
様式第 2号

事業計画書

1.管理運営についての基本方針

(1)管理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。

「びわ体育館」の設置目的である “市民の体育とスポーツの普及・振興"を目指し、

次の6つの基本方針の下、管理運営を実施していきます。

H.利用者の安全確保

利用者の安全を確保し、安心して利用してもらうことを最優先の課題として取り

組んでいきます。施設『ハード』や管理『ソフト』の不備を排除していくことはも

ちろん、利用者の不注意による事故に対しても配慮した安全対策、防犯対策を実施

します。また、ラめ想定できる危険箇所、課題を把握し適切な安全策を請じておく

とともに、万―の緊急事態にも迅速かつ適切に対応できる準備を整えておきます。

2.利用者の視点を重視した管理運営

老若男女を間わず、市民が幅広くスポーツを楽しみ普及・振興をはかるために、

利用者の視点を重視した管理運営に努め、利用者の満足度を高め、誰もが楽しめる

施設の提供を目指します。利用者のニーズを拾いやすく、また的確に反映していけ

る体制の整備、取り組みを実施し、さらに業務の改善、サービスの向上につなげま

す。

3.災害発生時に確実に機能する管理運営

「びわ体育館」は長浜市の指定避難場所でもあり、災害発生時の避難所、救援・

復興の活動拠点として適切に機能することが求められます。体制についてはもとよ

り、地域住民への[′盲災意識向上を図ることもあ要であり、災害発生時に確実に機能

する管理運営を行います。長浜市あるいは各関係機関との連携も積極的にはかり、

その指導を仰ぐことで、より充実した管理体制を目指します。

4.環境に配慮した取り組み

あらゆる活動において環境への配慮は◆や欠かすことができません。現在の地球

規模での深刻な環境悪化状態をくいとめ、将来に府の財産を残さないためにも、環

境に配慮した、環境にやさしい、そして環境を保全する取り組みに努めます。
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5.コンプライアンスの重視、及び′ム`平・公正な運営管理の実施

法令や規貝」を守ることは社会からの要請であり、雪れない者は社会からの信頼を

失しヽ、賜要とされなくなります。公共施設を預かる立場として、関連する法令や規

則を順守することはもちろん、′ム`平・公正かつ誠実な運営管理を実施し、利用者か

らの信頼を確実なものとします。

6.効果的・ 効率的な管理運営

当濫人内の各企業の専門分野における技術、ノウハウを有効に活用し、その総合

力により単独の組織では成し得ない効果的・ 効率的な管理運営を高いレベルで実施

することを目指します。そのために、PDCAサイクルを適切に繰り返し、継続的な

改善をはかります。

以上の基本方針の下、「びわ体育館」の設置目的の達成をはかるとともに、当法人の目

的である、“地研社会への貢献"を目指します。

(2)貴団体が、指定管理者を希望する理由。目的を提示してください。

私たちは、滋賀県内に拠点を置き得意分野の異なる複数の企業及び十固人で構成される

NPO法人です。そして、地l引社会、あるいは公共福祉への貢献ということを活動目的の

一つに掲げ、様′マな形で事業展開を続けています。その中心となるのが指定管理者とし

ての活動であり、「びわl本育館」につきましても、平成 21年 4月から3期に渡り現在も

施設の管理運営に携わっているところです。「びわ体育館」ではここまで約8年間の取り

組みを通じて、料金体系の見直し、冬期夜間利用の開始、備品の整備といった様′マな改

善活動・サービスの向上により、稼l動率は大きく向上し多くの利用者に満足していただ

いていると自己評価しています。この取り組みをさらに達めていき P.P.P.滋賀としてレ

ベルアップをはかることで、「びわ体育館」がもっと多くの利用者や地域の方′マに利用さ

れ、設置目的である “市民の体育とスポーツの普及・振興"につながれば、私たちの活

動目的にも合致することになります。そして、指定管理業務で獲得したノウハウや管理

運営技術は、P,P.P.滋賀を構成する各者にフィード′ドックされ、その事業活動と融合され

ることで、長浜市を中心とした地域社会にとどまらず、各者の活動範囲である他の地域

へと広範囲に還元され、より広く社会への貢献を果たすことにつながると考え、4期目

の指定管理を目指すこととしました。
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2.維持管理に関する業務

(1)維持管理業務仕様一覧の内容をふまえ、維持管理業務の具体的な内容、方法、

頻度等について標準的な年間作業計画を作成 してください (A4版・任意様式)。

なお、その中では、仕様一覧の内容を上回る部分について積極的に提案してくだ

さ ヤヽ
。

利用者が快適に施設を利用できるよう、日常の維持管理業務が重要であることは言う

までもありません。しかしながら、「びわ体育館」については老朽イヒがかなり進んでおり、

快適に利用してもらうことのみならず、安全に利用してもらうことにも配慮が跡要にな

ってきます。異常個所の早期発見と早期対策に努め、問題が表面化する前に、あるいは

大きくなる前に食い止め、利用者に迷惑のかからない管理運営が求められます。

また、そうした現状に対処するだけの管理運営にとどまらず、管理水準を向上させ、

よリレベルの高い積極的な維持管理業務の実施を目指すことも進めていきます。各業務

の管理手順を明確にし、教育訓練を充実させ、さらには当法人内の各企業の持つ専門分

野の経暦寅とノウハウを活かすことで、その実現をはかります。

1.建物の維持管理

老朽化の影響が各所に顕在化しています。これ以上の悪イヒをB′葛ぐため、日常の点

検を強化し、問題があれば早期対応を,bがけます。

特に、屋根からの雨漏りについては大きな課題です。これまでの経験から、 1回

/年 (実施時期は雨漏りの状況をみて決めます)の点検と補修を継続することで、

約 1年間は大きな漏水を[′芭ぐことが可能となつていますので、今後も実施します。

2.建築設備の維持管理

建物全体の老朽化と同様、電気設備、水道設備、排水設備、浄化槽なども相当に

老朽化が進んでいます。どの程度劣化しているのか判別しにくいものが多く、ラ期

せぬ故障や破損が多いのが特徴です。日常点検、定期点検の強化、及び異常発見時

に早期対応に努め、そうした事態を未然に防ぐよう努力します。

3.備品等の維持管理

利用者の持ち込む備品をできるだけ減らし気軽に利用していただけるよう、備品

の整備に努めます。予算を有効に使うため、利用者層、種目の頻度、要望の度合い

等を考慮し、優先順位を決めて計画的に更新していきます。また、スポーツ施設機

能同様、備品についても利用者の安全に関わりますので、点検を重視し、利用者か

らの情報収集も積極的に取り入れ適切な状態の維持に努めます。
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4.植栽の維持管理

「奥びわスポーツの森」の値栽管理と一体イヒした管理運営により、良好な景観の

維持に努め、効率的な維持管理を行います。

5。 清掃業務

立地上、館内に虫が入り込むことが避けられす、定期清掃だけでは不十分となる

ことが課題です。常に快適に利用してもらうために、定期清掃に加え巡回時にも汚

れや虫に気を配るなど日常業務の中でも清掃を心がけます。また、利用者の協力 (使

用後の利用者による清掃)を得られるよう、清掃用具 (モ ップ等)を適切に維持管

理し啓発活動も実施します。

6.除雪業務

駐車場から「びわl本育館」までの通路の確保をします。また、玄関前は滑りやす

い材質であるため、降雪時は除雪に加えてマットを敷く他、跡要に応じて凍結I方止

剤の散布を行います。

7.保安警備業務
~母

日の巡回時、及び終業時に不審者・不審物のチェック、玄関、扉の施錠確認を

行います。

8`スポーツ施設機能の維持管理

利用者の安全に最も大きく関わる部分です。点検を重視することのみならず、実

際に利用することでわかる不具合等もあることから、利用者からの情報学又集にもカ

を入れます。

そして、安全を重視する上で、補修するよりも新しいものに入れ替えたほうが良

いと判断できるものもあります。更新にあたっては、安価であることも大切ですが

品質、信頼性をより重視し適切な選択を行い計画的な実施に努めます。

アリーす床面のワックスがけについては、1回/年 (12月 )実施します。雨漏り

等の影響があるとワックスの効果が 1年間持続しないことがありますので、予算を

確保できる年があれば、複数回の実施も検討します。
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年間維持管理計画表

日常点検、建物維持鰺
者による点検

日常点検

託手定

こよにる

日常管理

日常管理

芝生担当による維持管理

芝生担当による維持(晉理

1回/月

「廼E予

1回/年

1回/年

6回/年

1回/年

1日/年

1回/毎

臨時

随時

隧時

1回/年

Fに

'a予

機能点検

総合点検

保守点検

水質検査

汚泥31抜

仕上げ材の浮を'ひび割れ・はがれ、かびの発生等の状
′兄を確認
金属部分の腐食状況縦 認

施設内外における落書きの有無た確認

自動火災報知設備・屋内外,肖火本全設備・非

講用放送設備等の機能点検・総合点検

単独>化槽の保守点検、水質検査、汚泥

引抜

滋賀県知事指定検査機関が4,う定期検査

電灯設備の点検、電球等の交換

備品の維持管理(整理整宅罠、清掃、破損・不具合の確認

等)

備品台低の管理

消耗品の時入・管理・補給・交換等

樹木・植込みの剪定

その他の植栽の維持管理 (施肥・殺虫剤散布等)

1建築物の鍵持管理

タト観点検

喀書き点検

2.建築設倍の維持管理

消防設備保守点検

滑化檜維持管理

浄化槽法第11条検査

電灯設備点検

3強 品等の維持管理

4績 益の鍵詩管理

樹木・植込みの剪定

その他の檀載の維持管理

”
　
！



外部に黍疑予定

″卜部に会託予定

韓員による日常営環

喩員i韓る日常管理

日常管理

建物清掃担当と、外部に委託

韓員による日常管選

外部に会託予定

1回/亀

I田/ロ

麓崎

降雪・積雪備

1日 /年

予算確保できれ

ば板数回/年

1回′月

は1回/週

1回/通

2回′選

トフ のガラス磨き上げ

アリーナの床面のワックスがけ

パス郷 ―ルゴール、バレギボールボー)し、バ陰ント
パ ール等の点検、安全管理

翔除働 (lす、モップ離き

トイレッ時 パー・石鹸水犠補

上 げ

こ1すの除去

腱時 一部外部委籠予定
難員:韓る機構管

日常管通
翻票時にお1する事故・■罪・策害の予防

アリーナの床直ワックスがけ

スポーツ設備・器具の維持管理

〇



(2)緊急事態 (災害・事故等)における対応体制や、その予防対策について、具体

的に提示してください。

【防災・ 危機管理体制】

わたしたちは、「利用者の安全を確保すること」を基本方針の中で最も重要だと考え

ています。また「びわ体育館」は長浜市の指定避難場所として適切に機能することも

求められています。職員は、常に防災に対して意識を高く持ち、災害時の施設管理者

の役割を把握していなければなりません。

事故や災害を未然に防ぐために、具体的な対策として次のことを計画、実施します。

1.職員の意識向上、能カアップのための研修

職員のBノ盲災に対する意識向上をはかることが重要であり、管理事務所に常駐する

4人の職員、及び総括管理責任者は「普通救命講習」を受講します (平成 29年度

ラ定)。 また、[ノ芭災及び安全対策に関する研修を計画します。毎月実施する運営会議

を活用するなどして、定期的かつ継続的な研修の実施を通じて能力の向上をはかつ

ていきます。

2.施設の適切な点検とすみやかな改善

施設の不備が原因で事故となる、あるいは利用者が危険な状態にさらされること

のないよう、適切に点検を行い、不安全な状態を発見したとき際には、すみやかに

改善に努めます。

3.防災訓練の実施

実際の事故や災害を想定した防災訓練を 2回/年実施します (4、 10月ラ定)。

また、要請があれば「滋賀県総合防災訓練」「長浜市総合I′芭災訓練」等にも参加、協

力し、これら活動を通じて防災の意識を高めるだけでなく、より実践的な知識や技

術の習得をはかります。

4.AED(自動体外式除細動器)の設置

現在、AED(自動体外式除細動器)を管理事務所に 1台設置しています。特別な

訓練を要さす`誰にでも利用できるものですが、緊急時に確実に操作できるよう、定

期的 (防災訓練時)に利用手順の講習、確認を実施します。
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5。 災害がラ想されるとき

大雨、出水、強風等の異常気象及び災害発生の融れがある場合、避難場所として

利用可能となるよう準備を進めます。利用者がいる場合、注意を促すとともに、差

し迫った危険があるときは、利用停止措置を取り利用者の非難誘導をします。

【緊急事態・非常事態 (災害・事故等)における対応l本制】

事故、あるいは災害発生時においては、利用者の安全を第一と考えた行動をとるこ

とを基本とし、直ちに「緊急時の体制」(下図)に入り、「緊急時の連絡系統図」(次頁)

に基づき迅速、かつ適切な対応を取ることとします。これら、「緊急時の体制」、「緊急

時の連絡系統図」については、関係者に周知徹底しておくことで非常時に備えます。

「緊急時の体制」

事故、受害発生時には、管理事務所を受害対策本部とします。総括管理責任者の

指揮の下、速やかに情報収集にあたり、事務局と連携してスタッフの確保、派遣を

行い、体制を整えます。また、長浜市や関係機関に連絡、及び指示を仰ぎながら、

速やかに救助活動、並びに被害の拡大を防ぐ行動に移ります。現地に受害対策本音B

を設置することが困難な場合、事務局にその機能を移し対応することとします。

PPP厳資事務局が災害対策本部となつたときの、報占・連絡・指示
災害対策本部とならなかつた時も、各種情報の確認、調整

長藻市市民協働部
文化スボーツ課

各種関係機関
消防、警察、病焼等

↑

P.P,P.滋賀
事務局

| ※現地(公霞1)に災客対

策本部を重けない場合、

1 事務局が炎書対策本部
| と て機能する

|

|

報告・連絡・指示

/
報告・連絡‐指示

議員派と

―
災害発生時、速やかに「公園管理事務所い
|に設置c

I情報の収集、救助計画・活動の案施、関係
1機関との運纏等年被災者の教命摯 書の拡
!大を防ぐための対策と指揮をとる。

情報取集、執助活動、
国内バトロール、防災斜驚

報告・連絡
指示

利用者
地域住民

i革とよキ l ζ熟利用規制

管理事務所職員
p.P,.滋 賀派遣職員

責任者 :総括管理責任者

副責任者 :副総括管理責任者
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「緊急時の連絡系統図」

事故、災害発生時には、下記の連絡系統図に従い、速やかに聰要箇所に財要な連

絡を行います。いちはやい救助活動、被害拡大 [ノ芭止活動に入れるよう、通常時から

各関係者に周知徹底しておくこととします。

長浜市市民協働部
文化スポーツ課

観 △奉ね
心

自
07■9-65-8787

露西電力彦根営業所
0800-rrr-8062

彦根労働基準監督磐
OT4併220654

NrT西日本
113

長浜警察署   
―

0749-62-0110  1

長浜市水道企業団
0749-62-4101

長浜赤十字病院
0749-63-2111

粟森海上B動火災保険掛
0120119-110 長浜営業所

0749-61襲 19
八日市遺業所

0748-23-3151

電

気

警

察

保

険 セ
コ
ム

電

話

病

院

発見苦

緊急事態
発生

P_RR滋 轡連絡先

積支港 園 十六  挨式i余ネ「 ∩74R-48-41ク R

奥儀建 n豊 株ェ式会社 0748-23-0789

近畿花恒 株式会社 077-564-5987

株式会村 沢井 霞絆 ∩74A RR-4151

滋賀双葉ビル整備 株式会社 077-545-2467

株式会社 大乗工務店 0748-4クー1151

挨式会村 手つ ノミツボツ 0748-62-1166

株式会社 日吉 0748-32-5111

中西 獲

`個
人会 §う

個人情報につき、当提案書で
は電話番号は非公開とさせて
しヽただ占ます^蒸Π坂 腎二

`個
人会 畠ゝ
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(3)必要な有資格者の選任、配置方法について、具体的に提示 してください。また、

貴団体において、最低限必要なものに加えて有益な有資格者を管理施設に配置で

きる場合には、その内容や効果について提案 してください。

当法人は、様′マな専門分野を持つ企業で構成されており、各企業の従業員を合わせた

総数は600人を超えます。この中から各業務についてラめ適切な資格を有する責任者及

び担当者を選任し配置します (19頁「組織図」参照)。

跡要または有益な有資格者には次のものがあります。

1.最低限跡要な資格

・甲種I方火管理者

多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を,′芭止するため、防火管理に

係る消防計画を作成し、防火管理上跡要な業務 (防火管理業務)を計画的に行う責

任者。消防法に基づき、当施設での設置を義務付けられています。

2.有益な資格

・建築施工管理技士、建築士

建築物の設計、施工、維持管理に関して専門的な知識と技術を有しており、施設

の更新、修繕等において適切な工法、材料の選定等に効果があります。

・管工事施工管理技土、電気工事施工管理技士、電気工事士

水道・排水等の配管、電気設備に関して専門的な知識と技術を有しており、施設

の更新、修繕等において適切な工法、材料の選定などに効果があります。

・ 浄化槽管理土

浄化槽設備に関して専門的な知識と技術を有しており、施設の更新、修繕等にお

いて適切な工法、本オ料の選定などに効果があります。

・造園施工管理技士、造園技能士

造園、植栽の維持管理に関して専門的な知識と技術を有しており、施設外周の修

景の観点からも効果があります。

・建築物環境衛生管理技術者

建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行います。施設の更新、維持管理

において、環境面からの幅広い知識を活かす効果があります。
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3日 利用料金および休業日 日開業時間

(1)利用料金の設定と設定根拠、事業年度ごとの利用料金収入の見込みについて提

示 してください。特に、施設条例に定める額の範囲内で既存料金からの改定を行

う場合には、その内容を具体的に提示 してください。

ラ定している利用料金の設定

区   分 単  位 利用料金

アリーナ全面

入場料等を

徴収しない

場合

長浜市内に住所(団体又は法人にあつてはその所
在地)を有するものがアマチュアスポーッに使用す
る場合

1時間

800円

照明未使用時600円

長浜市内の保育国等が乳幼児等を対象に使用す
る場合

400円

照明未使用時200円

長浜市内のスポーツ少年団が少年回員を対象に

使用する場合

400円

照明未使用時200円

長浜市内に住所(団体又は法人にあってはその所
在地)を有するものがアマチュアスポーッ以外の催
物に使用する場合

1,200円

照明未使用時1,000円

長浜市外に住所(団体又は法人にあつてはその所
在地)を有するものが使用する場合

1,600円

照明未使用時1,400円

入場料等を徴収する場合
1,600円

照明未使用時1,400円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する

場合

400円

照明未使用時200円

アリーナ半面

長浜市内に住所(団体又は法人にあつてはその所在地)を有す
るものがアマチュアスポーッに使用する場合

1時間

400円

照明未使用時300円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合
200円

照明未使用時100円

長浜市内のスポーツ少年回が少年回員を対象に使用する場合
200円

照明未使用時100円

長浜市内に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有す
るものがアマチュアスボーッ以外の催物に使用する場合

600円

照明未使用時500円

長浜市外に住所(団体又は法人にあつてはその所在地)を有す
るものが使用する場合

800阿

照明未使用時700円

長浜市等及び指淀管理者が主催又は共催する事業に使用する

場合

200円

照明未使用時100円

備考
1 使用料 Iよ 1時間単位とし、使用時間に1時間単位に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2入場料等を徴収しない場合であつても、営利、宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料
等を徴収する場合とみなす。
3規定する利用時間以外の使用の場合は、当骸使用撰の5割増しとする。
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【利用料金の設定根拠】

利用料金設定の基本的な者え方は、

① 川金に見合ったサービスが提供され、利用者が納得できる料金体系であること

② わかりやすい料金体系であること

だと考えています。そして、現在の利用料金は、平成 21年に当法人が「びわ体育館」

の指定管理業務を開始してから東日本大震災後に電気代ア〕ヾ上がった時期もありました

が、現在まで維持しております。この金額は条例に規定された基準額の上限に設定され

ていますが、これまで利用者からの利用料金に対する不満の声は間かれないことから、

サービスに見合った適正な価格設定がなされていると者えています。この料金体系が今

後 3年間維持されるかどうかについては、呪時点では不明です (平成 29年度について

は「ラ定している利用料金の設定」のとおりとします)。 世の中の動向、周辺の同等施設

との関連、条例の変更など様′マな要因で “適正"の定義が変化することも者慮しなけれ

ばならず、その場合には、さらなるサービスの向上を目指し、見直しを検討、実施する

ことがあります。

照明未使用時の返金は現在も実施しており、条例にはない当法人の独自の提案ですが、

利用者にとっても指定管理者にとっても納得できる合理的なシステムで、利用促進にも

つながつていると考えています。◆後もこの仕組を継続することとします。
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【利用料金収入の見込み】

平成 20年度からの利用料金収入は、次のとおり推移しています。

平成 20年度 : 926,OOO円

平成 21年度 : 949,200円 (指定管理業務開始)

(省  田各)

平成 25年度 :1,116,300円 (最高収入)

平成 26年度 :1,056,400円

平成 27年度 : 929,400円

平成 21年度に指定管理業務開始後、各種取り組みの成果ア〕ヾあらわれ収入は順調に伸

び、平成 25年度には管理期間中最大となりましたが、続く 2年は連続で下降し、平成

27年度は平成 21年度を下回ることになりました。下降した原因については、常連利用

者の顔ぶれが変わったことと、半面利用が増え利用効率が悪くなつたたためと分析して

います。常連利用者は、毎週決まつた曜日・ 時間帯に利用されますので、各利用者が重

ならないよううまく棲み分けできてしヽると稼l動率も向上します。しかし、いったん常連

利用者が抜けてしまうと、その穴がすぐに埋まればよいのですが簡単にはいきません。

現在、平成 28年度は前年度を上回る状況で推移しており、収入は 100万円前後になる

と見込んでいます。時間はかかりましたが、抜けた穴がようやく埋まつてきたためと者

えています。◆後も同じペースで回復するとは限りませんが、各種利用促進策 (「4.利
用促進サービスの向上」参照)の取り組みにより、稼l動率の向上をはかります。

そして、これまでの実績から平成 25年度の 116万円が目標の目安となりますが、こ

の時の利用状況は、土日曜日や休日、及び平日の夜間の空きは非常に少なく、平日のデ

イタイムに利用していただかないと稼働率はあがらないという状況でした。この点にお

いてまだ伸ばせる余地はあるものの、容易な課題ではありません。

こうした状況を勘案し、各年度の利用料金収入は次のとおり見込んでいます。

平成 29年度 :1,OSO,OOO円

平成 30年度 :1,045,OOO円

平成 31年度 :1,060,OOO円
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(2)体業 日・開業時間の変更について、具体的な考え方を提示してください。

「びわ体育館」の管理運営については、「奥びわスポーッの森」と一体化して行われて

おり、関館時間・休館日についても統一されています。どちらか一方の開館時間または

休館日だけを変更するということは、指定管理者の行う業務の効率を損なう上に、利用

者に対しても混乱を招きかねないことから、基本的には望ましくないと者えられます。

しかしながら現在、冬期 (12月 1日～翌年2月末日)について、原則として 17時で

閲館となるものの、8日間/月を上限に「びわ体育館」のみ夜間 (17時～21時)の開

館を行つています。これは、「びわ体育館」利用者の要望を受けて設定しているもので、

これまでほぼ 100%の稼l動 となつており、今後も同様のサービスの継続が望まれます。

また、◆回は、「管理運営業務仕様善 4頁」において同様の条件を指定されていますので、

当然実施することとします。

現在の 3日間/月を増やすことは、収支面においても配置する職員のローテーション

においてもその負担は増すことになるため、容易には実施できない状況です。従いまし

て、休業国・開館時間については現状維持で進めることとしますが、滋賀県に対して「奥

びわスポーツの森」の施設利用時間の変更を求めるなどして、冬期の夜間利用日の増加

策を模索し、利用者の要望に応えられるよう努力を続けます。
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4.利用促進およびサービスの向上

利用促進に向けた具体的な取組み (施設機能の活用、広報活動等)と 、サービスの

向上のための具体的な取組み (市民・利用者のニーズの把握、苦情・要望対応等)に
ついて提示 してください。なお、ここでは自主事業について具体的に提示する必要は

ありません。 自主事業の内容については、 6.において提示 してください。

【利用促進に向けた取組み】

1.利用者のニーズの把握

「びわ体育館」に対して、利用者がどのような要望を持つているのか、どのよう

に認識しているのかを明らかにすることが、利用促進の第一歩です。受付時、巡回

時などの機会に利用者に声をかけコミュニケーションをはかることに努める他、定

期的なアンケート調査を実施します。これら活動を通して得られた情報に基づき、

適切かつ迅速な対応策を講じていきます。

2.施設の認知度を高め、積極的に誘致活動する

「びわ体育館」を広くアピールし認矢□度を高めるために、ホームページ、パンフ

レット、雑誌やフリーペーパーといった媒体を活用する他、地域住民、学校、自治

体、企業、各種団体等にl動 きかけるといった誘致活動を展開します。それには、当

法人のネットワークを活用する他、利用者からの1情報提供にもしっかり耳を傾けま

す。

3.安全で快適に利用出来る施設の提供

せつかく利用していただいても、次も利用したいと思つてもらえるような魅力あ

る施設でなければ利用者は離れていきます。認知度を高め、誘致活動に力を入れる

のみならず、「安全」で「
ll央適」に利用してもらえるような取り組みが求められます。

ハード面においては、老朽イしの間題、虫が入り込むという問題が顕在イヒしており、

定期的な設備や備品の点検、清掃活動だけでは不十分となることがあります。利用

の際の鍵の開閉時、巡回時などにしっかり観察し、臨機にかつ迅速に対応すること

が求められます。

また、備品についてこれまで同様、利用者のニーズを汲み取り増強していきます。

ラ算の確保が課題となりますが、優先順位を明確にして限られたラ算を有効に活用

したいと考えています。

もちろん、ソフト面においても、誠実、′△`平、正確、及び迅速な対応により、快

適に利用していただけるよう努めます。
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4.利用料金、利用時間の見直し

利用料金、利用時間については、これまでに「照明を使わない場合の電気料金相

当の返金」「冬期夜間の関館」といつた取り組みを行うことで、利用促進、利用者増

加につなげてきました。あまり頻繁に見直しを行うと、利用者にわかりにくくなつ

てしまうおそれもありますので、◆のところ新たな計画はありませんが、◆後も利

用促進に効果的な見直しの調査、研究を続け、時機を見て実施できるよう準備をし

ます。

5。 周辺施設との連携、他者主催行事との連携

「奥びわスポーツの森」と一体化し連携した誘致活動をはかることは当然、周辺

のスポーツ関連施設や、観光施設との連携により、地域全体で利用者の誘致をはか

ることも者えていきます。例えば「びわ体育館」に空きがなくても近隣他施設に紹

介できれば、いすれその逆のことが期待できるかもしれません。また、各種スポー

ツ大会等についても積極的に誘致、協力することで当該行事の成功に貢献できれば、

好印象を持つた参加者が常連利用者となっていただけるかもしれません。

【サービスの向上に向けた取組み】

1.市民・利用者のニーズの把握

利用者のニーズを把握するために、次の方策により1情報を収集、分析し、管理運

営の改善につなげていきます。

①利用者との距離を近付ける

利用者との距離を近付けることでニーズの把握に努めます。利用者から気軽に

声をかけてくださるなどコミュニケーションを取りやすい方もおられれば、そう

でない方もおられるなど様′マです。各利用者に適した近付き方を工夫し、1情報を

引き出すことに努めます。

②アンケート調査

匿名性を確保することで、直接把握することが難しい利用者のニーズや情報の

収集に役立てます。定期的に実施することで満足度の推移を知る他、指定管理者

の知りたい1情報を設間に盛り込むことにより、将来の運営管理に活かします。

収集したI情報は、日常業務の中で埋もれてしまうことのないよう迅速な対応を
｀

心がけることとし、そのために財要な体制の整備、職員の教育指導について適宣

進めていきます。

また、収集したI情報や対応については、施設内に掲示するかあるいはホームペ

ージを活用するなどして、積極的に開示するよう努めます。これら情報開示によ

り、さらに利用者からの意見やニーズが雪せられることを期待します。
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2.苦情対応

クレーム、苦I情対応については、『PDCAサイクル』で捉え対応することにより、

苦情件数の減少に努めます。

①苦情を出さない (Pian)

出さないことが何よりです。管理運営にあたつて予め立てられる対策は可能な

限り取るよう努めます (F防処置)。

②発生した苦情には迅速丁寧に対応する (Do)

・苦情処理担当者の対応

苦情が発生した場合、原則として、受け付けた職員が苦情処理担当者として、

その場で迅速かつ丁寧な対応に努めます。

・総括管理責任者の対応

担当者に処理しきれないものについては後程の対応を約束し、苦I情内容につ

いて総括管理責任者に速やかに報告し、隊要な措置について判断を仰ぎます。

・長浜市との協議

総括管理責任者の判断で対応することが困難な場合、速やかに長浜市に報告

し、協議を行い財要な対応をとることとします。

③再発防止策の検討 (Check)

苦情の内容を整理し、原因を究明し、再発防止策を検討します (是正処置)。

④苦情は積極的にその情報を収集し改善活動に役立てる (Acuon)

同様の苦l情を繰り返さないよう、苦情の内容、原因、取つた処置、再発防止策

といつた情報を速やかに組織全体に展開し、さらなる改善活動に役立てます。(①

苦惰を出さない に戻る)

上記事項について、マニュアル通りに対応するだけでなく、適宜、研修を行い過

去の事例を参者により適切な対応を取れるよう努めます。

また苦I情については、改善活動を通じてさらに管理運営レベルを高める貴重な1情

報源であると認識し、出さない努力と同時に積極的に収集、展開する姿勢 (隠蔽し

ない)を徹底します。苦I情も利用者のニーズの一つであり、サービス向上につなげ

るためにも収集の機会の確保と拡大に努めます。
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5日 組織体制

(1)管理施設における組織体制、人員配置、人材の育成・確録等についての基本的

な考え方を提示してください。

【組織体制 。人員配置】

施設に常駐するのは、管理事務所の職員 (公園管理事務所長含む)のみであり、その

他の責任者及び担当者は、明要に応じて施設または所属する各企業で職務を行います。

各責任者は施設に不在時も、管理事務所及び事務局とは常時連絡を取れる体制とし、緊

急時にも備えておきます。

総括管理責任者は、施設全体の管理運営の総責任者として管理運営業務 (安全・ 防災

管理、利用者対応、利用促進、事業企画、収支管理等の施設のマネジメント全般)を実

施します。施設の目的を達成できるよう全体の計画を立案し、各責任者、事務局と調整

しながら、効率よい運営管理を行うよう努めます。

不定期に施設に出向き、管理事務所珊員からの報告を受け、また自らの目で状況を確

認し嚇要な対応を行います。その頻度は、通常 1～2回/週ですが、現場に出向かなけ

れば状況を把握できない、あるいは緊急を要するといった場合には、この頻度にとらわ

れす臨機応変に対応します。

副総括管理責任者は、総括管理責任者不在時に代行する他、事務局を兼務し、組織全

体が効率よく機能するよう調整をはかります。

植栽管理責任者は、年間を通して景観を良好な状態に維持し、維持管理計画を策定し、

それに従つて財要な業務を行います。しかしながら自然相手であり、植物の生育吠況に

合わせた計画の見直しは避けられず、最適な植栽維持管理のために臨機応変に対応しま

す。

施設管理責任者は、総括管理責任者が兼任します。各施設が安全で快適に利用できる

よう施設の維持管理計画を立て、または見直し、跡要な業務を各担当者・外注先に指示

し行わせます。

また、事務局は、施設の管理運営状況を常に監視し、良好な管理運営を保てるよう業

務の補助、要員の調整をはかるなどサポートします。組織全体の総務、経理事務も事務

局が行います。
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管理事務所について、日常の管理運営の実務にあたるその役割は大変大きく、利用者

対応 (受付、苦I情要望対応、安全管理等)、 維持管理 (各種点検、軽微な修繕、清掃、除

革等)など幅広く業務を行います。′ム`園管理事務所長を含も 4`名の職員を配置し、総括

管理責任者をはじめとする各責任者や担当者、及び事務局との連携を密に取りながらそ

の業務をサポートし、施設全体がより効率的な管理運営を行えるようにします。

盗且赴囲

職務内容 担当者

離甜詔麗語議謡略 籍翠 認 解 犠 と奥― 株筑雛
蔭塾防 がら、務 よい憲肺 理3肝 )」り

"め
ます。                         奥 宗al

職務肉春

構篠笹理貴毎者不,時の代行。事務易業務

担 当を

花通 四と水

山毎 債薔:

後言 健

担当企卑

1ヒ文避口土木

緞 露競露開盟奸盈尊        稼韻土木
ます.

2曇建設ネ経連事務と

磯務内暮                            担当者

線巌盤詈島棚 議脇 辮 電露騒雷
搬

1と文譲■本

芝月り、除単

能力、資格、経験等

,後造口粧 管理機上、2-族 能士

輯ネ医

'線
造臼藤 曽煙儀と、2-後 催士 荏

―
■本

新れ技等のテい′プ輩療,に 2後造日経 管建横士,P機観 捜佳士  花文遺四土木、近岳花塩

磯務内容 担当者

解財旨溜詔緒霊窯話器殿麟
適なコl用をしてい雖建譲株責会社

輿 窯巧司

担当企業

テク
^ツ

ポン

テクオ、ウボシ

日百

議質双柔ビル整R

大素工務店

花文造臼土ネ、奥H建設

R井建獣

担当を

舘 鶏 駆 鷲 雛 鴎 臨 継 粽納 'P'最
質

を行掟 とで,全体れ てより効学的な管理速驚 行えるよう議長する.

喩務内暮

吾末、低本の曽理

磯 務内容

電気巖担 こ顔する業務

惜勝ネ識備に開する泰務

浄化糖保守点検、水質検登

建物の粛構に霞する豪務

建務の標持修協l_顔する宗務

遊奥の疸検.施震,,点検

B務内喜

受付、告常要望対応、藤検.

繁掃,軽搬′ど修鴻等

能力、資格、軽験等

,機憲気工事籍工優 僚士

段́曽工事炉_工管煙旗士

浄化犠管理士

建肇傷看毎管理祥

"資
格謹 91

1後麓簗と、,段 霊― 七連機上

造奥の日命露雷点儀律T書

1機上本腹 七建依士

能力、資格、経験等

曽韓事務岳― 衝犠験苦

甲獲防火管理耳留しT著

t村 崇市

担当企業
P,F垂貿

P,P≧貴4事長

,P,巌費理事会

得橋管理壺任者

コ驚悟管理重任を

P,P送資
事葛局

強幾管理責任を

鶴本担当

芝生担当

リサイクル担当

建設管理責任を

電気設備担当

給排水設備担当

滑化槽担当

建物清掃担当

建物権持修韓担当

竜臭・傷設担当

公園曽題事 務所長

管理事務所職員
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【人材の育成、確保】

1.人材育成方針

施設管理者として、「誠実で′ム`平な対応」をとることを基本とした人材育成をして

いきます。このことは、技術的な問題よりも、珊員の心がけ、意識の持ち方が大き

く影響するところです。全てマニュアルで縛ってしまうのではなく、個性や人間味

を大切にし、親しみのある対応ができるような育成をしていきたいと考えます。

同時に、「正確で迅速な対応」を取れることも求めていきます。こちらは技術釣な

課題が求められますので、手順に則つた行動を取れるよう教育指導を行います。

2.研修計画

多様な利用ニーズに対応するには、柔軟性に富んだ管理体制とともに、管理者と

しての資質向上が欠かせません。その解決策として、各種の技術的な課題に対する

教育・研修に加え、上記方針のもと、各職員の個性に合わせた研修内容を計画します。

様々な教育・研修の実施を通じて珊員の資質向上を果たしたいと者えています。

研修方法については、毎月実施する定例会議等で行う勉強会を中,いに進めるラ定

です。また、「びわ体育館」以外の当法人が管理する指定管理施設との1情報交換の機

会を設けるなど、複数施設を管理運営していることのメリットを活かしたいと者え

ています。

具体的な研修内容について、次の事項から取り上げます。

① 法令管理に関する研修

0地方自治法について

●長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例、同施行規則に

ついて

0施設管理と安全対策について

0長浜市民スポーツ施設条例、同施行規則について

0長浜市個人情報保護条例について

0長浜市情報公開条例について

0長浜市環境基本条例について

② 日常業務及び施設の使用方法に関する研修

●施設、設備の現状把握と整備、利用について

0施設の維持管理業務について

0施設で使用可能なスポーツ種目について

0使用料金等′ム`金の徴収事務について

0施設使用許可等行政処分に関する事務について

0施設の現状把握と台帳の整備、活用について
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③ 安全対策に関する研修

●防火管理者としての業務について

0施設内での事故・事件について

0施設内における[ノ盲犯対策について

0指定避難所としての役割について

0緊急時の体制について

0普通救命請習の受講

④ 運営、管理に関する研修

0指定管理者制度で運営管理されている他施設の視察、情報交換

●管理事務所の体制について

0個人1惰報の取り扱いについて

⑤ 利用者への対応に関する研修

●接遇の,M構え、方法について

0苦情、要望に対する対応について

●遺失物等の取扱について

⑥ 樹木管理、芝生管理に関する研修

0時期、方法、日常管理等

⑦ 施設管理に関する研修 (電気、給排水、汚水処理施設、トイレ、保安警備等)

0規格、使用方法

●補修、点検

●故障時の体制、連絡系統

⑧ その他

●環境保全について

0各種スポーツの概要、ルール、用具の矢B識について

0人権への配慮について

※ 新規珊員採用時には、上記と同様の研修を行います。

3.人材確保

当法人を構成する各企業の従業員総数は 600名を超えており、優秀な人材も多数

在籍していますので、人材確保は比較的容易に行えます。管理事務所職員について

も、これまでの管理運営を通じて得た地域の情報、人脈等を活用することで、有能

な人材を確保が可能です。
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(2)管理施設において予定している人員配置について、職員ごとに役職、担当業務

内容、資格、実務経験年数、雇用形態 (正規・非正規)、 年齢、勤務時間等を具

体的に提示 してください。

総括管理

黄任者

施設のマネジメント

全般

運 営管理関

係の経験者

20年

O 50代 24時間

副総括管

理責任者

総括管理責任者不在

時の代行、

事務局兼務

総務全般の

管理経験者

30年

O 60代 12時間

事務局 経理、総務に関するこ

と

硯場のサポート

2級建設業

経理事務士

20年

○ 40代 24時間

施設管理

責任者

施設管理の総括業務、

総括指揮

運営管理関

係の経験者

20年

○ 50代 24時間

電気設備

担当

電気設備に関する業

務

2級電気施

工管理技士

20年

○ 40代 3時間

給排水設

備担当

給排水設備に関する

業務

2級管工事

施工管理技

士

20年

○ 40代 3時間

浄化槽担

当

浄化槽保會点検、水質

検査に関する業務

浄 イヒ槽管 理

土
O 40代 3時間

建物清掃

担当

建物の清掃に関する

業務

建築物環境

衛生管理技

術者

15年

〇 40代 3時間

建物維持

修繕担当

建物の維持修繕に関

する業務

1級建築士

20年
〇 50代 3時間

資格・

~条
務経験 年

数

動務日警闘

(/週 )

年 齢

躍隠形態

役 職   担当業務内容
正 規  非正親
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植栽管理

責任者

植物管理、園内清掃の

総括業務、総括指揮

1級造園施

正管理技士、

1級造園技

能士

15年

〇 30代 3時間

樹木・ 芝

生担当

樹木管理、芝刈、除革、

清掃

2級 造園施

工管理技士、

2級造園技

能士

10年

○ 30代 3時間

′ム`園管理

事務所長

施設の管理運営全般

に関する責任者

施設運 営管

理業務の経

験者

甲種 ,メ百火管

理者

5年

○ 60代 32時間

管理事務

所職員

施設の受付業務、苦情

要望対応、日常の巡

固 。点検・清掃、軽微

な修繕等

施設運営管

理業務の経

験者

1～5年

〇 60代 32時間

費格・

突 務経 験年

数

勤務憩寺F翻

(/避)

雇用形態

正 規 非正規
役 贈 1  担当業務内容 年 齢

色付きは、責任者。

勤務時間について、公園管理事務所長、及び管理事務所珊員は施設に常縦し一定の□

―テーションに従い勤務しますので、概ね表内の数値となります。しかし、それ以外の

責任者、及び担当者は、財要な業務 (点検、修繕等)が発生したときに施設あるいは所

属する企業で業務にあたります。従つて、毎週財す表内の数値のとおり勤務するわけで

はなく、年間を通じて平均した時間となります。
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(3)標準的な lヵ 月分の勤務ローテーションを作成 してください (A4版・任意様

式)。

別紙の通りです。法律 (労 l動基準法等)を違守し、定められた範囲内で無理のない勤

務体制が取れるよう、管理事務所においては4名の職員 (公園管理事務所長 1名含む)、

及び補助要員として臨時又は事務局1名 (夜間業務がない場合O名 )でのl本制をとりま

す。「びわ体育館」及び「奥びわスポーツの森」の指定管理業務を実施するために財要な

管理レベルと、人員体制、コストを者慮し、現在とつている体制です。

ポイントは、2名の職員が常駐できる体制とすることを者えた勤務□―テーシヨンで

すが、夜間については1名体制としています。夜間の施設利用者は、スポーツ施設利用

者が大半となり、昼間に比べると施設全体の利用者は大きく減少します。そのため、巡

回等の業務も縮Jヽすることが可能であり、1名でも問題なく管理運営できると判断して

います。◆後、問題が発生するようでしたら、見直しを検討します。

なお、事務局については所属する企業の勤務シフトとなりますが、緊急時にはいつで

も動けるよう、連絡体制等の準備を整えておきます。
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Ｉ
　
〕
頓
　
Ｉ

管理事務所勤務シフト表
夜間業務あtなし購

勤務ンフト 夜間業務瞬

※職買 1

※職員2の休憩は、年後15分、夕方15分、夕食時45分とする

※補助要員の体藪は、午前15分とする

動務シフト硯 (1ケ月)夜 閥勤務がなし暁  ■ 8:30～ 17:15

・

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

日

５

５

５

５

計

１

１

１

１

△
ロ 欽

勤務シフト例 (1ケ月)夜 間勤務がある場合  艦ヨ 8:30～ 17:15  諷瓢 12:30～ 21:iS  EE8:30～ 12:30

補助要員

合計日数

早出8、 遅出7

早出8、 選出3

専出3、 選出8

宰出7、 遅出3

年前 3と

！

―

！

E

17161514131211109

臣

H

8

―
競員 1

競員2 8:30～ 17:15

3:30～ 17:15

職 員 1

職 員 2

亭雨勘要 員

8:30～ 17:15

3:30～ 12:30

12:30～ 21:15

早

運

朝 gB I章月

早

選

遅

早

阜

鰯

運

朝

阜

朝 0月

遅

朝

早

選 早

遅

朝

遅

朝

遅

輔 奪丹奪B

早

朝

理

早

渥

早 理

一早

朝

単

遅

朝

理

朝

早

輔

早

選 選

阜

朝

早

朝

渥

30 ごl



6.自主事業

管理施設を利用した自主事業の実施計画について提示 してください。なお、それぞ

れの事業ごとに収支計画書を添付 してください (A4版・任意様式 )。

次の3つの観点から自主事業を計画し、施設の利用促進、サービスの向上につなげた

いと考えています。

1.スポーツ振興・健康づくり事業

「各種教室」を実施するラ定です。教室の内容については、

・健康の維持、増進

・体力、運動能力の向上

・各種競技の普及、振興

・ スポーツの楽しさを体感

・ 仲間づくり、地域コミュニティの活性イヒ

など、様′マな目的が者えられます。これらの中から地l或の動向や、参加者のニーズ、

確保可能な指導者の状況等を者慮し、具体的な内容について調整していきます。

具体的に実施を決めているのは「セルフアヾランススクーター体験教室」。これ以外

にも施設の立地条件、特性を活かし、「奥びわスポーッの森」の各施設の活用も視野

に入れた、他所にはない「びわ体育館」ならではの教室の実施を目指します。

2.飲食 。物品販売事業

①飲料自動販売機設置

過去に[ノ芭犯上の理由から一時期撤去していた時期がありましたが、利用者から

再設置の要望をたくさんいただき、設置場所を変えて継続しています。飲料メー

カーにとってある程度の売上が見込めないと設置しにくいため、指定管理者の意

向だけで決められない側面はありますが、引き続き設置できるよう調整します。

②各種スポーツ用品レンタル

各種競技を実施するために跡要な備品は、もともと無料で貸出していますので

自主事業としての取り組みには含めませんが、一部有料で貸し出すものを設定し、

自主事業として位置付けます。例えば、現在は利用者の認知度が低いけれどもこ

れから流行するかもしれないスポーツ用具や、利用者がわざわざ購入するのはた

めらわれるけれども体験する1幾会があれば利用してみたいと思うようなスポーツ

用品など。具体的に実施を決めているのは、「セルフバランススクーター」のレン

タルですが、各方面のI情報収集に努め種類を増やしていけるよう努めます。
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3.その他の事業

①体育館無料開放

2回/年、「びわ体育館」を無料開放することで、これまで体育館を利用したこ

との無い方にも体育館のことを広く知ってもらい、新規利用者獲得のきつかけに

したいと者えています。毎年 5月 と 10月 に実施する「奥びわスポーツの森」の

イベントには、いろんな年代の方が大勢参加されますので、このイベントと連携

することで効果的な事業となるよう計画します。

②スポーツ大会、イベントの誘致

各種スポーツ大会やイベントを誘致し、共催者、あるいは可能であれば主催者

として実施したいと考えています。スポーツ大会についてはこれまでの実績の中

で、競技内容について専門的な知識や運営ノウハウがなければ成功は困難である

ということを経験しています。共催者として十分実績を積んだ後、主催者として

の実施を目指します。

上記以外にも実施できるよう、積極的に取り組んでいきます。
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自主事業収支計画書

収入 (単位 :円 )

支出 (単位 :円 )

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 合 計

各種教室の実施

参加料
60,000 60,000 60,000 180,000

自動販売機設置

販売手数糾収入
100,000 100,000 100,000 300,000

スポーツ用品貸出

レンタ)レ料
20,000 20,000 20,000 60,000

体育館無料関放

収入要素なし
0 0 0 0

大会・ イベント誘致

参加料
10,000 10,000 10,000 30,000

合計 190,000 190,000 190,000 570,000

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 合 計

各種教室の実施

講師代、施設利用料、

宣伝費他

54,000 54,000 54,000 162,000

自動販売機設置

利用者還元等
50,000 50,000 50,000 150,000

スポーツ用品賞出

備品購入、修理代等
18,000 180,00 180,00 54,000

体育館無料開放

施設利用料、道具代
5,000 5,000 5,000 15,000

大会・ イベント誘致

宣伝費、人件費他
10,000 10,000 10,000 30,000

合 計 137,000 137,000 137,000 411,000
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7口 その他

(1)事業年度ごとの施設利用件数、利用者数の見込み (施設ごと)と 、その根拠につ

いて提示 してください。

平成27年度 平成 29年度 平成30年度 平成 31年度

施設利用件数 626件 6401牛 650件 660件

利用者数 7,818人 7,680人 7,SOO人 7,920人

※平成 27年度は実績、29年度以降は見込の数値

利用件数については、各種利用促進策の取り組みにより 10件/年程度の増加を見込

んでいます。ピークは平成 25年度の725件でしたので、実績を者えると控えめな見込

みと捉えられるかもしれません。しかしながら、現在、いつたん下がつた稼l動率の回復

途上であり、確実に軌道に乗つたと判断できる状況ではありません。新規常連利用者を

毎年 1～2組増やしていくことで、この見込みの達成を目指します。

また、利用者数については、種目 (団体、個人の違い)や利用形態 (練習、試合など

の違い)によって大きく増減することがあります。近年の利用件数あたりの利用者数は、

平成 25年度 : 8.7人/件

平成 26年度 :11.2人/件

平成 27年度 :12.5人/件

平成 28年度 :14.1人/件 (平成 23年 4月～12月のデータ)

となつており増加傾向にありますが、◆後どうなるかはラ沢」困難です。平成 29年度以

降の見込については、12人/件で算出していますが、指定管理者が制御しにく数値であ

ることをご理解ください。
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(2)施設の管理運営における経費節減のための取組みについて、具体的に提示して

ください。

指定管理者制度の導入にあたっては、民間のノウハウを取り入れることで、住民サー

ビスのさらなる向上と管理運営の効率化をはかることが大きな目的の一つとされていま

す。当然、効率化をはかった先には、経費の節減という結果も求められます。「びわ体育

館」と「奥びわスポーツの森」の両施設を同時に管理運営できるからこそ可能となる効

率化を展開し、経費節減を一層進めたいと者えています。

ただし、跡要以上の大幅な節減は、かえってサービスの質の低下を招くことにつなが

りかねません。従つて、各項目を吟味し、節減可能な経費としてはいけない経費を見極

めることが閉要であると考えます。この考え方を反映して、今回の収支計画を提案して

います。

1。 人件賣、事務費

「びわ体育館」と「奥びわスポーツの森」の指定管理業務を一体化することで、

無駄を省いた効率的な管理運営の実現が可能となります。現在の体制は、利用者に

とつてより安全で満足度の高いサービスの提供を実現するための配置人数と、コス

トのアドランスを者えたものです。

2.維持管理費、修繕費

人件費、事務費と同様、「びわ体育館」と「奥びわスポーツの森」のそれぞれの業

務を共通化して実施することで経費の節減をはかります (例.体育館の修繕と公園

内の他の施設の修繕をまとめて実施する)。 当法人には各分野の専門家が揃つていま

すので、その技術とノウハウを活かすことで、より大きな節減効果を果たせるもの

と考えています。

施設の老朽化にともなうラ期しない修繕の発生が課題となることから、日常の点

検、観察を強化し、被害が大きくなる前に対策を請じることができるよう早期対応

に努め、経費の発生を抑えるよう努力します。

また、備品の増強について、利用者のエーズ、導入後の効果の程度をラ測し、効

率的な優先順位を考えて導入を進めたいと思います。製品の選択にあたっては、安

価な製品が「安かろう、悪かろう」とは限りませんが、価格だけにこだわらす品質

や耐久性を重視して、信頼できる製品をより安く購入する努力をします (特に安全

に関わるもの)。

さらに今回、電力会社の見直しにより光熱水費 (電気料金)の削減を行います。

現在の電気料金から20%程度 (17～18万円/年)下げることを想定しています。
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3.事務局経費 (収支計画の「人件費」に含まれます)

事務局経費については、事務局の人件費、研修費の他、ラ備費的な捉え方もして

います。ここも「奥びわスポーツの森」の経費と一体化して者えられる音[分ですの

で、抑えた数字としています。経費の節減が進んだ場合、利用者に還元するための

お金の使い方を検討し、実施したいと者えています。

(3)施設の管理運営における個人情報保護の取組みについて、具体的に提示してく

ださい。

管理運営上、施設の利用申込み、及び利用者のニーズを把握するためのアンケート調

査の実施、さらには苦情や要望の受付の際に個人情報を取り扱う機会があります。入手

した個人情報の管理については、「長浜市個人情報保護条例」に従い、目的外使用を絶対

に行いません。また、外部に漏洩することのないよう、次のように体制を整えます。

1。 「個人情報保護規程」を定め、組織的管理運営体制を整備する。

2.職員の教育の中に、個人情報保護に関する教育訓練を組み入れ、その重要性の周知

徹底をはかる。

3.業務を外部に委託する場合、委託先はできるだけ個人l盾報に触れることのないよう

な管理運営に配慮するとともに、個人情報を扱うことになつた場合も、教育・指導

を行い、その重要性の周矢□徹底をはかる。
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(4)施設の管理運営における環境に配慮した取組みについて、具体的に提示してく

ださい。

施設管理者として、施設の環境に配慮した管理運営を実施し環境保全に貢献すること

は当然、利用者に対しても環境保全のあ要性を訴え、一人でも多くの方に賛同を得て協

力してもらえるようなl動きかけを行つていかなければならないと者えます。

1.グリーン購入の推進

備品や消耗品の購入、利用にあたっては、環境を者慮して防要性をよく者え、環

境への負荷ができるだけ少ないものを選択するよう努めます。

2.ごみの削減・ リサイクル

管理運営上発生するゴミの削減に努め、リサイクルに配慮し適切な分別を推進し

ます。利用者に対してもゴミの持ち帰りを啓発し、施設の美観の維持をはかります。

3.施設管理

施設管理において、汚れやすい場所や箇所に配慮し美観の確保に努めていきます。

また、施設の老朽化が目立つ部分もあります。安全面での配慮を最優先に、余裕が

あれば美観の面からの維持修繕を進めたいと者えています。利用者に対しても大切

に利用していただくような啓発に努め、理解を得る努力をしていきます。

無駄な照明点灯が無いよう、タイマーを利用して定められた時間通りの点灯・消

灯に努めます。利用者に対しても、照明を使用しない利用 (安全な利用が確保でき

る場合のみ)を提案し、協力を呼びかけます。

4.植栽管理

植栽管理において、植物の生育や特性を見込んだ植栽空間や、植物環境の形成を

計画します。また、作業時、C02の発生を少しでも少なくするために、作業機械・

トラックなどのアイドリングストップを心がけ、整備点検を徹底するとともに、低
′ム`害車等の自然に負荷のかからない機械の導入を積極的に行います。

5。 みどりのリサイクル

資源循環社会の構築に対応し周囲への環境負荷を低減していく上で、剪定枝や刈

革等は自然界の循環の中で自然に返せるものはチップ化して自然に帰します。また、

イベント時にリサイクルしたチップ地肥を利用者に配布し、その仕組をパネルにし

て展示する活動を通じて、利用者に環境保全についてのI情報発信を行います。
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8.自 由提案

(1)施設長候補者においては、管理施設の設置 目的の達成に向けて、どのような情

熱 。思いをもつているのか、自由に記入してください。

これまで、8年近く施設の責任者として管理運営業務に携わる中で、稼l動率は順調に

伸びてきたと喜んでいたら、急激な下落を経験し、現在再び回復傾向にあるというよう

に、各種取り組みに手応えを感じる部分と、思うようにいかないきI分が交互に訪れてい

るような状況に、戸惑いと難しさを感じているところです。しかしながら、良くも悪く

も取り組みの成果はダイレクトに稼l動率に現れますので、その意味では非常にやりがい

のある業務でもあります。はじめて「びわ体育館」の管理運営に携わつた頃は、改善し

たいところがたくさん目について、そのためのアイデアや工夫も次′マと打ち出せました

が、改善が進むにつれ容易に解決できない課題が残ることになり、利用者の期待に応え

られなくなつていたのかもしれません。そして熱心な常連利用者が離れてしまうと、そ

の穴を埋めるのは容易ではありませんでした。新規利用者の獲得も大切ですが、既存の

利用者をより重視し、常連利用者が離れないことはもちろん、もっと頻繁に利用してい

ただけるサービスの展開が求められると者えています。可能であればタイミング良く新

しい取り組みやチャレンジを取り入れていき、利用者に変化を感じてもらえるような運

営をしていければよいのですが、利用者が望まない変化を無理に実施するようなことに

なると混乱を招くだけですので、そこは焦らすしっかり吟味したいところです。

さて、常連利用者を失つた理由については、町すしも管理者側の間題ばかりとは限り

ません。利用者側の事情 (チームの解散等)で失うこともあります。いすれにしても抜

けた穴を埋めないといけないわけですが、既存のびわ体育館利用者は、利用時間やラ算

が決まつていることが多く、他の時間帯が空いたからといって完全にその穴を埋めてい

ただけるには至らないことが多く、そうすると新規利用者を獲得しないといけなくなり

ます。例えばこれから新規に起ち上げようという団体がすぐに見つかればよいのですが、

そのような都合のよい話はそうあるものではなくその情報も入手しにくこともあり、近

隣他施設の利用者を誘致することが取り組みやすい対応策となつてきます。利用者にと

つてはより求めている条件に合致する施設を選択する機会が増えメリットが大きくなり

ますし、各施設も競争に勝ち抜くためによりよいサービスを提供しようと努力しますの

で、管理運営レベルの向上につながるでしょう。しかし、地域全体で見れば利用者の絶

対数は増えておらす`、各施設が限られたパイを取り合いしているだけですので、その点

は課題が残ります。各施設が連携して利用者の絶対数を増やせるような取り組みが行え

ればよいのですが、自身のことで精一杯で地頭のことまで考える余裕はないのが実I情で

す。“市民の体育とスポーツの普及・振興"は「びわ体育館」の設置目的であると同時に、

地域全体の目指すところという認識のもと、長浜市にも指導、ご協力をいただき少しで

も貢献できればと考えています。
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(2)貴団体についてのPR、 施設の将来的な展望等について、自由に記入 してくだ

さ い 。

当法人は、滋賀県内に拠点を置く複数の企業、及び1固人で構成する NPO法人です。各

構成員は、地域社会あるいは′△`其福祉への貢献ということを目的の一つに掲げそれぞれ

事業展開あるいは活動を続けています。′ム`其施設の管理運営が指定管理者制度によって

開放されることは、そうした目的を果たす絶好の機会であります。しかし、指定管理者

として求められる役割や技術的要素は非常に多岐に渡り、単独の企業、個人で対応する

にはハードルの高い施設もあります。そのような施設を上手く管理運営していくために

は、それぞれ得意分野の異なる複数の組織が一つのグループとして協力・連携・結東す

ることが望ましいと者え、そうした者え方に賛同した者が集まつて当法人を設立したと

いう経緯があります。

お陰様で設立以来、「びわ体育館」の他、指定管理者として様々な施設の管理運営をお

任せいただけるようになりました。指定管理者として施設の管理運営を通じて地研社会

に貢献するのみならず、そうした活動を通じて得られた知識や技術を各企業が自社 (自

身)の活動に活かすことで、より広く、より深く地域社会への貢献を果たすことにつな

げたいと者えています。

そして「びわ体育館」ですが、老朽イヒの問題が避けられす、管理運営にどう影響して

くるか懸念されるところです。屋根の雨漏りは定期的な補修を行つても完全に止めるこ

とはできず、かといつて大規模な修繕を行うことの難しい事情も承知しています。また、

配管や電気設備、浄化槽といつた各設備も故障や破損が毎年どこかで発生しており、早

期に更新をするなど対応を進めたいところですが、限られたラ算では追いつかない音I分

もあります。特に隠蔽されている箇所 (配管等)については事後の対応になつてしまう

など難しい状況があります。熱〕齢な常連利用者がたくさんおられます。また、地域性を

考慮してもなくてはならない施設だと考えます。◆後も長く愛され親しまれる施設であ

り続けるよう、指定管理者としての努力は当然ですが、長浜市にも協力をお願いしなが

ら、利用者の安全を脅かすことのない、あるいは利用者へのサービスを損ねることのな

い管理運営を続けてまいります。
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