
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。

指定管理者募集要項・施設の管理運営方針に則つた考え方をしてお ります。

指定管理者制度の基本的な考えである、民間の発想を活かした積極的な経営を展開し、長浜市と共

に地域創世・発展 ,持続を目指 します。

また、長浜市がアウトドアフィール ドグラン ドデザイン・北びわ湖国際観光推進協議会・長浜観光

振興ビジョン懇談会 ,日 本遺産 (水 の文化)長浜地域協議会・余呉地域活性化計画ワークショップ等

にて策定されている意向に沿つて運営致します。

弊社の方針は「社会貢献溢地域活性化」を基本に地域の様々な主体と協働 して、長浜市の新 しい観

光開発や地域創造、人材育成の担い手となるとともに、長浜市民の皆様や長浜市にとつてこの宿泊施

設が必要不可欠な施設であると認識して頂くことです。

有限会社カンポ 経営理念

O 「三方よし」の理念のもとに地域とお客様そして自社の誰もが喜ぶ事業活動を行います。

O 凡事徹底…当たり前のことを当たり前に行います。

O 私達は日本で初めて老舗と呼ばれる公共宿泊施設を目指します。

O 私達は歴史に育まれた首浦の地に国民宿舎を運営し、この地域の観光事業の一翼を担えることに

誇りを持ちます。

① 私達は過疎の地に訪れて頂いたお客様に、心より感謝し、再び訪れて頂けるおもてなしをします。

③ 私達はお互いに尊重しあい自己を高めます。夢を持ち人として成長することを目標とします。

経営方針

ア 地域社会への貢献

①地域イベントに積極的に参加します。

②地元企業との取引を通じて連携を深め、地域経済の発展に奇与します。

③より地域に貢献できる人材育成に取り組みます。

④人脈を活かし、新たな BtoB取引の創出のほか、地元企業や地域資源 (奥びわ湖パークウェイ =

菅浦・鶏足寺・菅並など)の PR等、自治会のサポートを行い弊社の決算書には載らない経済

効果を生み出します。
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イ 企業の環境録全責任

①ゴミの削減に努力します。

②省エネルギーに取り組みます。

③湖西線、北陸線の利用を促進し、徒歩・自転草などエコツーリズムのお客様を増やします。

④湖岸清掃など絶えず自然環境維持に努めます。

ウ 働きがいのある会社づくり「社員の幸福追求」

①経営状況を社員に開示し、業績に応じた給与体系の構築をします。

②一人一人が責任を持ち互いに信頼し尊重する職場を構築します。

③社員の自社株取得を働めます。

工 商品 。製品・サービス・市場創造に関する方針

①カヤック・昆虫採集・菅浦散策など豊かな自然文化や歴史に加えて自社ならではのネットワー

クの広さを活かした商品を提供します。

②弊社に大きな利益をもたらす商品であっても地域の住民の方に理解を得られない商品は提供

しません。(例 :PWCジェットスキーに関するサービスの提案)

③豊かな自然環境や歴史、食文化を活かした教育旅行向け商品の造成をします。

④地産地消にこだわり、郷土色、地域色あふれる料理の提供をします。

⑤お客様のユーズにあった季節感のある料理の提供を行います。

③『大切な人』をもてなす気持ちでお客様に接します。

⑦新しい業態を絶えず追い求めます。

オ 業績向上と財務強化に関する方針

①業績向上には何をすべきか従業員一人一人が絶えず考えます。

②経費の節約と将来性のある投資の仕方を考えます。

(2)指定管理者を希望するJ翌 由 。目的を提示 してください。

市民に経営者や従業員の「顔が見える会社」として安心 して頂き、一時的な利益を求めるので

はなく、地に足のついた運営を行い、奥ぴわ湖・長浜の素晴らしい自然を、歴史、文化そして営み

を次の世代に引継ぎ、この地域とともに「つづらお荘」が 50年 100年 と続くように奇与していき

たいと考え、応募理由・目的とします。
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【当社設立の経緯】

昭和 40年～50年頃、豊かな国民生活と地方創世の一環として、国の財源を投入した国民宿舎が

盛んに建てられました。「つづらお荘」も昭和 50年に西浅井町の直営でオープンしました。とこ

ろが、10年余りで経営難に陥りました。当時の西浅井町が鉄道系民間企業に売却する方向で話を

進め議会で可決されたのですが、県、国、そして存続を願う地元住民の反対もあり、認められま

せんでした。

「つづちお荘を誰かが何とかしなければいけない。」「西浅井町の観光の起爆剤であリシンボル

であるつづらお荘を廃墟にしてはいけない」との思いで、観光協会の役員を務めていた 5名 が経

営再建を引き受ける事になりました。そこで平成 3年につづらお荘の経営再建と地域振興を目的

とした運営会社として設立されたのが弊社、有限会社カンポです。

経営不振のつづらお荘運営を引き受ける事は決死の覚悟であり、神仏にすがるような思いでし

た。そういつた背景もあり、須賀神社の氏神様淳仁天皇様の菩提寺であり、菅浦の総寺であつた

昔浦山長福寺 (かんぽざんちょうふくじ)か ら社名を頂きました。

Iつづらお荘運営】

平成 3年より業務委託を受け、平成 13年まで営業を行いました。西浅井町所有施設の一元管理

のため有限会社西浅井総合サービス (西浅井町 100%出 資)が設立された後は、一部業務委託≧い

う業態にて運営を継続。四半世紀に渡りつづらお荘の運営に携わつてまいりました。有限会社カ

ンポの歴史はつづらお荘そのものです。

【地域との関わり】

当社創業後、地域とともに様々な活動を行つて参りました。今では、弊社の役員 4人を 1人も

知らないという方はおられないと自負しています。また、長浜市及び滋賀県内の行政関係者、観

光サービス業を中心とした企業及び農林漁業関係者に幅広い人脈をもち、この地域の風土・風習

を理解しております。

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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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。

お客様の声 (ニ ーズ、クレーム)をすぐに全従業員が共有し、お客様に適切なサーービスの提供を

行 うため、また、従業員からの提案、要望が運営に即反映しやすいようにフラットな組織体制にし

ております。これによりお客様の満足度のアップ≧従業員の働きやすさを追求し、安心安全で低コ

ス トで質の高いサービスの提供が可能な組織にします

有 限 会 社 カ ン ポ

代表取締役 大橋延行

顧問税理士 嶋田正彦

顧問社労士 糀谷博和

監査役

熊谷定義

取締役 平塚正人

取締役 吉里亮哉

マネージャー

乗原直人

経理 日総務

t支払

。出退勤管理

・ 口報作成

・月報作成

・報告書作成

従業員

。来原直人

。伊藤菜美子

・衛生管理

・調理管理

・慰客管理

・厨房清掃

。食器洗い

従業員

・前田昌利

。高木佳美

・辻拓久巳

・松井好美

厨房

施設管理

配膳

食器洗い

従業員

・津田綾子

。伊藤菜美子

・田中翠

。英侃穎

・高木佳美

。岩根明美

,岩佐伸子

・前田紀子

・中原道代

・松井好美

応接 フロン ト

・顧客管理

・予約管理

・受付

・情報発信

・送迎

・宿直

・予約管理

従業員

・伊藤菜美子

・津田綾子

。日中翠

・葉侃穎
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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。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

代表取締役

・危機管理

・営業活動

・宿直

・送迎

・乙種危険物免許

・食品衛生指導員

。大型運転免許

。調理師免許

常勤

取締役 ・危機管理・安全運転管理

・施設維持管理・送迎・宿直

,大型運転免許
常勤

取締役

・危機管理・労務管理

・衛生管理・情報管理

・指定管理に関す る業務統

括 。経理 。総務・マーケテ

ィング・送迎・宿直

・乙種危険物免許

・食品衛生指導員

・中型運転免許

常勤

マネージャ ・労務管理・顧客管理

・情報管理・施設維持管理

・経理・総務・送迎 。宿直

常勤

弊社就業規則

及び会社カ レ

ンダーによる。

厨房チーフ 衛生管理・調理管理

顧客管理

・調理師免許

・食品衛生指導員
常勤

弊社就業規則

及び会社カ レ

ンダーによる。

フロン トチ

ー フ

・顧客管理・予約管理・受付

・情報発信・送迎・宿直
常勤

弊社就業規則

及び会社カ レ

ンダーによる。

応接チーフ ・顧客管理・施設維持管理

。配膳・送迎・宿直
常勤

厨房補助 ・調理補助

・食器洗い
パー ト

雇用契約書及

び会社 カ レン

ダーによる。

フロン ト ・予約管理・受付

・情報発信・送迎

・施設瀧持管理

常勤

パー ト

雇用契約書及
び弊社就業規

則 。会社カレン

ダーによる。

応 接 施設維持管理

配膳 。食器洗い

常勤

パー ト

雇用契約書及
び弊社就業規

則 。会社カレン

ダーによる。

総 務 。支払・出退勤管理

・ 日報作成・月報作成

・報告書作成

常勤

パー ト

雇用契約書及
び弊社就業規

則・会社カレン

ダーによる。

アザレハ
｀
イト

雇用契約書及
び会社 カ レン

ダーによる。

その他 ・施設縦持管理

・配膳 。食器洗い

。調理 派遣社員
派遣会社 との

契約による。

貝J

及び会社カ レ

ンダーによる。

-5-



(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。

会社はもとより地域の担い手となる人材を育成するため下記の通り研修等を実施します。

ア 簿記や情報処理等業務に必要な知識とスキルアップを学びます。

商工会・商工会議所の研修に参加し個々のスキルの向上をめざします。

イ 宿泊サービス業のおもてなし・衛生 。マーケティングに関することを学びます。

旅館ホテル衛生協働組合 。(一社)国民宿舎協会・リクルー トじゃらん等の研修にノ隈l極的に参

加します。

ウ 管理職向けの研修に参力日します。

中小企業家同友会などが開催する研修に参加し、会社経営とは何か、社会貢献はどうあるべ

きか等マネジメントに関することを学びます。

エ アクティブブレイン等自己啓発を学びます。

顧間先など外部機関による研修に積極的に参加します。

オ 各種ハラスメントなど人権学習、AEDE消 防訓練等に参加します。

力 消防署、長浜市等関係機関を通じ必要な研修・訓練を行います。

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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8 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。

【これまでの取組】

弊社は経営効率よりもリピー ト率の向上を目指し安定した顧客確保を目指します。

平成 18年から現在までに 30,997組 のお客様に利用されています。 うち、31%である9,598組 のお

客様に 2回以上のご不U用 をいただいております。

4月 と8月 、年末年始におけるリピーターの利用率は特に高く、お客様のユーズにあつた質の高い

サービスを提供できていると自負しております。

■平成 27年度におけるシーズン毎のリピーター利用率

4月 最多忙期

(4/7～4/18)

8月 最多忙期

(8/10～ 8/15)

年末年始

(12/31～ 1/3)

全体

利用組数 142組 81組 46糸邑 3,176組

リピーター組数 58糸巳 18組 23聰巳 558糸巳

リピーター利用率 41% 22% 50% 18%

【お客様のリピー ト率を上げるための取組】

ア 地産の食材を使つたこの地ならではの料理の提供

近江牛・猪・鴨・ビフマス・鯉・鮒・鮎・氷魚・お米・地元の野菜を使つた料理は大変好評を頂

いております。現在、じゃらんネットのロコミ評価は 4.5点/5点満点を頂戴しています。

イ 奥琵琶湖の歴史文化、風景、地域との密着度を活かした体験プランの実施

4月 …海津大崎、奥琵琶湖パークウェイでのお花見遊覧船

5月 …里山での「竹の子堀 り」体験

6月 …人田部での「ホタル観察ナイ トツアー」体験 |

6～ 9月 …奥琵琶湖での「レイクカヤック」体験

7～ 8月 …里山での「カブ トムシ捕 リナイ トツアー」体験

4月 ～11月 “・山門水源の森でのハイキング

通年…竹生島クルーズ、菅浦散策
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ウ 従業員とお客様の距離の近さ

宿泊業は離職率が高い業界であるにも関わらず、新入社員 2名 を除き、全員が 5年以上努めてお

ります。長く業務に携わっていることと、サービス方針に基づく社員教育の徹底により密着度の

高い接客が可能となっております。その結果、従業員の中イ|はお客様の名前や顔、声などの特徴

を把握している者もおります。

弊社ではこの強みを活かし、よりきめ細やかなサービスの提供を可能とするため、顧客名簿を

作成し朝礼にて情報共有を図つております。

工 当社と地域住民及び各関係機関の関係性のよさ

弊社及び従業員と地元住民との良好な関係により、お客様が訪問された際に、地元住民による農

産品プレゼントや「よく来てくれた」の声かけなど、地域一体でのおもてなしが可能となってお

ります。

【今後の新しい施設利用に向けた取組】

お客様のリピート率を上げるこれまでの取組は引き続き実施していきます。また弊社の経営方針

でもある『新しい業態を絶えず追い求めます』のように、つづらお荘の新たな施設利用について

も取り組んで参ります。

ア 現在、県内外の学校に教育旅行や勉強合宿での利用をして頂いています。この実績を活かし、学

校の教育旅行及び勉強合宿を増やしていきます。

■学校利用実績 リス ト

学校名 利用目的

滋賀県立大 フィール ドワーク

虎姫高校 勉強合宿

西浅井中学校 体験学習

龍谷大学 フィール ドワーク

立教大学 フィール ドワーク

※リス トは一部です。

■具体策

体験プランを活用した教育旅行を取込むため、旅行会社及び教育機関に営業を実施します。そ

のために教育機関にネットワークを有する北びわこふるさと観光公社との連携を図ります。取

引実績のある学校に対しては勉強合宿プランを作成、提案を実施して参 ります。

(例 …1泊 3食付十夜食付きの勉強合宿プランの作成を行 う。)
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専門家 セミナー内容

嶋田税理士事務所 税務関係のセミナー

杉本税理士事務所 ランチェスター経営戦略セミナー

糀谷社会保険労務士事務所 労務関係、人材教育セミナー

エフォー ト行政書士事務所 知的資産を活かした経営改善セミナー

イ 弊社とお付き合いのある専門家と連携を図り企業向け研修会の実施を行います。

■専門家一覧

■営業先一覧

ウ 地元の自治体や団体、個人への営業を行い各種宴席のお客様の獲得に努めます。

①冠婚葬祭

②同窓会

③忘新年会

■具体策

地元自治会や団体、個人向けのパンフレット及び料金表を作成 し、利用促進を促 します。

エ 地域との密着度を活かし、地域の魅力を盛 り込んだ新たな体験プログラムの提供を行います。

■新たな体験プラン

時期 内容

5月 放棄田での「苗植え」体験

放棄田での「稲刈 り」体験

9月 ～2月 酒米の栽培と醸造体験

12月 ～2月 新館 レン トラ屋上での「星空観察」体験

12月 ～2月 山門水源の森での「スノーシュー」体験

企業団体名 対象となる企業数

長浜市内商工会加盟企業 会員数 1,455社

長浜商工会議所力日盟企業 会員数 1,139社

滋賀県中小企業家同友会加盟企業 会員数  609社

国民宿舎協会加盟の宿泊施設 加盟施設 101施設

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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【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い。

従業員も地域のイベント、コミュニティーと密に関わることを推奨しています。

※Pユ 「経営方針 ア 地域社会への貢献」参照

・代表取締役 大橋延行 長浜北商工会副会長、奥びわ湖観光協会理事、奥びわ湖宿の会会長、

(一社)国民宿舎協会作業部会委員長、等

平塚正人 塩津商店連盟会長、塩津浜自治会会長、西浅井商工会理事、

少年補導員、等

吉里亮哉 国民宿舎協会東海近畿北陸ブロック事務局長、恋人の聖地実行委員会、

日本遺産 (水 の文化)長浜協議会、等

永原小学校 PTA役 員、婦人会役員、びわ湖観光コンシェルジュ、等

」R湖西線永原駅の清掃活動、菅浦の集落及び湖岸の清掃活動、等

・取締役

取締役

。従業員

・全 社

弊社の推 し進めている体験プランが実現しているのも、そういった活動でできた地域との繋がり

があってこそであり、継続実施が弊社と地域の関係をよリー層良好にすることに繋がっています。

今後もより連携を深め、お客様にご満足頂けるサービスの提案をしていきます。

年度 利用者数 (人 ) 積算根拠

平成 29年度 宿泊 11,980 6月 ,9月 ・12月 ,1月 。2月 に教育旅行や企業研修の実施

とリピー ト客の利用頻度向上により、毎年 3～ 3.5%ず つ利用

者数増加を目指します。

※2～ 3年に 1回の利用を 1～ 2年に 1回 に日標設定。

※平成 27年度利用者数に下記の率を乗じて目標数としま

す。

宿泊者数 11,207       人数 6.5%増加

休憩者数  4,435       人数 12%増加

休憩  5,000

平成 30年度 宿泊 12,390

休憩  5,000

平成 31年度 宿泊 12,829

休憩  5,000

平成 32年度 宿泊 13,268

休憩  5,000

平成 33年度 宿泊 13,659

休憩  5,000
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【地域とのタイアップ事業】

地域から新たな体験プランの提案、要望をうけており、実行に向けて企画します。

※P9の 「今後の新しい施設利用に向けた取組 工 」で記載致しました、新たな体験プランの企

画は、下記の地域団体等の協力を得て行います。

開催時期 ヨ新たな体験プラン 連携先

5月 菅浦放棄田での「苗植え」体験 西浅井町菅浦

9月 菅浦放棄田での「稲刈 り」体験

9月 ～2月  酒米の栽培と醸造体験 西浅井町小山

11月 ～3月  奥びわ湖パークウェイの桜の本の保全活動 西浅井町菅浦

12月 ～2月  新館レントラ屋上での「星空観察」体験 西浅井町全城

12月 ～2月  山門水源の森での「スノーシュー」体験 山門水源の森を

次の世代に引き継ぐ会
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(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情報発信の強化】

① 弊社 HPを 改善し、お客様との「近さ」「ふれあい」「親しみ」「安心感」「新サービス」をPRし

ます。

近 さ 地元女性をモデルに起用した写真を使い、

お客様が旅行のイメージを持ちやすいHPに します。

ふれあい フェイスブックやインスタグラムなどSNSを活用し、

随時、観光情報や優待情報の更新をします。

親 しみ 従業員の顔写真や趣味など可能なかぎリパーンナルデータを公開します。

安心感 お客様からのお礼状など頂戴したお客様の声を掲載し、お客様から喜ばれる

運営ができていることをPRします。また、弊社取引先事業者の公開と相互

リンクに努めます。

新サービス 地元の食材を使つていることや料理人のこだわりを公開します。

この地ならではの料理提供を行つていることや体験プログラムなどを活かし

た新サービスの提案をします。

※P7の 「お客様のリピー ト率を上げるための取組 ア・イ 」参照

【営業方法】

①じゃらん 。楽天 トラベル・ゆこゆこ・e宿等インターネット予約を効率的に使い集客宣伝します。

②クラブツージズム・日本旅行・ 」TB・ KNT等各種旅行会社と提携し集客します。

③これまでお付き合いのある、読売新聞・毎日新聞 。中日新聞・日経新聞・じゃらん 。昭文社等の

メディアとタィアップし地域のPR及び新サービスのPRを行います。

④過去に利用して頂いたお客様にはDM等を使い、誕生日や記念日のお祝いプランや各種イベント

の告知を行い、再利用して頂けるように努めます。

⑤各種団体への営業活動

県内企業・県内外学校 。自治体への積極的な営業活動を行います。

※P89「今後の新しい施設利用に向けた取組 ア～ウ 」参照

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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4 サービス向上等

(1)利用者等からの工‥ズの把握方法を提示してください。

① お客様アンケー トの実施とSNSのコメント受付によリニーズをとらえる。

② 予約時のヒアリング

(観光・保養・ビジネス・同窓会・家族会など)

③ 宿泊予約サイ トのロコミのチェック

(じ ゃらんネット・楽天 トラベル・ゆこゆこ等)

④ 接客によるヒアリング

(それを基に好みやニーズをカルテにし全員で共有し次国の利用につなげる)

(2)利用者等からの苦情等に対する姑応について提示してください。

・利用者からの問い合わせや要望、苦情等には即時現場で適切な対応に努めます。

・真摯に受け止め、利用者の立場に立って積極的かつスピー ド感を持って姑応するとともに、弊社

全体で対応します。

① 初期対応  相手の立場に立った情報収集

丁寧な説明と非があった場合の適切な謝罪

② 2次対応  マネージャーが責任者となって全体で対応

③ 3次対応  代表取締役・取締役が対応

必要な場合は市や警察・弁護士・関係部署と協議

(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。

・サエビス向上のための取組 (顧客満足度向上)

お客様の属性と当社への評価の把握及び情報共有することにより、きめ細やかなサービスの

提供を行います。

例 1:き め細やかなサービス 自転車でお越 しのお客様向けサービス

約時のヒアリングで、高価な自転車の盗難を気にされるお客様が多いため、専用の駐

車場の提供 したところ喜んで頂き、それがロコミで広がり自転車でお越 しのお客様が増

えました。
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例 2:き め細やかなサービス 高齢者向けサービス

お客様にサービスを提供中に足が悪いことに気づき、お帰 りの際に急遠エレベーター

のある駅への送迎に変更し大変喜ばれました。
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・サービス維持のための取組 (ク レーム再発防止)

クレーム発生時の問題をノー トにつけて再発しないよう、また、同じクレームに対して即時対

応できるように従業員教育を行います。

※指摘を頂いたお客様は対応次第でリピー ト客になる傾向があるため誠意をもつて対応 しま

す。

※詫び状等の後 日対応をします。

※問題の共有ミーティングを行います。

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節減のための取組について提示してください。

弊社の取引先の 77%が 地元業者のため (現在、業社 60件 /内 46件 )、 仕入れ先の見直しや仕入れ価

格の交渉など協力先を圧迫するような経費節減は行いません。弊社では一般的に行われる経費節減

よりも売上の向上と共に労イ雷功生産ll生 の向上を図る事を重視 し下記の取組を行います。

【経費節減策】

① お客様のいない時間 (チ ェックアウト～チェックインまでの間)は館内の照明と空調を必要最

低限にし光熱費の節減に努めます。

② 調理行程の見直しを行い、厨房資材や水光熱費の節減に努めます。

【売上向上策】

弊社の強みを活かしたプラン開発を行い、客単価の向上を図ることで収益性の向上に努めます。

※P7の 「お客様のジピー ト率を上げるための取組 ア・イ 」とP89の 「今後の新しい施設利

用に向けた取組 ア～工」参照

【労働生産性向上策】

① 業務内容を見直し、作業効率の向上を図ります。

② 社員教育を定期的に実施し、情報共有を図り、フロント・応接・調理・経理総務の4部門を

ワークシェアリングすることにより、さらに労働生産性の向上を目指します。

(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。

使用区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

国民宿舎つづらお荘 和 室 1室 1イ白 6,666円 8,100円 ～

7,600円～

7,100円～

活動拠点滞在施設レントラ 和洋室 1宣三1イ自 9,532円 12,000円 ～

10,400円 ～

9,500円 ～

9,000円 ～

体験交流施設 ランタの館 浴 室 1人 1回 476円 463円

体験実習室 1時間 952円 926円

備考 使用料は、上記の金額に消費税及び地方消費税を別途加算し、10円未満の端数を切 り捨てた

額とする。

(利用料金の設定根拠 )

利用料 (案)=使用料 (条例で定められている上限内)十弊社の各種サービスの料金
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項 目 方法 頻度

施設床面フックス掛け 専門業者委託 年 1回

消防設備点検 専門業者委託 年 1回

火災時通報業務 専門業者委託 常時監視

電気関係の設備点検 専門業者萎託 月 1回

エレベーター保守点検 専門業者萎託 毎月 1回

ボイラー 。浴槽水濾過機保守点検 専門業者委託 年 2回

灯油地下タンク及び配管機密・浴槽水質検査 専門業者委託 年 1回

厨房清掃及び害虫駆除 専門業者委託 毎月 1回

その他 職員による日常点検、修繕、清掃を実施します。

(3)維持管理業務 (清掃 。録守点検・警備等)の 内容、方法、頻度等について提示してください。

6 施設譲渡ハ、向けた施設の活用方針および活用計画

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。

平成 29年度から平成 33年度の指定管理期間内の施設譲渡の受入に向けて、施設を最大限に有効活

用していくための方針および計画等について提示ください。

国民宿舎つづらお荘が建てられた目的と二方よしの理念にそれることなく、弊社がこれまで培つてき

た強みである「人脈とネットワークの広さと深さ」を活かしながら、市民とこの地に訪れて頂いた方々

との交流の拠点となり、地域のハブ空港の役害Jを黒たすべく今後も各種取り粗みを継続 してまいります。

平成 33年度の施設譲渡の受け入れについては、下記の取 り組みを行い、来るべく施設譲渡を受け入れ

られる組織と体制を整備 します。

。1年 目 人材育成

。2～ 4年 目 地域との関わり合いを一層深め、農業体験などの交流会の開催

。1～ 5年 ロ リピー ト率を上げるための取 り組み

※P7-8の 「お客様のリピー ト率を上げるための取組 ア～工 J参照

平成 33年度に長浜市が予定している施設譲渡の際には「三方よし」の理念を元に、①長浜市にとつて

何がいいのか、②地域の担い手である有限会社カンポの社員にとつて何が一番良いのか、③この奥びわ

湖地域やご利用頂いておりますお客様にとつて何が一番喜ばれるのかを念頭に、長浜市が策定されるア

クトドアフィール ドグランドデザイン等の意向をF'きまえながら協議に臨みます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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7 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。

① 施設の利用について必要な情報のみを収集し、目的以外の使用はしません。

② 個人情報が記録された媒体については事務所内で施錠ができる保管庫で保管します。

③ 個人情報の持ち出しについてはマネージャー職以上の許可を必要≧します。

④ 不要な書類はシュレッダーで処分します。

⑤ 業務を外部委託する場合は相手に契約書等で同様の個人情報保護処置を求めます。

③ 就業規則に個人情報の取り扱いについて明記する。

⑦ パソコンは必要なパスワードを設置し、適切な管理を行います。

③ 社員の研修の中で情報管理の意識づけをはかります。

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示 lノてください。

① 納品業者に依頼し、納品物のオロ包の仕方や梱包資材を検討し、簡易包装など出来る限リゴミ

の出ないように配慮します。

② お客様のいない時間 (チェックアウト～チェックインまでの間)は館内の照明と空調を必要

最低限にし節電をする。

③ ハブラシやタオルなど、使用後にゴミになる物をお客様に持参して頂き、その金額分を割引

する「エコプラン」の販売を強化・継続します。

※平成 27年度に約 400名 の利用実績あり。

④ 環境衛生管理・清掃については、下記の通りの取り組みを行います。

田清掃は下口この通 りとします。
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施設周辺のゴミ拾い 随時

施設周辺の環境整備 随時

ゴミ出し 随時

分別を徹底 し、削減に努めるととも

に、事業所用ごみとして処理します。

(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。

① 緊急連絡先一覧の確認と掲示。

(所轄消防署・警察署・救急病院・配電力会社、施設所有者など)

② 火災等災害時任務分担表の確認と掲示。

(管理権限者、防火管理者、火元責任者、通報係、初期消火係、救護係、避難係など)

管理権限者 長浜市

防火管理者 大橋 延行

防火担当責任者

火元責任者 吉里 亮哉 ,前 田 昌利

通報係 乗原 直人

初期消火係 伊藤 菜美子

避難指導係 津田 綾子

救護係 田中 翠・慕 侃穎

平塚 正人

③ 年 2回の消防口ll練 (消防署の立ち会い及び菅浦消防団との協同)

④ 消防設備のサ点検※P16「 (3)維持管理業務 (清掃・保守・讐備等)の内6… J参照

十(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入 してください。

平成 3年 より国民宿舎つづらお荘の運営

※P23「 (2)指定管理者を希望する理由 。目的を提示してください。Jを参照

連絡機関 連絡先 住所 電話番号

許可官庁 滋賀県総合防災課 大津市京町 4-11 077-528-3432

所轄消防署 長浜消防 伊香分署 木之本町大音 151 0749-82-2361 (119)

所轄警察署 木之本警察署 木之本町木之本 1536 0749-32-3021(110)

救急病院 湖北病院 木之本町黒田 1221 0749-82-3315

配電力会社 関西電力彦根営業所 彦根市松原 1880-10 0749-22-0080

施設所有者
長浜市役所 長浜市人幡東町 632 0749-62-4111

長浜市役所観光振興課 長浜市人幡東町 632 0749-62-6521

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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8 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)

弊社は指定管理を受ける会社の責務として、長浜市の地域の課題とそれに対する解決策を絶えず検討

して参ります。

I.長浜市全域における少子化問題

少子化に伴い、地方の働き手が減少 していきます。湖北では健全経営にも関わらず大手不足のため、

倒産を余儀無くされる企業が出てくると予想されます。また地域のコミュニティーの存続も危ぶまれ、

若い世代の定住・移住が課題 となっています。

①湖北暮らし体験

つづらお荘を利用していただく若いお客様の中には、自然豊かなこの地の暮らしに興味を持たれる方

もおられます。弊社では、移住を目的とした宿泊プランを企画しております。 1～ 2週間の宿泊を通し

て、湖北の暮らしを疑似体験していただきます。

②湖北企業職場斡旋

弊社では例年繁忙期に派遣会社を通して、都市部よリフリーターや学生など若年層の派遣社員を雇用

しております。弊社の業務だけでなく、外部との交流を積極的にさせることにより、溺北地域への定職・

定住を促しております。

定職については、商正会議所及び商工会の指導員と共に、能力に応じた職場 。企業を紹介・斡旋を行

なっております。昨年度では2名 の定職・定住に成工力することができました。

今後もこの取り組みを弊社だけでなく、地域一体となって進めていきたいと思い、長浜市、経済団体

及び地域関係団体、教育機関に呼びかけを行なっております。

③農業従事者の不足

農業従事者の不足は、弊社が問題視する課題の中でも直近のものと考えております。

弊社ではこれまでのネットフークを通して、地域づくり協議会や各自治会、農業法人、農家との連携

を図り、農業従事者の増加に取り組んでおります。現在、農業に興味がある創業者に対して迅速に対応

できるよう、耕作地や農業指導者の紹介・斡旋ができる準備を整えております。

④空き家対策への協力

長浜市が推進する空き家対策への協力を行なっていきます。空き家情報の提供だけでなく、移住者が

すぐに地元に馴染めるようなア ドバイスの実施及び自治会への働きかけなどのアフターフォローを行な

つていきます。
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⑤移住・定住の促進 PR

移住定住の促進に向けて、 (一社)国民宿舎協会と連携して、マスコミヘのよリー層のPRと 国への働

きかけを行なっていきたいと思っております。そのためにも同協会の会長を務められている長浜市長様

とはさらに密な連携をとって参りたいと考えております。

⑥就労体験講演実施

例年西浅井中学校にて開催している就労体験講演会にて講師を務めております。講演では、仕事への

姿勢などはもちろんこと、長浜市内の中小企業ならびに小規オ莫事業者の独自性とそれに対する価値を説

明することにより、将来の地元企業就職の促進と、地元企業活用の促進に取り組んでおります。

Ⅱ・長浜市内における観光業集客低迷

長浜市における従来の観光地と呼ばれる名所は、旅行業界ではマンネリ化傾向にあり、会社によって

はサービスの差別化を図るため、当地域へのツアー数を減らすところもあります。観光客低迷の対策と

して新 しい観光資源の発掘と、従来の PR方法の見直しが課題となっております。

①新しい観光資源の発掘 ―恋人の聖地 奥びわ湖パークウェイ

昨年に恋人の聖地に認定された奥びわ湖パークウェイは、長浜市と弊社、地元との協力により実現に

至りました。平成 28年 3月 から9月 までに約 1万人の来場があり、旅行会社でもツアーの一部として

企画されています。まだ知名度が低いため、弊社では長浜市とともにマスコミヘのPRを 実施し、さらな

る来場者増加を目指していきます。
H

●
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②新しい観光資源の発掘 ―観音文化

昨年より開催されている東京藝術大学 「観音の里の祈りとくらし展」と本年 3月 にオープンした「び

わ湖長浜КitNNON HOUSE」 があるように、近年長浜市の観音文化への注目が集まっています。弊社では

関係機関・寺社の世話方 。総代・住職様と連携して、ガイ ドの育成や観光のモデルコース作成に取り組

んでいます。

【終わりに】

「社会貢献と地域活性化」の基本方針を掲げている企業がたくさんある申で、弊社はこれまで全力でこれらの問

題の解決に取り組んで参りました。これらを実際に形ある結果に残せてきたのも、我々がつづらお荘に拠点を

置き、地域住民及び関係機関・同業他社・その他多くの方々の協力があってこそ成し得たものと認識しておりま

す。また、弊社の地域に根ざした取り組みは、地域住民や同業他社の皆様から、評価されており、この地域に

必要な仲間と思って頂けております。

弊社が設立された当初の目的である「つづらお荘の再建」は現指定管理業者先の有限会社西浅井総合サー

ビスとの連携、協力のもといよいよ成就されようとしております。しかしこの25年間、地域の声を聞き、地域と共

に運営を行なってきた中で、我々には来訪者と地域を繋ぐ架け橋となり、地域活性の担い手となる「地域振興

の拠点」であるべきという「新たな使命」が課せられていると認識致しました。

この新たな使命の成就は未だ道半ばであり、この歩みを止めることは決して許されるものではありません。

我々はその使命を果たすため、次のステージヘの一歩を踏み出します。

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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