
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。

O法令の遵守

地方自治法や施行令、資料館条例、同規則̀
等
の法令に照らし合わせた管理運営に

努めるとともに、個人情報の保護に注意 し、情報の公開を進めます。

O市の考え方に合わせた業務の遂行

市が定められている指定管理者の業務の範囲を守り、市の考え方に沿つた管理運

営を行います。

O芳洲先生の顕彰

長浜市郷上資料館として、芳洲先生や朝鮮通信使に関わる歴史や文化等の資料に

ついての収集は、長年交流のある対馬や朝鮮通信使ゆかりのまちに遺る新たな資料

の発掘に努め、レプリカの展示公開をして庵の活性化を図ります。また「世界の記

憶」に登録される芳洲資料が手に取つて見られるようレプリカの展示を考えます。

定期的な講演会や講話、塾、ビデオ鑑賞会などにより、芳洲先生の顕彰を進め

ていきます。また、紙芝居や絵本、かるた、すごろく等により子どもから高齢者ま

で芳洲先生を知っていただけるようにしていきます。

O市民のために

これまではあまり親 しみがなかつた市民にも、施設の狭いスペースに合わせた自

治会単位の老人クラブや婦人会、福祉サロン等の利用を広めたり、教科書にも登場

する郷上の先人を芳洲庵で学んでいただくよう学校に呼びかけたり、各種団体の利

用、韓国の青少年と市内の高校生との交流など、美 しい建物での特別な時間を過ご

していただくように努めます。

O展示の充実

展示については、展示スペースが広くない中で、初めての人や知識のある人にど

のような展示がいいのか、市の指導を受けながら、前館長の経験を参考にして充実

していきます。

また、芳洲先生については、儒学者とか思想家という親しみにくい存在であり、

アジアの隣国との関係がギクシャクしていることなどにより、親しみが持てない市民

もあることから、親近感を持っていただくため、温かみのある手作り創作物による展

示などにより、市民に訪れていただきやすくなる環境を作ります。

市民に向けての講座等の開催は、講話が大変好評だつた前館長を講師にして、長



年の経験に基づいた分かりやすい講座の開催を行います。

O国際化と国際交流・人権研修

東アジア交流ハウスとして、江戸時代の国際人芳洲先生を手本に、市民ハングル

講座の開催や、韓国を訪れた人の講話会、韓国から来た人とのお話会などにより国際

感覚の醸成や、毎年訪間する韓国高校生と市内の高校生との交流会、広く市民のホス

トファミリーの募集等により、市民の国際化や国際感覚の醸成を図ります。さらに、

これまでから多かつた大阪や京都、名古屋からの人件研修団体の学習の場としても特

性を発揮していきます。

○風格のある建物と庭で

木造書院風の建物と緑の庭国の美しい施設を自治会住民のボランティアによる清

掃や資料の収集・展示の充実、サービスの向上によりさらに風格のあるものにして、

長浜市が世界に誇る国際人雨森芳洲先生を、ユネスコの「世界の記憶」登録を機に

さらに光らせていきます。

O文化 日教養の向上

快適な村の景観の中に件む美しい建物と庭は、訪れる人に日常と違つた風情を感

じていただいています。この環境を活かして広く市民に呼びかけ、国遊会の開催や

コンサー ト、お茶会、ひな祭など文化事業を展開して親しめる施設にしていきます。

O心休まる快適な環境ともてなし

また、施設の維持管理については、建設時から続けてきた自治会員によるボラン

ティアにより、これまでどおりの良好な状態を守り育てていきます。

きれいに掃除された館内には山野草が活けられ、濡れ縁からお茶を飲みながら見

ていただく庭は落葉もなく整然と掃き清められた中で、静かに緑の木々をご覧いた

だくように努めます。

Oこれまでも これからも       c
長浜市の村々で音から人々が守り伝えてきた「観音文化」と同じように、大正時

代から村の人々が守つてきた芳洲先生と、自治会が行政とともに「芳洲まちづくり」

の拠点として33年間守つてきた芳洲庵を、市民協働の一つのモデルとしてさらに

向上させ、北部地域の活性化及び市の発展に尽していきます。



(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

本施設は、昭和 59年に雨森自治会の発起により、県や町とともに自治会が

800万円を負担 し、自治会名義の土地に建設されたものです。その後も町から委

託を受け管理運営に努め、町や長浜市の施設になつても、雨森自治会員が歴代の館

長を務め、自治会名義の広場を芳洲庵駐車場として使用いただき、芳洲庵への観光

客用 トイレの自治会員全員の当番清掃、自治会員が芳洲庵の落葉掃除や草取り、入

館者へのお茶や郷土芸能のおもてなし、ホームステイの国際交流等のボランティア

活動の協力によつて33年間支えてきました。

美しい施設と調和する魅力ある村づくりも進め、鯉が泳ぎ水車が回る花飾りの景

観は「湖国百景」に選ばれ、芳洲庵を核とする様々なコミュニティ活動は数々の全

国表彰に輝きました。芳洲庵での韓国の青少年との交流は「日韓車の根交流高円宮

賞」を受賞し、「芳洲まちづくり」として高い評価を受けてきました。

これらは今でも長浜市のイメージアップに繋がつています。

こうしたこれまでの芳洲庵と一体となうた長い活動の実積を、ユネスコの「世界

の記憶」登録を機に、芳洲先生に関する資料の収集、保存、公開を進め、「担手のこ

」の精神に基づく交流事業の展開など芳洲先生の顕彰

活動を広く市民とともに推進し、市の発展につなげていくために指定管理者の申請

をするものです。

注 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。



2 組織体制 日職員配置等

自治会長

管理運営委員会 館長

委 長
事務員

清掃員
副委員長

委員 (10名 )

清掃 `管理

(3名 )

情報ロサービス

(4名 )

展示 ロガイ ド

(3名 )

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

(2)管理運営に係る職員配置を提示してくださいと

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

館  長 総括 常勤 8:30-16:30

事務員 管理運営事務 非常勤 8:30-16:30

清掃員 建物、庭清掃 非常勤 8:30-16:30

(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。

雨森芳洲先生の精神と朝鮮通信使の学習や、ふるさとを愛する人材の育成は「芳

洲読書会」や「芳洲かるた」「紙芝居」「夏休みふるさと塾」の開催や小学校 6年間

の芳洲ミュージカル等を通 して、小学生のころから人材育成を繰り返し行つてきて

います。

こうして育つた世代が顕彰活動に加わる年代になってきました。この人たちに運

営委員会に入つてもらつて次の時代を引き継いでもらえるようにしていきます。長

年のまちづくり活動が実り、一度雨森を離れた若者が家族で心、るさとへ帰る現象が

続き、長浜市の中でも子どもの増加率は農村部で トップクラスとなってきました。

「芳洲まちづくり」の大きな成果です。

職員や管理運営委員会、おもてなしボランティアの研修を定期的に行い、幅広

く層の厚い人材で管理運営ができるよう質の向上に努めます。



・人材育成 (小学生と保護者)

お茶会 読書会 芳洲かるた会 芳洲ひなまつり 紙芝居 夏休みふるさと塾
H研修

芳洲読書会 ビデオ鑑賞会 講話会 朝鮮通信使の地訪問

注 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。



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き)及び達成

目標を提示してください。

O雨森芳洲に関する専門的知識と資料館の展示、市民や来館者への説明
日芳洲先生についての知識と展示については、市の指導のもと前館長に運営委員

として専門的知識や展示のア ドバイスを受けていきます。
日団体客は、説明や講話を望まれますので、芳洲先生のこと、朝鮮通信使のこと、

日朝 日日韓の歴史、人権、まちづくり、などの内容を分かりやすく、それも楽

しく話すことが大切で、客層に合わせた話方等前館長が笑いと感動を与えてき

たのを参考にして講座の開催や市民・来館者へ説明をしていきます。

O市民の利用促進については

日小 日中学校に呼びかけ見学、学習会や出前授業を広め、毎年度数校ずつ増やし

ていきます。

・婦人会、老人クラブ、福祉サロンなどのグループに呼びかけ、美 しい庭園や楽

しい講和を通 し、年間 10団体ほどの利用をめざします。
日研修室は広くありませんが、その分 20～ 30人程度の講和会など芳洲先生の

塾の開催、話し合い会を開催 します。

・対馬にある雨森芳洲の関係資料や対馬の現在の写真などのレプリカを作成 し、

新 しい展示、公開講演会、学習会により、関心の高い人のリピーターを増やし

ます。

O県民、県外からの利用促進

Hこ れまで大阪や京都、中京方面や県内の市町からの入館者が多かつたまちづく

り視察や人権研修での利用をさらに促進するため、情報の公開、誘致を進め年

間 10団体ほどの増加をめざします。

日観光客の施設利用

観光ルー トの中に渡岸寺一芳洲庵一石道寺 H鶏足寺として入れていただくよ

う働きかける他、巨木めぐり、ウォーキンググループも立ち寄つて休憩する中

で雨森芳洲先生について理解を広めてもらえるように工夫し年間 10団体を目

標とします。

日朝鮮通信使が記憶遺産になれば県内ゆかりの近江八幡、彦根の地とともに本施

設を訪れる人の増加が見込まれることから、関係施設へ本施設のパンフレット

の配置などを実現し、年間10グループほどの増加を見込みます。

・朝鮮通信使の通つた「朝鮮人街道」をめぐるバスツアーの最終地に芳洲庵を組

み込むコースの提言を各方面に働きかけます。

O韓国の青少年の利用

・これまでから毎年のように訪れてきた韓国の高校生とは、地元の人々や広く市



民のホス トファミリー等、心温まる交流により感動を共有しながら継続 してき

ました。「世界の記憶」により釜山あたりからの訪間が増加するように呼びかけ、

年間 5団体ほどが来てくれるように努めます。韓国高校生の修学旅行で昨年 2

30人が訪れたことがありました。このような企画を韓国の旅行社に提案しま

す。

O多様な利用促進

・これまで地元自治会は、建設の発起者として芳洲先生だけでは入館者が限られ

ることから、まちづくりや美 しい景観等により入館者の確保、増加をめざして

きて一定の成果をあげてきました。

今後もこのような活動によらなければ利用促進は難 しいことも考えられること

からあらゆる活動を利用促進に繋げていきます。

○インターネットによる情報提供
日新たに芳洲庵のHPを開設し、芳洲先生の紹介や芳洲庵での展示やイベントを

紹介します。また、自治会のまちづくりやイベントも紹介し、芳洲庵への訪問

を促します。

注 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (44版)を作成 してください。

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年度 3. 530人 ユネスコ世界の記憶遺産による増

記憶遺産 2年目の自然減少

学校、市民令の呼びかけ、文化交流等による増

上記の反復活動による増

上記の反復活動による増

平成 31年度 2, 820人

平成 32年度 2, 960人

平成 33年度 3, 110人

平成 34年度 3, 270人

【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ぃ。

これまでの芳洲庵は地域あっての施設というところがあって、落葉や草取 りの清

掃活動、来客をもてなすお抹茶の棲対、郷土芸能の披露、ホームステイの国際交流

などにより、美しい施設の中で心安らぐ時間を過ごされてきました。このことは雨

森自治会ならではのことで、さらに継続 していきます。さらに広く市民のみなさん

が文化やホームステイによる発表や交流に参加していただくよう呼びかけます。

芳洲先生の資料は対馬にしか遺されていないと思われることから、30年余も交

流のある絆を活か して収集を進めます。



芳洲会については、長年にわたり芳洲著書の発刊など地道な活動を続けられてき

ました。大きい施設での講演会の開催などの顕彰活動を行つていただく等芳洲庵と

両輪になって、役割分担をして連携を図つていきたいと考えます。

(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。

これまでメディアを通して広く県民にPRされてきたのを受継ぎ、季節感、ユニ

ークさを出しながら住民参加や小学生の参加でメディアに取り上げてもらえるよ

うな工夫を重ねて常に広報活動を展開していきます。また、案内看板がないため

国道365号からも施設のことが分からないことから、通行する車を誘致できる

看板を設置します。

新たにホームページを開設し芳洲先生や朝鮮通信使、庵でのイベント、長浜市

郷土資料館の他の施設の紹介等により複合的な利用者の誘致を図ります。また、

季節ごとの湖北の魅力と自治会のイベント情報も発信し観光客の庵への訪間を促

します。

注 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把握方法を提示してください。

入館者には、入館時に目的などを伺つて、目的に沿つた対応で満足度の高い対応

をこころがけます。

入館者利用アンケー ト調査による他、庭の見える縁側で入館者にお茶を出しなが

ら話しかけ、会話の中からニーズの把握を行います。

遠方からわざわざここをお目当てにお越しいただいた方は、地元の人との会話を

喜ばれることから、小さくてもふれあいのひとときによって訪ねて来ていただいた

印象がまったく違うことになるため、ニーズの把握と同時に好感を持つていただけ

るようにします。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

これまでは「感動 した」 という声が多 く、苦情はほとんどなかったようですので

これからも芳洲先生の「誠信」の心で接 していきます。

苦情があれば即刻対応するとともに、改善策を運営委員会で協議 して処置 します。

集落内の道が分か りに くいと思われることか ら、苦情のない間に案内標識の整備

を行います。

洋式 トイレが無いことにも気になることから設置のお願いをしていくなど、苦情

の出ないうちの対策を講じていくことに努めます。

(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。

団体客については、職員が駐車場まで迎えに出かけ、庵までの美 しい町並みを

案内することにより、芳洲庵のイメージを高めてか ら入館いただくように します。

個人の来館者には、入館時に「どのようなことを目的に来 られたのか、説明は

必要なのか、ビデオを見られるか」等をアンケー ト紙に記入いただいて、望まれ

る対応をして満足度を高めるようにします。

団体客については、予約時に目的や要望を把握しますが、要望は①芳洲先生の

こと②まちづくりのこと③人権研修など、についての講話や説明を求められるこ

とが多いことから、それぞれの二Tズに応じた幅広い説明や講話を行い、その中

で芳洲先生のことを理解してもらえるようにしていきます。

館内では、 1年 を通じて野車の生け花を飾ることにより清新な雰囲気を醸し出

し、村人の手作り品を展示する中、お茶とお話のサービスにより温もりのある施

設の維持・向上に努めます。

韓国からの多くの訪間者が、小さな村に立つハングル文字の看板を目にしてに

感激されます。これからも気の利いた案内板の設置を心がけ、親しみを持つて入

館していただきます。

注 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。



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。

小さな施設で経費削減はこれまでから努力されてきたと思いますが、施設の管理

の中で、多人数による清掃、除車などはボランティアで済ませます。電灯、水道は

無駄なものははぶき節減を図ります。また、芳洲庵は大木が多く、落葉の量が極め

て多いことから、これを田んばにすきこみ、有機肥料、土壌改良剤として利用する

ことにより、処分費の節減と環境負荷の低減を継続していきます。 |

節電については、30年度から設置される空調機器が多量の電力を消費すること

が予測されます。庵では屋内、外縁、庭園を一体として心和む空間を提供している

ことから、施設は基本的に全てオープンとしています。この環境を大切にしながら、

空調機器の使用については、団体客の来館時間を中心に、夏季、冬季とも稼働温度

を設定し節電に努めます。

(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。

(利用料金の設定根拠)

これまでは郷土資料館条例の入館料に基づいていたものと思われます。この条

例で定まっている入館料の根拠は分か りませんが、指定管理後も団体客には丁寧

な説明をすれば高 くはないと思われます。また、条例が適用される他の 4施設と

のバランスを考え、これまでどおりとしたいと思います。

(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 口保守点検については、基本的に市提示の「東アジア交流ハウス雨森芳洲

庵維持管理業務仕様一覧」に基づき実施します。

大きな木が多い中、広い庭の清掃は大変ですが、観賞に堪えるよう職員が落葉

清掃と草引きを毎日欠かさず行い、月 1回 は老人クラブのボランティア清掃、年

2回は自治会員の大掃除で美しい庭の管理に努め、経費の節減を図ります。バス

の駐車場近くにある芳洲庵来訪者用の観光 トイレは自治会員が当番を決め、毎日

の清掃を行うようになつています。

閉館時の警備は警備保障会社に委託します。これまでから、地元の自警団等が

台風時の倒壊防止支柱建てや、夏の lヶ 月にわたる夜警、降雪時の雪害の見回り

も行つてきましたが、今後も住民一体の維持管理を続けていきます。

区分 単位 条例 料金 設定利用料金

個人 団体 個人 団体

入館料
一般 300円 240円 300円 240円

児童 日生徒 150円 120円 150円 120円

注 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)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。

個人情報の取り扱いについては「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市

個人情報保護条例」に基づき、適切な管理に努めます。芳洲庵の利用について必要

な情報のみを収集し、利用目的以外には使用しません。個人情報のデータは鍵をか

けて厳重に保管します。

館長く管理責任者として、守秘義務についても研修などを通じ、職員に周知徹底

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。

可能な限り電灯は消灯するなど、節電に努めます。

ゴミの分別を徹底するとともに、リサイクルなどにより排出ゴミの削減を図りま

す。

敷地内は禁煙とし、喫煙は敷地外の所定の場所とします。

玄関先や周囲に花壺や花壇を配置し、四季の花を咲かせ、美しい環境をつくり

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。

利用者の安全確保を最優先とし、けが等に対しては必要な応急措置を行い、自治

会内の開業医師の指導を受けるとともに、速やかに市に通報 します。

火災、自然災害等が発生 した場合は、市防災機器管理局の指導に従うとともに危

機管理マニュアルにより、適切な対応を図ります。

庵にはAEDを 設置するとともに、職員の危機管理能力を高めるために、消防本

部による使用訓練を行うなど研修や訓練を通 じ、不測の事態に備えます。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

ありません。

注 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。(例 :女性・若者の参画、資材等の地元調達など)

O村の若者の参画

これまで33年間にわたり芳洲庵を中心に、まちづくりの中で後継者の育成をめ

ざしてきました。まちづくりの中で育つてきた、いわば「まちづくり世代」と呼ぶ

人たちが、運動会の主役になつたり、消防のポンプ操法県大会で好成績をあげるな

ど、村を誇りにして成長してきました。

この指定管理にあたって、これからの芳洲先生の顕彰活動を受け継いでもらえる

30歳代の人たちに、運営委員をはじめボランティアとして管理運営にあたっても

らえるようにします。

O女性の参加と高齢者の郷土芸能によるおもてなし

芳洲庵を訪れる個人の人々に、気楽にお話しをする語り部女性を何人か当番で

出てもらい、活躍の場をつくります。琴や「しゃぎり」の演奏など女性や高齢者に

よる郷土芸能で韓国の人たちを迎えるようにしてきましたが、これからも続けてい

きます。

O生誕 350年記念事業

芳洲先生は 1668年 生まれで、2018年 は生誕350年 に当たります。自治

会が指定管理を受けることになれば、その記念として事業を行う予定です。

「顕彰活動 100年の歩み」の記念誌の発刊や芳洲庵にある自治会の芳洲像の対

馬への渡島等年間を通 した事業を企画中です。

O郷土資料館の連携

これまでは長浜市郷土資料館の施設が集まって、情報交換の場が少なかつたので

はないかと思われることから、連携してそれぞれの施設の管理運営を進めることが

必要と思われます。

O県内の朝鮮通信使ゆかりの街との連携

県内には朝鮮通信使が通つたことに由来する「朝鮮人街道」という歴史街道があ

ることから、近江八幡市や彦根市、ゆかりの寺院などと情報交換や連携が図れるよ

うにしていきます。

O市民モニターの設置

芳洲庵が広く市民の物として管理運営されているかを一般市民の意見をきくモニ

ター制度を導入して、広範囲の意見を聞き、効果的な管理運営に努めます。



O管理運営の自由性

これまでから地元自治会として広範囲にわたり管理運営に協力してきましたが、

町や市の管理運営のもとにあつたことから遠慮や気がねにより、限度がありました

が、指定管理者になれば、これまで以上に住民ボランティアにより、清掃、接待、

サービス、交流などができやすくなる面があり、この利点を活かして管理・運営に

努めていきます。

O対馬の資料展示

芳洲先生の資料などは対馬にしかほとんどなくそのレプリカの収集については、

これまで30余年前から緊密な友情で結 |ぎれ、こちらから資料や展示物を作成して

贈呈してきた経緯も豊富で、今後は対馬の友人である朝鮮通信使縁地連絡協議会の

理事長を通して対馬の資料の収集に努め、新たな展示を目指します。

Oユネスコ資料

「世界記憶」関連の展示ついては、施設では実物の展示ができていないため、芳洲

先生関係のレプリカを手に取つて鑑賞できるようにして親しめる「世界の記憶」に

していきます。

O芳洲まちづくり さらに

雨森芳洲庵は建設から今日に至るまで地元の自治会が深く関わつてきたものであ

り、市の施設が単に存在 しているだけでなく、景観も、もてなしも地元と一体とな

ってまちづくりの中で輝いてきたことが、数々の全国表彰を受け、全国から行政視

察やまちづくり観光のモデルとして、 30年余りも続いてきたものなのです。さら

に韓国からの青少年訪問も地元の人たちの熱意で継続され、日韓車の根交流「高円

宮賞」の第 1回、日韓 4団体の一つとして受賞するなど特筆すべきものでした。

30年余りの間には時代の変化の中でまちづくリブームや日韓の関係にも幾度も

波が有 りましたが、変わることなく地元自治会は市の施設を守 り育てることへの協

力を続け、今日があるものと思います。そのことは朝鮮通信使ゆかりのまちの人々

が称賛することなのです。

O観音文化とともに

このことを、これからも引き続け、地元が熱心に関わつてきたことが芳洲庵の温

もりと輝きとなるものと信じています。そのことは村々の観音様を村人の努力によ

つて守つてきた長浜市の観音文化と相通じるものであり長浜市の宝となると思いま

す。

「湖北の村からアジアが見える」のキャッチフレーズこそ芳洲庵の生命であると思

われます。                               「

注 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。




