
様式第 2号

事業計画書

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。

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。

長浜市由根地区にゆかり?五人の先人 (相応和尚・海北友松・片桐ユ元 。小堀遠州

小野湖山)偉業を展示等で判り易く紹介し、かつ五先賢のそれぞれの実績にちなん

だ事業を企画することにより五先賢の生き方を学びその遺徳をしのぶ。

上記の歴史学習の拠点として、また地域活性化への貢献もできるよう、魅力的な館

になるよう利用者の視点に立った運営を行う。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

運営体は「五先賢の館 運営委員会」で田根連合自治会・田根老人クラブ連合会・

田根まちづくり委員会 。田根郷土史研究会・田根ノム`民館など田根学区住民が主体

となり構成 している。五先賢の文化を住民が理解 し誇 りを持つて広く発信 してい

くこと、また観光事業の一環としても運営を行い田根地域の活性化を目的とする。



2 組織体制 a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名     管理 運営

管理人 1名    運営

2.五先賢の館 運営委員会 19名  計画 運営助言

運営委員長   田根連合自治会 会長

運営委員構成  田根老人クラブ連合 会長

〃      田根郷土史研究会 会長

〃      田根町づくり委員会 委員長

〃      田根公民館 館長

〃      田根地区住民代表 14名

3.長浜城歴史博物館  運営指導

(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 a能力等 庭用形態 勤務形態

館 長 館運営全般 食品衛生責任者 常勤 9時～17時

管理者 経理、清掃、来館者応封 パー ト

(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。

従事員 (館長、管理者)は五先賢の館の使命を果たす為、館の維持管理、五賢人

の学習、地域歴史発掘、地域歴史発信など多岐に渡り意欲的に取り組む。
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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。

五先賢にまつまる文化活動 (案 )

1.相応和尚          ヽ

・座禅教室

ぬ立禅・吹き矢教室

2.海北友松

・墨絵教室

3,小堀遠州 遠州流茶遭

・茶道教室

第 2土曜日  9時 30分～ 16時
。子どもお茶教室 指導 遠州流茶道浅井支部

年間6回  13時 30分～ 15時

・出前お茶教室 小学校、各施設 催事他

小堀遠州四酔会の速営  事務局

小堀遠州講演会

臨地研修

近江孤鰹庵での音楽イベント

清掃奉仕作業

4`小野湖山

・軸の解読

5.五先賢事業

・五先賢学習  田根小学校、浅井中学校

・企画事業 企画展 平成 29年度相応和尚、小堀遠州

。一日回峰行 毎年 5月  11月 に開催

毎回工夫 して取 り組んでお り、魅力ある教室を継続 していくことを目標 とする。
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【逮成目標】

(2)地域・関係機関
`ポ

ランテイア等との連携にういての考え方や方策を撮示してください。

1.長浜市、長浜観光協会、北びわこふるさと観光公社企画今の参加

市広報紙 観光パンフレット 路肩立て看板の設置

2.長浜城歴史博物館

 ́ 企画展企画指導、五先賢に係わる資料の解析、講演会講師

3.地元田根地区

逮州流茶道浅井支都 お茶教室指導   ィ

田根老人会清掃作業       
｀

田根連合自治会 田根郷上史研究会 イベントの協賛開催

(3)施設おPRや情報機供など広報活動についての効桑的な取組を提示してくだ|い。

1.ホエム入―ジ ≪五先賢の館》       
｀

2・ 広報紙

。長浜城歴史博物館 友の会だより 毎月の行事掲載

。広報ながはま 教室、イベン トの案内

・市こどもながはま学 こどもお茶教室募集

・県におねっと  学習案内

。ゼットテレビ イベントの案内

3.公共施設等へのイベントチラン設置依頼 (郵送)

4.報道機関宛てプレス資料提供

年度 利用者数 積算根拠

平成 29年度 4,200人 企画展や教室、イバントの魅力ある継続開催を広

報していきたい。平成 30年度 4,300人

平成 31年度 4,500人
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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。

利用者に展示内容を丁寧に説明するなかで、どのような展示を望んでいるのか、

どのようなイベン トならば参加しようと思 うのかなどを自然な形で聞きとる。

(2)利用者等からの普構等に対する対応について提示してください。

苦情等には即刻対応し、当委員会だけでは対応が困難な場合は市と相談し対応に

あたる。

(3)その他サービスの質を維持・向上すoた oの取組について提示してください。

来館者に対して満足した応対が出来るよう自己研修々行う

歴史講凍会や研修会などに参加する

来館者アンケエ トから要望等配慮した対応を行う

来館者に懇切、丁寧な応対

館内外の清掃

利用者、市民のニーズ把握
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(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。

1.什器、備品の適切な取り扱い

2.空調機の温度設定を (目 安は夏28℃ 冬 20℃)抑えめに設定するが、

臨機応変に設定温度を調整する。

3.施設の不備等に早期に対処し管理する

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

1.清掃 館内の清掃は随時。庭園除草、芝生の管理は適切な対応をする。

毎日:館内清掃、館外ごみ拾い

毎週 :ト イレ清掃

月 1回 :庭園除草、芝生手入れ、広場革刈り、ガラス窓拭き

年間通じて :葉ガリ 床ワックス

2.消防や館設備は法令定期点検など行う。

3.警備は開館時は不審者、不審車両には気を付ける。夜間の警備は戸締りを確実

に行い日本警備保障に委託している。,

4.不審者、不審車両と気付いた場合は駐在所に連絡を入れる。
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(1)利用者め個人情報を保護するための取組を提示してください。

取得情報の日常の取り扱いに十分配慮し、媒体の厳重な管理を行 う。

(2)施設の管理還営における環境に配慮した取組を提示してください。

電気使用量削減など

ごみの削減に努める       。

(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撮示してください。

多くの事案が考えられるが地震等、利用者の安全確保に配慮する

従事員 (館長、管理人)は素早く適切に対応し、早期解決を図る

①避難誘導安全確保      、

②消防署 警察への連絡

“

)同様・類似の業務の実績等があれば、奮E入 してください。               ヽ

獣害による板害 (猿、モグラ、イノシン等)で雨樋の補助具や振動発振機を庭

園に設置した
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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ド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:屈達など)

伝統文化 (茶道 座禅 立禅吹き矢道 五先賢学習)を気軽に、楽 しく学ぶことが

出来る館としてさらに充実 した運営をしていきたい。

通年継続事業

1.茶道    ′

一般茶道教室  毎月 1回   10人 (遠州流茶道浅井支部)

お茶出前教室 田根小学校等、各福祉施設訪間、催事茶会等

こどもお茶教室 年間 6回 各 15人程度 13時 30分～ 15時

団体来館時希望者に呈茶 (要予約)

2.座禅教室

4月 ～ 11月 (8月 除く)月 1国 各 15人  9時 30分～ 12時

3.立禅 。吹き矢道  会員 10人

毎週金曜 日 9時～ 12時     
′

4.五先賢学習  27年 度

田根小学校  1年生 五先賢のカレンダー創 り

2年生 小野湖山の書道

3年生 海北友松の墨絵

4年生 相応和尚の座禅

5年生 小堀遠州のお茶

6年生片桐且元生誕地訪ねる

あざい子ども認定園  お茶体験 年長組 150人
浅井中学校  1年 生 お茶体験      (平 成 27年度実績)

5.小堀遠州四酔会の事務局

講演会

近江孤筵庵演奏会

臨地見学会

増

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。


