字には「ふりがな」をつけます。施設の案内資料やチラシには

しょうがい者用の配色バランスを考慮した大文字の資料を別途作成いた

します。

イ 肢体不自由な方のスロープや視覚しょうがい者のための点字案内、誘導ブ

ロックの設置など、施設バリアフリー化に伴う改造について検討します。

ウ 聴覚しょうがい者の方への筆談板の設置。

工 傷病などにより、容態が急変された方を救護するための、AED(自 動対外

式除細動器)の設置。

人的配慮

ア 相手の「人格」を尊重 し、相手の立場に立って応対 します

介助の方等ではなく、しょうがいのある本人に直接応対し、「明るく」「て

いねい」に分かりやすい応対を心がけます。

イ 困つている方には進んで声をかけます

施設に来られ困つていそうな状況が見受けられたら、速やかに適切な応対

を致します。

(例)車イス使用の方がおられたら、進んで移動補助を行います。

ウ コミュニケーションを大切にします

相手の話に分かったふりをせず、「ゆっくり」「くり返し」相手の意思を確

認致します。

工 不快になる言葉は使いません

差別的な言葉はもとより、不快に感じられる言葉や子ども扱いした言葉は
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使いません。

オ プライバシーには立ち入りません

しょうがいの原因や内容について、必要がないのに聞いたりしません。

(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。

ア 雨降りの時に、傘をお忘れになったお客様に対し、傘を無料で貸し出すサービ

スを取 り入れます。また、自転車のカギをお忘れになるなど、通勤通学に支障

がある場合、自転車の無料貸し出しをこれまで通 り行います。

イ 駐輪場付近に自動販売機を設置しサービスの向上に努めます。

ウ 荷物や持ち歩くのに大変な荷物を預かるため、駐輪場内に有料の貸し出しロッ

カーを設置いたします。

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。

ア 人件費の抑制について

センターは非営利の公益法人として、高年齢者の就業機会を確保することが高齢法

に定める事業の一つであり、収益事業を目的としていません。会員就業活用に際して

は請負または委任により就業機会を提供するため、センターと会員の間には雇用関係

が成立せず、雇用保険、労災保険、社会保険などの適用がなく、従って高年齢者が長

年培ってこられた豊富な知識と経験を生かしつつ、人件費を抑制することが可能で

す。

イ 保守点検、委託費用の削減について

修繕工事や保守点検業務等を外注する場合は、財務規程に従い、公平性や透明性を

確保するとともに、競争性を発揮させるため、指名競争入札や複数による見積もり徴

求の発注形態により、委託料のコス ト削減を図ります。

ウ 固定経費の削減について

固定的経費 (水道、電気、ガス等)の無駄を徹底的に省きます。昼休み中の蛍光灯

一部消灯、水道の蛇口には節水弁をつけるなどの取 り組みを実施し、1円 も無駄にし

ない経営感覚を養い執務いたします。特に、管理棟の夏季における冷房温度の管理を

徹底し、室内温度は外気温度との差を 5度以内とすること、建物周辺の緑化 (プラン

ター花木等)に取り組むことで、冷房・空調費用の支出を抑制いたします。
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区 分 料 金 (案 )

普通自動車

1時間まで 無 料

1時間を超え 2時間まで
平 日

200円
土 。日・祝日

2時間を超え 3時間まで
平 日

300円
土・ 日・祝日

3時間を超え4時間まで
平 日

400円
土 。日・祝日

4時間を超え当日24時まで
平 日

土 。日・祝日

(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。

【田村駅東駐車場】

※定期利用料金 (田村駅東駐車場) 4, 000円 /月

【田村駅東駐輪場】

(利用料金の設定根拠)

田村駅東駐車場一時利用料金の設定根拠

ア 平成 25年度中に、一日最大「平日750円 、休日1,000円」の利用料金体系を、

「平日、休日を問わず 400円」と値下げしたことにより、一時利用者が大幅に増加

しました。こうした経過も踏まえ、現状単価を維持することとします。

イ 田村駅東駐車場の近くにほとんど観光施設がなく」R利用者のみであり、地理的

要素を加味すると市街地駐車場の料金体系よりも安価に設定するのが適当であ

るため。

ウ 米原駅前駐車場の一時駐車料金は、ほとんどが平日、休 日を問わず一日300円～

500円であり、米原駅の地理的要素や列車本数の多さ等の利便性、また新幹線が

停車する駅であることを勘案して料金設定をいたしました。

車種
定期利用料金 (案 ) 一時利用料金 (案 )

lヶ 月 3ヶ 月 1日・ 1回

自転車 1 900円 5,400円 100円

原動機付き自転車 (1 2 5cc以下) 2,800円 7,800円 150円
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田村駅東駐車場定期利用料金の設定根拠

ア 施設近隣で営業されている月極駐車料金との均衡を考慮し、民間事業者の圧迫に

ならないよう配慮しました。

田村駅東駐輪場一時利用料金の設定根拠

ア ワンコイン利用 (100円 )とすることで、気軽に利用していただける利用料金体

系とし、駅周辺の不法駐輪の防止に努めることとしました。

田村駅東駐輪場定期利用料金の設定根拠

ア 利用期間 (2段階)に応じ、長期利用契約になるにつれ、割引率を高く設定いた

しました。

イ 利用者の利用頻度 (月 利用回数)に も違いがあるが、一時利用よりも、定期利用

を申し込みした場合、メリット (優位性)が生まれるようにバランスを考慮いた

しました。

(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。

施設を気持ちよく快適に利用していただくため、長浜市営駐車場条例、長浜市駐輪

場条例、長浜市営駐車場条例施行規則、長浜市営駐輪場条例施行規則および建物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律 (ビル管理法)等の関係法令を遵守し、施設の快

適な利用を図るため、その美観を維持し、施設設備の保守点検及び必要な修繕を行い、

その性能を維持することに努めます。

また、除車、清掃、剪定業務についてはセンターの主要業務として、年間契約額の

約半数を占める受注実績があり、その豊富な人材と経験を生かし、公の施設にふさわ

しい維持管理に努めます。

可、施設の運営に関する業務

ア 駐車場の利用客が多く見込まれるイベント開催時等には、駐車需要が駐車場の処

理能力を上回り入庫待ちの車列が発生し、渋滞を助長する恐れがあるため、管理

人配置を増員し適切な誘導を図ります。

イ 施設を安全かつ安心して利用していただけるよう施設設備を整えることが重要

であるととらえています。防犯灯や防犯カメラ設置などにより防犯対策は十分に

配慮された施設ですが、一部死角となっている空間もあるため、非常ベルの設置
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防犯カメラの増設などにより誰もがより安全に安心して利用できるような一層

の改善をいたします。

2、 建物設備・機械設備の維持管理

ア トイレ、給排水設備、電気設備、非常用電源設備、防犯カメラ及び録画設備など

施設運営における必要最低限の設備については、利用者が不満を感じることのな

いように日常・定期 。法定点検を実施しその性能の維持に努めます。

① 日常的に設備の運転監視・巡視点検を行い、施設を安全に保ちます。

② 定期 。法定点検については、関係法令の規定に従い、専門の有資格者が行い

ます。

イ 利用者が施設に対するクリーンなイメージを持ち『機会があれば再び利用した

い』と思えるような施設設備の維持に努めます。具体的にはトイレの落書き、外

壁材の浮き、ひび割れ、はがれ、かびの発生等の状況を随時点検し、修繕・補修

の必要があると判断した場合には、速やかに原状回復に努め利用者の立場に立っ

た施設サービスを目指します。

3、 備品等の維持管理

ア 施設内備品については備品台帳で管理し、破損、更改、紛失などの移動状況を記

録し、必要な物を必要なだけ備えることができるよう適正管理を行います。

イ 消耗品についても消耗品受払簿で管理し、トイレットペーパーなどが不足し利用

者に不便をきたすことがないよう最善の注意を払います。

4、 植裁の維持管理

ア センターでは造園経験者や熟練経験者からなる剪定班が剪定活動をしてお りま

す。樹木に対する知識 (病害虫対策)や樹木を仕立てる専門的な技術を備えてお

り、施設利用者が気持ちよく施設を利用していただけるよう適切な緑地管理をい

たします。

5、 清掃・除雪業務

ア 施設の快適な衛生環境を保つため、日常清掃は日課業務として就業会員が担当

し、定期清掃にはセンターの清掃班に従事していただき、日々培っている清掃ノ

ウハウを生かし、トイレや照明器具、その他の備品について汚れがない状態を維

持し、外溝についてもゴミや煙草のポイ捨てがないクリーンな施設を保ちます。

イ 気象情報には細心の注意を払い、降雪のあった場合には、速やかに除雪作業を行
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います。駐車スペースの確保と同時に駐車場歩行者の安全確保と事故の防止に努

め、敷地内の凍結による転倒事故を防止するため、必要により凍結防止剤の散布

を行います。

6、 保安業務

ア 施設の管理人不在時 (夜間)および施設休業日館日の警備については、警備会社

と警備委託契約を並びに機械警備で対応し施設設備への被害を未然に防止いた

します。

7、 防災・危機管理等

施設利用者の生命と財産を守るため、事件・事故および火災等の人的被害並びに地

震、雷による停電等の自然災害を未然に警戒・予防し、有事の際には迅速かつ冷静に

事態の収東が図れるよう以下のとおり防災体制を整えます。

ア 火災予防等の責任体制を明確にするため、防火管理者を選任し、危機事象が発生

し又は発生するおそれがある場合に備え、防災に関する消防計画を作成し、火災、

地震などの災害時に利用者の生命と財産を守るための避難誘導体制を確立いた

します。尚、避難誘導などについては「長浜市地域防災計画」に準じ対応するこ

とといたします。

イ 当施設では精算機で現金を取り扱うため、盗難などには十分気を付け、金庫に収

納するとともに速やかに金融機関へ振り込むことといたします。又、職員による

横領など不正経理ができないよう、職員同士による牽制事務処理体制を整え、不

正行為を未然に防止いたします。

ウ 防火管理者は施設利用者の生命と安全を守るため、消防法第 8条の 2の 2の規定

に基づく施設の点検を実施し、避難誘導灯の玉切れの確認、消火器使用期限のチ

ェック等を行い、利用者が防災対策に十分配慮している施設であると認識してい

ただけるよう、防災設備等を最良の状態に維持します。

工 不審者や不審車両を発見した場合には、直ちに警察に通報し、施設利用者の安全

確保に努めます。

オ 職員が使用する携帯電話には「長浜市防災メール」の受信設定をし、最新の防災

情報の収集に努めます。
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力 長浜市シルバー人材センター「安全委員会」並びに「安全適正就業推進員」が定

期的に就業現場を巡回し、安全パ トロールを実施いたします。第三者の視点から

日々の業務についての防災、危機管理に対する問題点を洗い出し、継続的に改善

いたします。特に 7月 は「安全適正就業強化月間」とし、強化パ トロールの実施

や職員による防災訓練を実施いたします。

また、「ヒヤリ・ハットレポー ト」を作成し、施設運営上の危険、不審者情報な

ど重大な事件・事故につながる前の軽微な危険を予知し、職員同士のミーティン

グにより危機意識の共有をいたします。

キ 就業中及び途上の事故などについては、センターが加入する「シルバー人材セン

ター傷害 。賠償責任保険」で対応いたします。過失などにより市民及びその利用

者に被害が出た場合に賠償責任保険による賠償を行い、賠償内容は、施設・業務

リスク、製造物・完成作業リスクとして対人・対物 1事故 5億円を契約していま

す。同様に、就業会員にも団体傷害保険に加入し同保険で対処いたします。

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。

基本方針 (プライバシーポリシー)

センターは個人情報の管理を事業運営上の最重要事項と捉えております。

そのため、個人情報保護のための適切な管理体制とルールを確立し、個人情報の取

扱いに関して十分留意し、ルールに従い徹底した個人情報の管理を図ります。

ア、個人情報として対策が必要とされる書類

・利用者台帳

・事故報告書

・拾得物

・監視カメラの映像

イ、個人情報に対する留意点

利用者台帳などには、利用者個人の住所、氏名、電話番号などの個人情報が記載さ

れているため、管理体制を厳密に運用 (鍵のかかる書庫に保管)し、部外者に流出し

ないようその保管と管理を徹底いたします。

個人情報書類の破棄にあたっては、保存期間を定め、直接公共処分場へ持ち込み適

正に処分いたします。
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監視カメラに記録された映像には個人情報が含まれているため、その取扱いには十

分注意を払う一方、利用者との トラブルを避けるため「当駐車場では、事故防止及び

防犯目的のため監視カメラを設置しています」等の表示を行います。

ウ、法令連守

センターは、個人情報 (特定の個人を識別できるもの)を取 り扱う際に、個人情報

の保護に関する法律をはじめ、長浜市個人保護条例その他の関係法令及び内部規程

(長浜市シルバー人材センター個人情報の保護に関する規程)を遵守いたします。

そのため、個人情報管理責任者を選任し役職員及び会員に対し教育 。研修を実施い

たします。

工、内部監査の実施

定期的な内部監査を実施し、個人情報保護に関する規程他ルールに則った管理に努

めます。

オ、個人情報の第二者提供

センターは、法令により認められた場合を除き、利用者本人の同意を得ることなく、

第三者に個人情報を提供いたしません。

力、個人情報の事故対応 (安全管理)

センターは個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの

リスクに対して合理的な安全対策および是正措置を講じます。万が一、情報漏えいに

より、第二者に損害を与えた場合には、センターが加入する個人情報漏えい保険で対

応し、リスク軽減措置を講じます。

(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。

環境基本方針

センターでは、環境の保全が人類共通の課題であることを認識し、役職員ならびに

会員は環境負荷の低減に努め、日標達成状況を評価するため、「計画」「実施」「点検」

「評価」という環境マネジメントサイクルに沿って、以下のとおり実施いたします。

ア、職場研修の実施

環境への配慮が喫緊の課題となっている背景と必要性及びその具体的な取 り組み

等について、職場研修を実施し、周知徹底を図ります。
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イ、グリーン調達

事務用品などの購入に際しては、グリーン購入法の精神に則 り、より環境に配慮し

た製品の購入に努め、再生素材を使用し分別しやすい設計になっている環境に配慮さ

れた事務用品 (エコマーク商品)を購入いたします。事務用 OA紙には可能な限り再

生紙を利用し、またバタフライマークなどの刷 り込みがされた印刷物の購入に努めま

す。

ウ、社会貢献活動の実施

月 1回、通常の清掃業務以外に、施設周辺の清掃奉仕活動を実施いたします。

「毎年 10月 第 3水曜日「シルバー環境美化の日」には、施設従事会員を中心に清掃

ボランティアの実施と、毎月発行している「事務局だより」にて社会貢献活動の推進

を呼びかけます。

工、エコ活動

1、 ごみの分別区分 (湖北ルール)に従い、ごみの分別処理を推進します。利用者に

は極力、各自がごみを持ち帰っていただくことに協力をしていただくため、啓発

看板 (チ ラシ)により呼びかけていきます。

2、 入庫待ち渋滞の解消により、C02発生を抑制するとともに、車両に対しては、ア

イ ドリングストップを啓発いたします。

3、 事務所内での適正温度の冷房とエコスタイルでの勤務を励行いたします。

(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。

センターが行う業務運営において危機事象の発生を未然に防止し、又は発生した場

合に被害を最小化するため、迅速かつ冷静に事態への対応に努めます。危機管理責任

者は危機管理対策本部を設置し、危機事象が発生し又は発生するおそれがある場合に

は緊急連絡体制に基づき関係行政機関 (長浜市、警察、消防、保健所、医療機関、滋

賀県シルバー人材センター連合会等)と密接に連携し事態の収束に努めます。

ア、利用者のサービスに対する不満

管理員による不適切な言動やサービスに対する不満が起きないよう職員教育を徹

底するようにいたしますが、万が一起きてしまった場合は、センターの責任で対応・

解決し、関係各位にご迷惑をお掛けしないようにいたします。
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イ、第二者の不法行為

駐車自動車に対する車上狙いや施設への破壊・汚損など事故が起きないよう十分注

意し、頻繁に場内の監視及び巡視を行いますが、起きてしまった場合は、応急措置を

講じたうえ直ちに報告いたします。

ウ、利用者同士の トラブル

自動車同士の接触事故や歩行者と自動車との接触事故などが起きてしまった場合

には両者の話し合いの推移を見守り、状況によっては所轄警察署に通報いたします。

工、駐車場の管理運営上の トラブル

営業時間や駐車料金に対する不満、満車に近い状況で入庫した際、空車室が見つか

らないで場内を迷走することに対する不満などに対しては、関係条例や諸規定を利

用者に分かりやすく説明し、納得してもらえるよう粘 り強く対応いたします。また、

管理員の誘導訓練を日常的に行い、お客様が不満を感じることがないようにいたし

ます。

オ、火災の場合

施設内外の火災については、直ちに初期消火を行い施設に利用者がいる場合には、

避難誘導を行うと共に、消防等の関係行政機関へ連絡いたします。

力、自然災害の場合

地震や風水害などが発生した場合には、危機管理責任者は、最新の防災情報の収集

に努め、危機管理対策本部で対応を協議し、地域住民およびその利用者の生命と財産

を守ることを最優先に救助活動を行います。

キ、その他施設内及び周辺事故の場合

事故発生時には、緊急連絡体制に基づき通報すると共に、怪我人や病人が発生した

場合には、救急車の要請と応急手当の処置を行います。

また、盗難事故、物損事故の場合には、現場の状況を記録すると共に危機管理責任

者並びに安全担当者が急行し、事態の収束に努めます。

ク、 しょうがい者などへの避難誘導

しょうがいを持っておられる方が、安全かつスムーズに避難ができるよう、日頃の

防災訓練では、障害疑似体験による訓練も行います。しょうがい者の視点で非常災害

時の危機を自らの身をもって体験することで、職員がとるべき冷静な対応を身につ
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け、利用者の安全を守ります。

また、高齢者や子どもさんが利用された場合に、容態の急変に対応し怪我などの処

置が行える一時救護所体制を確立いたします。

ケ、緊急時の連絡体制について

「緊急時の連絡体制」のとおり

日 緊急時の連絡体制

「 Xヨ1限

報告・指示 連 絡

] 報告・連絡

!

華長告・指示
対応協議

―

！

―

―

―

↓

手旨承

齢

通 報

報告 報 告

報 告
対
　
応

報 曽

報善

革F留争
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(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

1

施設名 長浜駅西駐車場

所在地 長浜市北船町 111-8

管理運営方式 直 営 ・d畿 督弾>委 託 ・その他

管理運営期間 平成 21年 4月 1日 ～平成 29年 3月 3+日

管理者 長浜市シルバー人材センター

2

施設名 長浜市田村駅東駐車場

所在地 長浜市田村町 1110

管理運営方式 直 営 ,G定管理)・ 委 託 ・その他

管理運営期間 平成 21年 4月 1日～平成 29年 3月 31日

管理者 長浜市シルバー入材センター

3

施設名 長浜市田村駅東駐輪場

所在地 長浜市田村町 1110

管理運営方式 直 営 ・G定 管理)委 託 ・その他

管理運営期間 平成 21年 4月 1日 ～平成 29年 3月 31日

管理者 長浜市シルバー人材センター

4

施設名 お旅駐車場

所在地 長浜市元浜町 12-38

管理運営方式 直 営 ・指定管理 (委 丑)その他

管理運営期間 平成 28年 4月 1日 ～平成 29年 3月 31日

管理者 株式会社黒壁

5

施設名 中央駐車場

所在地 長浜市元浜町 7番 5号

管理運営方式 直 営 ・指定管理 Q委 託)その他

管理運営期間 平成 28年 4月 1日 ～平成 29年 3月 31日

管理者 長浜まちづくり株式会社

6

施設名 長浜駅自転車駐輪場

所在地 長浜市元浜町 7番 5号

管理運営方式 直 営・指定管理 (委 託),その他

管理運営期間 平成 28年 4月 1日 ～平成 29年 3月 31日

管理者 えきまち長浜株式会社
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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。(例 :女性・若者の参画、資材等の地元調達など)

指定管理者として 8年間の管理運営実績 と信頼

センターでは、長浜駅周辺駐車場及び駐輪場の指定管理者として 8年間にわたり、

大きな トラブルもなく今日まで管理運営することができました。

また、市内事業所などから委託を受け、駐車場及び駐輪場にかかる管理業務に多く

の会員が就業しています。

利用料金の値下げの効果や、親身なお客様対応も評価され、利用実績も右肩上がり

に伸びてきました。また、施設への必要な設備投資 (照明 LED化、防犯カメラ増設)

も行い、利用者が安心して利用できる環境づくりにも腐心してきました。

今後においても、これまでの管理実務で得た経験をもとに、客様に対して誠意と責

任をもってサービス対応に心掛け、便利で安心して利用できる施設運営に努めていき

ます。

1億総活躍社会を支える高齢者の就業機会の創出について

平成 27年 2月 の施政方針演説で、安倍総理は「高齢者のみなさんに多様な就業機

会を提供いたします。シルバー人材センターには、更にその機能を発揮してもらいま

す。」と発言されました。

現役世代が減少するなかで、社会への支え手、担い手としてシルバー人材センター

の役割に期待が集まっています。国は、平成 27年度に地域における大手不足に取り

組む「高齢者活用 。現役世代雇用サポー ト事業」をシルバー人材センター事業予算と

して新たに盛 り込みました。また、介護保険法の改正により、要支援者を対象にした

「介護予防 。日常生活支援総合事業」が平成 28年度から長浜市でも始まりました。

当センターも、これら多様な生活支援のニーズの担い手として体制作 りを進め、育

児支援分野や介護支援分野など、女性会員がますます活躍できる就業機会の創出を目

指し、さらなる就業機会の創出により地域の期待に応え、高年齢者の社会参加を支援

いたします。

1

2
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3 介護予防に繋がる虚弱高齢者の就労体験場所としての提供

虚弱な高齢者が、自宅に閉じこもるのではなく、社会への参画機会により自立した

生活が送れ、就業 (就業体験)を通じて元気高齢者への移行は、地域福祉の増進と医

療費 (介護費)の削減にもつながることとなります。

センターでは、長浜市社会福祉協議会と「就業による介護予防」のスキームを検討

しており、駐輪場管理もふさわしい就業体験の場所であると考えています。

センター会員がこうした高齢者を受け入れ、一緒に就業体験 (就業指導)を し、本

人が、働く喜びを通じて、シルバー人材センターヘの入会・就業によることで、介護

予防の取 り組みとして位置付けます。

変動納付金 (納付率)の設定理由からセンターの経営方針

～駐輪場オー ドメーション化について～

シルバー人材センターは「自主・ 自立・協働・共助」を基本理念とした営利を目的

としない公益法人であり、センター会員は「福祉の受けてから社会の担い手」となる

べく、地域社会の日常生活に密着した仕事を通じて、長年お世話になった地域社会に

奉仕・貢献する姿勢で仕事に臨んでいます。

こうした、地域の高齢者に対して就業機会の確保提供することがセンター公益目的

事業であり、指定管理を通じて駐車場及び駐輪場の就労先を確保できることが最大の

利益となります。

変動納付金 (納付率)を 90%に設定した理由について、一つ目には、収益を目的

とした事業を行う団イ本ではないことがあります。二つ目には、就業会員の就業単価に

ついては、最低賃金の変動に合わせて、配分金を改定する必要があり、向かう5年間

の賃金上昇を見込んでその対応財源として 10%の収入といたしました。最後には、

田村駅東駐輪場の管理には、管理人の配置が必要な面がありますが、出入庫をオー ト

メーション化できることで、今まで以上に、利用者の利便性と効率良い施設提供業務

ができることになります。収支の状況も勘案しながら、こうした設備投資への実現可

能性について専門業者とも協議を重ねながら検討していきます。

4
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