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(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。

国の名勝に指定された庭園が見どころの慶雲館は、明治天皇昭憲皇太后行幸啓

の行在所として建設され、その後も長浜の迎賓館としての役割を果たしてきまし

た。本会は平成 29年に130年を迎える施設を3年前から指定管理者として運

営 。管理してきており、長浜のめざす国際文化観光都市として捉まえていますと

慶雲館は日本文化を凝縮した建築物であり、長浜盆梅展の会場になっています。

慶雲館は賓客を迎えるだけの建築物ではなく、様々な人々が交流し、情報を共有

する文化サロンでした。本会は慶雲館を単なる有料観光施設 としてではなく、長

浜における現代の人と文化の交流拠点、そして日本文化の情報発信拠点をめざし

て運営.します。      |
特に長浜盆梅展は、長浜曳山まうりとともに長浜市民の誇 り、そして都市のシ

ンボルであり、最重催事に位置づけます。

近年の観光客はインバウンド事業の推進により、外国からの観光客の誘致を図

ります。また、この数年団体客が減少し、個人客が増える傾向にあることから、

さらに個人客の一層の誘致を図ります。明治期に建てられた由緒ある慶雲館と名

勝庭園を活用したユニ▼クベニューを展開し、慶雲館の知名度を高めていきます。

また、慶雲館正面の長浜鉄道スタエアも本会が指定管J里業務を行っており、慶

雲館と合わせた一体的な運営と広報宣伝を行います。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。                _
慶雲館と長浜鉄道スクエアは長浜を代表する施設で一体的な管理運営が行え、

相乗効果が得られると考えます。          ィ

本会は、20年以上にわたり盆梅の育成管理を担ってきましたとその結果、

市が直接管理していた頃に比べ、盆栽としての質は、飛躍的に向上したもめと

自負しています。本会の主任盆梅管理人は「日本梅の会」の常任幹事を務め、

梅や盆栽の世界では厚い信任を得ています。こうした盆梅の管理育成の技術や

ノウハウを保有するのは本会以外になく、本会が担うべき事業であると考えて

います。

また、本会は長浜市の観光事業を推進する公益法人であり、長浜の最重要催

事である長浜盆梅展の開催は本会が担当すべき業務であると考え、指定管理を
｀

希望するものです。



雇用形態 勤務形態資格・能力等

随時正 規申種防火管理者

担当業務内容

管理運営の事務責任者

役 職

事務局長

通常勤務

8:30工 17: 15
正 規甲種防火管理者

管理運営および経営

ならびに盆梅展の統括
館  長

晉」造時甲種防火管理者
管理運営の

事務的担当者

主  査

通常勤務

8:30「17: 15

正 規

上E規
甲種防火管理者

施設および盆権の管理主  事

非正規 随時経理および庶務事 務 員 (2名 )

常時 2名

1名 は 8:45-17:15

1名 は 9:00-17:00

非正規入館受付、館内清掃

庭園清掃、展示説明

管  理 (6名 )

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

慶雲館の管理と通年公開展示おふび盆梅の管理と盆梅展開催のため、アドバイザ

ーを配置し運営会議を開催します。また、通常の管理では職員を配置する他、事務

局には施設利用受付や支援体制などの連携を図るため職員を配置します。

(2)管理運営に係る職員弔置を提示してくださいぅ

アドバイザー

役  職 担当業務内容 資格・宿と力等

慶雲館アドバイザー

(2名 )

盆梅

ア ドバイザー

(4名 )

展示の助言と指導 西ケ|1英敏氏 (元美術館長)

西島進一氏 (元長浜市役所部長)

盆権の育成管理

および展示指導

大坪孝孝氏 (元東京農業本学教授)

吉田雅夫氏 (元筑波大学教擬)

須崎輝男氏 (元東京都青梅高校教諭)

新海厚夫氏 (元中部盆栽組合支部長)

(3)大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。

慶雲館が、長浜における現代の人と文化の交流拠点、そして日本文化の情報発信拠

点となるよう「おもてなしJや日本文化についての研修が必要です。

ホテルの接客責任者を招いての研修や茶道へ・華道などの日本来化についての研修

を行います。

また、他の盆梅展会場を視察レ、展示や管理ついての研修をおこなう他、埼玉

県にある盆栽村や大宮盆栽美術館などと連携する中で、管理方法や企画展示につい

て学びます。さらに、長浜城歴史博物館の農示を見学するなど、地域の摩史について

も研修 します。

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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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。    .

既存の展示に加え、新たな展示やイベントを常に行い、施設の情報発信と観光

客の増加を図ります。また、さまざまなサークル活動の利用を促し、市民の交流

する場所とします。

～盆中岳関係の取り組み～        、

O慶雲館で定期的に盆梅育成講座を開催することにより、盆梅愛好家を増やし

ますと

○現在指定管理を受けている鉄道スクエアとの一体化により、慶雲館で鉄道槙

型の運転会や鉄道スクエアで市民盆梅の展示などをします。

O期間中に何度でも観覧できる盆権フリ▼観覧券をつくり、アリピーター 。フア

ンの増加を目指します。

O長浜市民への割引券を配布し、盆梅に親しんでいただきます。

○鉄道スクエアや慶雲館の表門から建物までアプロ▼チをイルミネ▼シヨンで

飾るなど、夜間盆梅今の誘客に努めます。

○盆梅フォトコンテスト受賞作品の、ホテル、旅館、観光施設等で展示するこ

とにより、誘客を図ります。、

年慶雲館関係の取り組み～                 11!
○来年迎える慶雲館建設130周年に伴い、華道や茶道などの愛好会や市街地

で開催のイベントとの連携による展示会を開催します。 -1
0旧郷土資料館との連携による特汚l∫展を開催します。

O全国の趣賓館展や庭菌展の各種パネルの展示会を開催します。

○月見会などの季節的なイベントを開催します。

○各種会議や講演会等を誘致します。                  1
O華道をはじめ、盆栽・俳句・書道などに場所を提供し、作品の展示・被露を

おこないます。

○盆栽愛好会との連携で盆栽展を開催 し、季節の花を展示します。

～その他の取 り組み～                        、

○盆梅フオ トコンテス トに限らず、長浜の四季をテエマにしたフォ トコンテス

トや絵画 。つF句の募集をおこない、長浜地域全体の PRと 回遊性を図 ります。

また、その作品を展示 します。                
｀

○慶雲館や盆梅展の案内をはじめ、準備な どのサポー トを目的とした、友の会

の結成をめざします。
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年度 利用者数 積算根拠

平成 29年度
通年公開

盆梅展

18, 000人

5S, OOO人

通年公開、盆梅展ともに、過去の入館者数から

算出。

平成 30年度
通年公開 :18,

盆梅展  :55,

500人

OOO人

平成 31年度
通年公開 :19,

盆梅展  :58,

000人

00()人

平成 32年度
通年公開

盆梅展

19, 500人

58, 000人

平成 33年度
通年公開 :20,900人
盆梅展  :60, 900人

【達成目標】

(2)地域・関係機関・ボランテイ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。

lア)慶雲館通年公開

市内の各種サエクルと連携しヽ 講座などを慶雲館で開催いただくよう働き掛け

ます。さらに、慶雲館友の会をつくり、作品の展示説明や奉備を共に、地域文化

の拠点にしていきます。

(イ)盆梅展

長浜市の花であり地域の文化である盆梅は長浜の財産です。紙芝居や漫画本に

し、ボランティアとの連携で幼・小・中学校生徒に対して語ることで、地域に根ざ

した身近なものにします。

また、市民に広く親しんでもらうため、二年を通じて出張盆梅講座を行います。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての崩果的な取組を提示してください。

(7)慶雲館通年公開

企画展や展示会を頻繁に開催する他、映画等のコケ地として誘致を行 うことで、

情報を発信します。

(イ)盆梅展

宿泊・飲食・生産など観光関連業に精通した会員との連携により、早い時期か

ら情報発信します。

盆梅展の主な客層である高齢者が来訪する施設や孝ョ郵市部での観光展を開催 しま

す。また、PRの場所を開拓することで、幅広い客層の誘客に努めます。

(4)他の観光施設と連携した取組め予定があれば掘示してください。

慶雲館正面の長浜鉄道スクエアは、本会が指定管理業務を受けていることから、

近代化遺産である双方を連携させ、一体的な情報発信をします。

例えイよ、鉄道スクエアで盆梅展示を行い、慶雲館で鉄道スクエアに関する展不や

イベント開催を考えています。
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(1)利用者等からの二‐ズの担握方法を提示してください。

定期的なアンケートを行うほか、館内にご意見箱を設置し、お客様の二‐ズを

お聞きするとともに、施設内の不備などクレ‐ムも合わせて情報収集しますと

(3)利用者等からの苦惰等に対する対応について提示してください。

苦情の大小にかかわらず、利用者からのお話を十分聞き、理解が得られるよう

に丁寧な説明を行います。また、改善すべきことは早急に実施 します。

(3)その他サ‐ビスの資を維持・向上するための取組について提示してくださいよ

,利用者の方は、いろいろな目的をもつて来館されます。慶雲館の歴史や特徴、

また、長浜の歴史や他の観光施設の概要等を把握することで、お客様へのサービ

ス向上につながる。そのためには、定期的に接客も含めた職員研修を行います。

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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5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費舗減のための取組について提示してください。

本会は、平成 26年度より慶雲館を指定管理制度により運営 しています。

経費の中で多くを占める人件費について、事業の繁閑により管理要員の配置の見直

しを徹底します。

その他、長浜市と協議して建物内照明や盆梅展の展示照明をLED照明に切り替え

ることで、節電に努めます。

(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 観覧料及び使用料 利用料金 (案)

観

覧

料

慶

・雲

館

個人
一般 1人 300円 30n円

小中学生 1人 150円 15し 円

団体

(20人以上)

一般 1人 240円 240円

小中学生 1人 120円 120円

盆
　
梅
　
展

個人
一般 1人 500円 500円

小中学生 1人 200円 200円

団体

(15人以上)

一般 1人 450円 450円

小中学生 1人 180円 180円

使

用

料

恭 室 1時 F日号 500附 600出

梅
　
の
　
館

1階 展示室 1時間 2,400円 2,400円

2階

会議室 1時間 800円 800円

研修室 1時間 700円 700円

展示室 1時間 3,000円 3,OOO円

全館 1時間 6, 500円 6 500円

(利用料金の設定根拠)

長浜市条例に基づく料金諜定です。その中で、最大限のサービス向上と魅カアッ

プを目指します。

(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 。・・・管理人が館内と館外に別れて、毎日清掃をおこないます。

保守点検・ 。1日 1回(内外の見回り点検をおこないますも

警備・・・・夜間や休館時は警備会社に委託 し、異常に備 えます。

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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(1)長浜市の花であり、地域の文化でもある盆梅の認知度を高めるための取組を提示してください。

盆梅の紙芝居や漫画裁材本を作成し、(仮称)盆中患友の会などのボランティアと

の連携で幼 :小 。申学校生徒に説明するなどヽ地域に根ざした身近なものにし

ます。

また、一年を通じて出張盆梅講座を行うことで、市民に広く盆梅に親.しんでいた

だき■す。

(2)盆梅展に観光客を誘客するための取組を提示してください。

盆梅展の質を向上 させ ることが、一番大切です。

Oフォ トコンテス ト、句会、
｀
著名人による盆梅命名、プ レミアムガイ ドなどのイ

ベントを行い(誘客に努めます。

Oホテルなどの宿泊施設や街中の商業施設との連携により、フォトコンテス ト入

賞作品を巡回展示することで、盆梅展の広報宣伝を行いますと     
｀

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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(1)晨示できる盆梅へ育成するための取組について提示してください。

目先の展示だけでなく、100年先を見据えて育成に取り組みます。

地域の方をはじめ、全国の方からの寄員曽を受けるほか、由緒ある梅の木もしくは

枝を収集・接木するなど、早咲きから澤咲きの種類や珍種の梅を揃え、開花に合わ

せた展示と魅力のアップに努めます。

展示や育成方法については、本会が今まで20年以上培つた独自のネットワーク

により、(二社)自 未盆栽協会「国風盆栽展」審査員め経歴を持つ人物や、梅の専

門家で構成する「日本梅の会」メィバーを盆梅管理育成アドバイザTと して招今い

し、人材の育成も含あた指導を仰ぎまザ。

(2)盆梅の管理育成にかかる経費節減のための取組について提示してください。

を要チg暦聾蔵頑買添冷帯f薫鬱親認鞣源羅 錦 ず稀 臥 碑

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。
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(1)利用者の1罰人情報を保護するための取組を提示 して ください。

職員の研修に努め、施設利用者やアンケエ ト記入者などの個人情報保護を徹底し

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。

常に美化に心がけ、衛生管理に努めます。

(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。

日々施設内外の管理点検を行 う他、夜間や休館時は警備会社に委託 し、緊急時に

備えます。また、災害 。事故等発生時の対応として、年 2回の防災訓練を実施しま

す。

平日および土日祝日の開館時

担当職員 (館長)→ ①関係職員。関係機関に手配連絡

②事務局へ連絡→観光協会長・役員へ導絡

閉館時                       |
警備会社→担当職員→①関係職員・関係機関に手配連絡

②事務局へ連絡→観光協会長。役員へ連絡

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

長浜鉄道スクエア            ,
昭和 58年 4月 ～平成 22ィ年 3月  27年間 長浜市からの業務委託

平成 22年 4月 年平成 25年 3月  o年間 長浜市からの指定管理業務

平成 25年 4月 走平成 30年 3月  5年間 長浜市からの指定管理業務

慶雲館

平成 16年 4月 ～平成 20年 3月

平成 26年 4月 ～平成 29年 3月

長浜市からの業務委託

長浜市からの指定管理業務

4年間

3年間

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。

-10-



効率的に推進していくために提案したいと'と 、貴団体の猿自性や

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)

0 平成 29年で建設 130年 を迎える慶雲館は、貴重な文化財です。内外を含 め

日々 の点検に努め、来館者の方へのサ‐ビスに努めます。  ｀

● 現在指定管理を受けている鉄道スクエアで盆梅を展示、慶雲館で鉄道模型の運

転会を開催するなどの下体化で、魅カアップに努めます。

● 映画等の撮影場所や結婚式場など慶雲館の建物や庭園を活かした中での事業展

開ど図り、利用促進を勧めたいと考えます。しかしながら、条例等による規制が

あるため(事業を展開するにも常il限があります。        !

その他施設の管理運営業務を効果的・

4関が不足する場合lま、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してくださヤ`。
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