
様式第 2号

事業計画書

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 “職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

別紙  1 参照 (組織体制 )
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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。

。「浅井三代 と小谷城」をメイン冴―マとして、「小谷城跡」 とい う立地条件を生か した

展示、また登山者への案内サポー ト等のガイダンス機能を持つた事業を展開 します。

・市民に郷土への愛着を深 め、より広 く享受 してもらえる活動を行い、貴重な文化財を

次世代へ と伝えていく役割 を充実 させていきます。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

小谷城戦国歴史資料館は、平成 19年に地域再生法により児童館から歴史資料館へと

生まれ変わりました。史跡小谷城の範、清水谷地区という「本物」の場所において、こ

れまで受け継がれてきた貴重な資料や、発掘調査によつて出土した遺物、成果を展示・

保管する場所を得ることができました。

また、小谷城址保勝会は、設立から93年 目を迎え、春と秋の年 2回清掃奉仕を行い、

会員の手で現在まで史跡の保存に努めてきまいりました。

この本会が平成 22年 1月 より指定管理を受けることにより、本施設 と小谷城を一体

的なものとして位置づけ、魅力ある小谷城として全国発信に努めることができるように

なりました。

特に平成 23年の大河 ドラマ 「江～姫たちの戦国～」の放映をきつかけに、小谷城や

浅井三代・三姉妹についてメディアで取り上げられることも多くなり、多くの人達が小

谷城跡や資料館を訪れてくださるようになりました。資料館には年間 16,000人 余 り (平

成 28年度)が、小谷城跡へはそれ以上の来城者があることと推察します。

平成 29年 3月 には、小谷城スマー トICが 閉設されました。カーナビ等に反映され、

広 く周知されるまでにしばらく時間は必要かと思いますが、今後スマー トIC利用者が

増え、資料館 。城跡を訪れてくださると期待 しています。

今までの成果を生かし、一層の魅力ある小谷城 として発展させるため、引き続き指定

管理を希望するものであります。



)

。小谷城址保勝会  (下線が資料館運営委員 )

会長 (1名 ) 、副会 Fて (1名 )、 事務 1 鬼 )(

理事 (若干名 )、 評議員 (若干名 )、 監事 (2名 )

事会 (運営委員会)20名 以
‐監 事

―
友の会

(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

館 長 施設の管理運営・経理 正規
通常勤務

8: 30-17 : 15

事務員 受付事務 学芸員 正規
通常勤務

8: 30-17: 15

事務員 受付事務 (職員休暇時等補充) 非正規 通常勤務

8: 30-17 : 15

別紙 3 参照 (勤務ローテーション例)

(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。

施設の適正な運営を図 り、また小谷城跡を含めた審議・助言を行っていくため、本会

理事及び監事全員が運営委員 となつているほか、月ヽ谷城戦国歴史資料館友の会員に館

内・登山ガイ ドをお願いしています (土 日祝 日ほか、随時予約にて)。 本会・資料館主催

の自主事業や、各自が活動を行 う中で、本館職員はもちろん、サポー トしていただく方々

と知識・情報を共有し「私たちのふるさとの文化財」とい う思いをもつて運営 していき

たいと考えています。

また歴史遺産課 。長浜城歴史博物館に指導を仰ぎ、ア ドバイスを求める中で、お客様

のニーズに応えられるような展示や企画ができるよう努めます。さらに他館で行われる

展示・催事を見学 し参考にするなどして、よりよい館の運営目指 します。

長 (非常勤)

!会長 (非常勤)

局長 (非常勤)

臨時職員 (非常勤)(常勤)資料館管理者 (常勤)
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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。

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。

・昨年度から発掘調査が始まり、さらに関心の高まる小谷城跡遺物については、年間 4

回展示替えを行 うことを目1票 とします。

。小谷城や浅井氏に関連する講演会・探訪会等を企画します。館内の展示と城跡 とを併

せて見ていただくことで、小谷城跡を野外博物館 と見立てたアピールをします。

。友の会 と資料館 との協力・連携を深め、事業の充実・サポー ト体制を強化 します。

(平成 80年度)年間入館者…16,300名

。年 4回程度の展示替え。

・年 2回以上の自主事業の実施。

・小谷城スマー トI.C.開設により、全国からさらに多くの方に来館 していただくことを

目標に、魅力ある資料館 となることを目指 します。

・長浜市教育委員会がまとめられた 「史跡 小谷城跡保存計画書」に基づいて整備 され

る活動に積極的に協力 していきます。

(平成 31年度)年間入館者…16,500名

。年 4回程度の展示替え。

。年 2回以上の自主事業の実施。

。友の会活動の一つとして取り組んでいる「小谷城こどもガイ ド隊」を中心に、地域の

学校等と連携・協力 し、資料館 。小谷城跡を学習の場として活用してもらうことを目

オ票ととノます。

(平成 32年度)年間入館者…16,700名

。年 4回程度の展示替え。

。年 2回以上の自主事業の実施。

・県外 (遠方から)か らの来館者ヘアピールすると同時に、これまで少ないと感 じる県

内・市内 。地元の来館者の増加に力を入れます。地域の核 となり、郷上の文化財 として

の小谷城跡の保全・顕彰活動を支えていけるよう資料館運営に努めます。



【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

30年度 16,300 平成 28年度総計 16,361名 のうち、平成 28年 4～

6月 と平成 29年同月間を比較 したところ、ほぼ同

率でしたので、平成 30年度も同じように目標を設

定しました。

31年度 16,500

32年度 16,700

(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。

・小谷城址保勝会は旧湖北町小谷学区および須賀谷町・尊勝寺WTの各戸を会員 として

います。春・秋 と年 2回の小谷城跡清掃奉仕作業には会員自治会 。関係団体の約 300

人が参加 し、加えて施設周辺においては本会役員 らにより定期的な除車作業を行つ

ています。

・随時、資料館友の会員による館内 。登山等ガイ ドの予約を受け付けています。単に見

学するだけでなく、地元の生の声でおもてなしをすることで、利用者に好評です。

市内各地域資料館 と協力することで、来館者に長浜市の広域的な文化財に興味を持っ

ていただけると思います。また各施設 と積極的に交流 し情報を共有するなかでニーズ

把握に努めます。

(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。

・ホームページを中心に、速やかな情報提供を心がけています。

・本会関連団体である「小谷城甲冑武者の会」や 「小谷城和 りんごを復活する会」の窓

日となることで、(社)朝倉氏遺跡保存協会をはじめとする交流、食文化による町おこ

しの拠点として地域の発展に努めていまり。

・小谷城戦国歴史資料館友の会員 らと連携・協力 し、積極的に事業を企画する中で資料

館の発展に努めていきます。

・資料館には、日本 100名 城のスタンプラリーに参加 しておられる方々が数多く来館

されます。他の城 と少 し違 うとい う印象をもつていただくため、スタンプとガイ ド案

内とをセットする方法を取 り入れるなど特色ある事業に取 り組んでいきます。

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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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。

・ホームページにメールフオームを設けて、利用者の感想や意見に常に耳を傾け、質問

に対する回答、交通・関連施設への案内を行います。

。年 4回をめどに来館者アンケー トを行います。性別 。年代・住まいの地域・交通手段・

ほかに訪れた場所等の様々な設問から来館者の傾向を知り、また感想や意見を聞くこ

とで館の運営・サービス向上の参考とします。

(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。

・誠意 を持つて対応 し、内容を十分把握するとともに早期解決に向けて努力 します。

・管理現課及び周辺施設に協力・指導を仰ぎ、また地域 との連携を深める中でより良い

施設づ くりを目指 します。

(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。

。「小谷城戦国まつり」をはじめとした地域イベン トに協賛・協力することで、地元に密

着 した資】叶館・地域の活動拠点を目指します。また各関連施設 との連携を密にして情

報提供・文化交流の窓口となるよう努力します。

・歴史的文化財だけでなく、小谷山の自然についても守り伝えていくとい う意識を持ち、

関係団体・施設等と連携 し情報を共有します。

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。

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。

・事務室の節電を行います。

。玄関扉の開閉により館全体の保冷温対策を行います。

・事務関連用品は再利用できるものを採用 し、できる限 りごみが減るよう配慮 します。

・職員 。本会会員、友の会員による施設周辺の除草作業を行います。

(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
料金

利用料金

(案 )

個 人 団体

入館料
一般 300円 240円

児童・生徒 150円 120円

(利用料金の設定根拠 )
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市の条例による

(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。

・施設設備の適正管理を行い、利用者からの満足度を高くに維持するよう努めます。

・展示ケース・収蔵庫内の適切な温湿度管理を行います。

・登山者への案内・安全サポー トを行い、怪我等の トラブルを未然に防止します。

・災害・事故等に迅速に対応できるよう、普段から連絡体制 。対応策を確認します。

主な項目について

毎 日・定期的に行 う管理

。館内、場内の清掃 (玄関、展示室、 トイ レ等/ゴ ミ・落ち葉拾い、除車他 )

・展示備品、館内備品等のチェック

随時行 う管理

・峨旗の管理、ベンチの点倹、プランター・樹木の水や り、植え替え

防犯・防火

・火災発生時は火元の確認を行い、消防署に速やかに通報するとともに、来館者の避難

誘導を行います。また近隣会員に応援を依頼 します。

・防犯について有事の場合、開館時は速やかに警察署に通報し、来館者の安全を確保 し

ます。閉館時は警備保障会社 と連携をとり対
｀
処 します。

その他

別紙 4 参照 (管理運営マニュアル )

桐が不足する場合は、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。

・長浜市個人情報保護条例及び同関係規則に基づき管理を行います。

・パソコンについては本会が管理している物のみを使用し、施設外への持ち出しを禁じ

ます。またデータ保存については第二者がアクセスできないようにしています。

・ファイル等は施錠ができるところに保管し、適正な管理に努めています。

(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。

・水源地が近いため、施設周辺及び駐車場は除草斉Jを使用せず、手作業による除車を実

施 しています。

・事務関連用品は再利用できるものを利用 し、できる限りごみが減るよう配慮 します。

・事務室の節電をします。

・館内の主な照明設備はLED電球を使用 しています。順次、展示ケース内照明の LED

化も検討 します。
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。平成 23年夏より、ゴーヤ等でグリーンカーテンを設置しています。

(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。

・常勤職員が施設に常駐 し、利用者に対 し的確な誘導・指示が行えるように備えます。

・警備保障会社 と契約 し (綜合警備保障爛 )、 防犯対策をしています。

・緊急連絡先を常時確認し、迅速な対応が取れるよう備えます。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

特 にな し

浜市関係機

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。

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 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)

。小谷城址保勝会の設立理念と会則に基づき、「小谷城跡を保存 し且つその活用を図り、

以て郷土の発展に資すること」を目的とした活動を行つていきます。

・恒久的にこの文化財を大切に守り続けていくため、資料館を「様々な情報を発信する

拠点」として位置づけ、より多くの方々に歴史と文化財を知っていただけるような事

業を展開します。

・平成 23年の大河 ドラマは私たちにとつても、来館者の方にとつても大きなブームで、

ここしばらくは “江ありき"であつたように感 じます。 しかし放映から数年を経て、

「より深 く知 りたい」と「ドラマも見たことないから全く知らない」という二極化し

た意見を聞くようになりました。今後は特に一時的なものでなく、あらためて初心に

返つた 「小谷城」「浅井三代」「浅井三姉妹」を顕彰する活動、史跡を継続 して守 り伝

え続けていけるような資料館運営を目指 します。

・歴史文化はもちろん、小谷山は「自然の宝庫」とも呼ばれていることから、浅井氏の

時代だけでなく、祖父母両親 らに聞く時代 と比較しながら、郷土の自然を大切に守り

伝えていくべく、情報を発信する拠点でありたいと考えています。

・小谷城 SICが開通したことにより、利用者 。今後の PRに とつて、小谷城跡と資料館

は文化財の拠点であり観光の拠点であるべきと考えます。その為にも、行政・地元が

一体となつて、今後の資料館 と小谷城跡のあり方を模索していくことが最優先課題で

あることを提案させていただきます。


