
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。

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。

滋賀県指定無形民俗文化財 「丹生茶わん祭」の保存伝承 と後継者の育成を図り、郷

土め歴史文化に関する展示や資料の保存収集、および調査研究を行いその活用を図る

ことによつて、郷上の伝統行事や歴史的文化の保存継承(郷土文化の振興に貢献しま

す。また(施設の維持管理の徹底を図 り、安全で快適な施設 となるよう努めます。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。
/令

丹生茶わん祭保存会は余呉茶わん祭の保存伝承と後継者の育成を図 り、郷土文化芸

能の振興に寄与することを目的として昭和 56年に設立 しました。

当該施設の設立目的と当保存会の設立目的は一致 してお り、平成 21年度から当保

存会が指定管理者 として管理運営してお り、引き続き指定管理者になることにより今

後も「茶わん祭」が伝承されているものと考え希望いたします。

2 組織体制i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 館長  1忘 (非常勤)   ヤ

受付  2名 (開館 日交代勤務)

2 「茶わん祭の館運営委員会」10名

「茶わん祭の館運営委員会」を設置 し、当施設の管理運営を行つています。

開館 日は、事務員を 1名配詈生 (2名が交代)し、入館者の封応や館内の清掃を行い

ます。

又敷地が広 く、樹木等も多いのでt原員12か月に 1回、運営委員及び地元住民によ

り車刈 り、車取 り及び樹木の剪定を行います。

駐車場に設置 されている外便所の掃除は、2人の担当で 1週間交代で毎 日実施 しま

す 。
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(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。

「お客様紺応マニュアル」を作成 し、利用者に気持ちよく施設を見学していただ

けるよう職員研修を行います。また、余異の暮 らしや茶わん祭 。地域文化等に関す

る学習に意欲的に取 り組みます。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

館長 庶務 。会計 防火管理者 非常勃 開館 日。施設清掃 日

委員長 施設の管理運営総括 非常勤 施設清掃 日

副委員長 委員長補佐 非常勤 施設清掃 日

委 員 施設の管理運営 非常勃 施設清掃 日

萎員 窓口・館内等清掃 非常勃 F堀館 日 (交代)

地元住民 敷地除草 非常勃 施設清掃 日

オ関が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

橋が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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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。

当施設の主たる目的は、地域の伝統文化の保存伝承であることから、しゃぎりや舞

等の練習場として活用を図り、展示衣装等の虫千 しを実施 し備品の管理に努めるとと

もに、定期的に曳山曲飾 りの交換を実施するなど曲作 りの技法の伝承にも努めます。

事業 としては、祭及び地域文化をテーマとした研修会 。講演会等の実施や地域の暮

らしに関する研修、地域に残る写真を集めた写真展等の実施に努めます。

また、施設周辺に所在する上丹生薬師堂 (県指定有形文化財建造物)や上丹生薬自市

堂安置の本造薬師女H来立像 (目指定重要文化財)等の拝観 と併せたPRを行い利用促

進を図 ります。



年度 利用者数 積算根拠

平成 29年度 500人 一般 300人 。団体 200人

平成 30年度 700人 一般 400人 。団体 300人

平成 ol年度 1,000人 一般 500人・団鉢 500人 ※祭開催年

【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とヽc

室町時代以前の中世から続くと云われ、地域の誇 りである「茶わん祭」の関係資料

を中心に展示 された施設であることから、運営委員はもとより地域住民全員が館の管

理運営に関心を持つています。こうしたことから、自治会、各種団体及び多 くの住民

が当施設に協力 していただいてお ります。

俗)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。

館のホームページや保存会のフェイスブックなどを活用して、PRを行います。

また、他の地域で開催されるイベント等にも積極的に参加し周知に努めます。

更に、茶わん祭の開催が最大の PR Iこなると考えられるので、 5年毎に開催できる

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。

4 サービス向上等

(1)利用者等からのニーズの;巴握方法を提示 してください。

定期的に利用者アンケエ トを実施しています。

又、館内に「見学者らくがきノー ト」を置き、自由に思い等記入していただきます。

窓口では、利用者に集顔で接し親切に弐慈することにより、利用者のニーズを把握

しています。

(2)利用者等からの苦構等に対する対応について提示 してください。

警情が発生 した場合員「刻紺応を心がけます。また、発生 した苦情については、運営

委員等関係者全員で共有 し再発の防止に努めます。
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(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。

敷地や館内の清掃を徹底すること、特に外 トイレも含め トイレ清掃には力を入れま

す。また、「お客様対応マニュアル」を基本に、不ll用者の思いに沿つた対応ができる

よう研鑽を積みます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してくださャヽ。

S 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費削減のための取組について提示してください。

と電気やエアコンは利用者の状況を見極め、節電に努めます。

・施設の管理運営業務委託料の見直しを行います。

・敷地内清掃の草刈機・除車奏I」V費霧器 '車搬出用軽トラック等の借用について、運営

委員に協力をお願いします。

・簡単な修繕については、地域の大工仕事に優れた人材にお履いします。

。駐車場の除雪や花壇の管理等は自治会の協力を得て行います。

(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。

希11用料金 (案)

(利用料金の設定根拠)

1長浜市郷土資料館条例に基づく

(3)維持管理業務 (清掃 五保守点検 B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〕

・館内の清掃は、日常的には,ょ目館 日当番が床の掃除機かけ 。■ップかけ、ガラス拭

き、トイレ清掃等を行います。年に 2回程度運営委員により高所のガラス拭きや屋

外等の嫉H亀朱の巣取り等を実施します。

区分 単位
使用料

個人 団体

入館料

二
般 300円 240円

児童・生徒 150円 120用

多目的室 1時間 200円
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・敷地内の清掃は、概 ね 2ヶ 月に 1周程度運営委員 が草刈 ,樹木の剪定・ 除

草斉l散布等笑施、また、地域の方にお願いして車取 りを行います。

・駐車場に設置 されている屋外便所は使用頻度も高いため、毎日実施 しします。

〔保守点検〕

・法に基づき、業者による消防設備点検を実施 します。

・ 建物 の破 損 箇所 (雨 漏 り、壁 の汚れ 、水道)の点検や L落 具 の点検 は、

運営委員の出役時に行います。

〔警備〕

・警備保障会社による機械警備を行います。

。ファックスや郵便物の確認 もかねて、毎 日 1度は館 内に入 り異常の有無 を

確認 します。

イ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 その他

(1)不ll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。

余呉茶わん祭の館の管理運営にあたつては、「長浜市個人情報保護条例」を遵守

します。利用者に直接関わる関係者には、個人情報の保護に関する注意点等十分に

理解 していただくよう努めます。

また、日直 (窓 日)業務を行 う担当者への研修を行うていきます。

(2)施設あ管理運営における環境に配慮した取経を提示してください。

極力除章剤の使用を控え、施設の清掃等は地域の人たちの入力で行つていきま

す。集落の玄関口に位置 して集落のシンボル ともいえる施設なので、集落の景観 と

マ ツチした施設 となるよう適正な管理に努めます。

(3)防災、防犯そのた緊急時 (災害・事故等)の紺応及び危機管理体制について提示 してください。

消防施設の点検や等備保障については専門業者に委託 して行います。

緊急時の連絡等は、緊急時連絡牽隠を通して連絡します。

また、運営委員に対して緊急時め姑応や連絡方法等の場を設定していきます。

今後は、余呉茶わん祭の館危機管理マニュアアレの作成に努めます。
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(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入 して下さい。

該当ありません。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を f乍成 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。

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。 (柳l;女性・若者の参画t資材等の地元調達など)

「余呉茶わん祭の館」は、丹生ダム地域整備事業の二つとして、丹生ダム建設後の

観光客を見込んで地域振興の一環 として整備 されました。しかし、今般丹生ダム建設

は中止する旨国から示 されました。

年々過疎化が進む地域にあつてはますます厳 しい状況であり、当施設の運営も同様

でダム建設後の入館者の増加を期待 してお りましたがその夢を絶たれてしまつた状

況であ ります。

こうした状況に中(これまで平成 21年度より指定管理者 として当保存会が管理運

営を行つてきましたが、特に冬期間は豪雪地域である当地での運営は除雪等非常に厳

しいものがあり、また入館者 も殆 どない状況であります。

うきましては、冬期間 (12月 ～ 3月 )は閉館 し、自然豊かで歴史文化的な施設の

多い当地域への観光者等 (登山・観音様拝観者・釣 り人 。自然散策者等)の入館の利

便を増やすため春 。夏 。秋の三シーズンヘの開館振替を提案 します。

更には、5年毎に開催 してきました「茶わん祭」も地域の過疎高齢化により子供・

若者層が著しく減少 してお り久回 (平成 31年)開催が危惧 されてお ります。

特に小 。中・高生の確保が厳 しい状況であり地区外からの協力を求めないと厳 しく、

このままです と絶えてします状況にあります。こうした状況から、先ずは理解 してい

ただくためにも地域の文化 (祭)を学べる場 として児童・生徒・学生達の施設不ll用 を

図りた く関係者の皆様の協力を求めます。
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