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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。

市民一般の体育及びスポーツの普及振興を目的とした施設において、高月地区のスポ

ーツ団体 B愛好家を中心とした多くの利用者に対して施設の貸出を行うとともに、地域

住民を対象としたスポーツ振興のためのさまざまな教室・イベン トを展開 していく。そ

の展開が、高月から長浜市全域へと発展するよう管理運営に努めていきます。

まずは、施設所在地である長浜市高月町に関わる方々全てが、健康かつ活発な生活を

送れるよう、文化・スポーツ事業を行つている、総合型地域スポーツクラブ 「高月総合

型スポーツクラブ ピース」が、その活動の拠点事務局として、さらに発展的な活動を

行 うべく施設利用を推進 していきます。

その中で、スローガンとして掲げている、「Allた 。か・つ。き Show」 のもとに、全ての

皆さんがそれぞれ楽しく、笑顔ひとつひとつの「piece」 が集まって「peace」 の輪が広が

る場を創ることを目指 し、各スポーツ団体と協働 し、地域に密着 した文化・スポーツ活

動を行つていきたいと考えます。

また、公益な活動として、施設を利用される方が、その活動をさらに推進できるよう

な場を創 り、様々な方々の生活向上を図れるよう展開していきます。

これまで利用 されている方が、さらにこの施設を使いたいと思えるような管理を実施

し、かつ、当団体としても、老若男女関わらず参加いただける自主事業を開催 し、より

多くの地域に関わる方々のスポーツ振興に貢献 していきたいと考えます。長浜市におい

て広く、多くの方に、さまざまな形で利用できる施設 として認知 してもらえる管理運営

を基本方針としてまいります。

(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。

高月運動広場運動場・体育館・テニスコー トは、町 。市において、スポーツ振興の底上

げの為にも必要不可欠な活動拠点となる施設であると考えます。

地域に関わる方の幸福・健康・生きがいをいつしょに見つけ、目指していく為に、気軽

にお越しいただけ、かつ、事業参画いただけるような受付場所を確保 し、スポーツ文化

活動に参加できるというハー ド面に関して、また、実質的な施設管理者がいない現状か

ら常駐の職員を配置することで、運営スタッフの企画の基、これまで以上に施設をさま

ざまな用途で貸出可能になるというソフト面での充実を図リスポーン振興の底辺拡大 。

底上げ・利用者拡大を目的としています。

さらに、財産である施設・用具等を長く丁寧 。大切に管理利用していきたいことも理由

となります。



2 組織体制 a職員配置等

(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。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

(例 )館長 甲種防火管理者 常勤
通常勤務

8: 30-17: 15

館 長
施設利用受付・設備管理

各種事務
常 勤

通常勤務

8: 30-17 : 30

管理人 A 施設利用受付・設備管理

各種事務
非常勤

通常勤務

8: 30-17 : 30

管理人 B 施設利用受付・設備管理

各種事務
非常勤

通常勤務

8: 30-17 : 30

事務員
施設利用受付・設備管理

各種事務・経理
非常勤

通常勤務

8 : 30-17 : 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。

永年スポーツ少年団等、地域スポーツ・地域づくりに関わつてきた実績のある方を館

長・管理人として配置 し、そのノウハウを継承 。実践できる職員を育てていきたいと考

えます。スポーツ トレーナー・看護師・救急救命士等の専門スタッフによる現場対応の

研修会開催を計画し、各種資格取得等も奨励予定。他市の事例等も研究して取り入れて

いき様々なケースに対応できるよう進めていきます。

事業に係る人員配置

管理に係る人員配置

館長 (常勤)

管理人 A(非常勤)

管理人 B(非常勤) 日本体育協会公認スポーツ指導者

事務員 (非常勤) 長浜市スポーツ推進委員

高月地区スポーツ少年団

運営スタッフ

その他地域関係団体

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。
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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。

1.施設の利用促進

これまで、総合型地域スポーツクラブとして、実施してきた事業を体育館・グ

ラウンドを実施場所として集約し、明確な “スポーツの場"であることを広く利

用者・地域関係者に認識させることを最初の目的とし、現状の利用者もさらに安

心して利用いただけるよう施設管理を行っていきます。

・体育館

現状使用されていない時間には、個人でも参加いただける方の健康増進を図る

ような活動を行います。具体的には、 トレーニングジム利用として、一般向けに

は、筋力体力向上教室として、高齢者には、介護予防 トレーニング教室として利

用していただく。囲碁 。将棋・ヨガ・ピラティス・ダンス等 いままで利用され

ていない分野で利用促進を図りたいと考えます。

また、平日は仕事等で参加できない年代の方も、家族全体で参加できるような

事業を上日等に展開し、趣味 。レクリエーションの向上が図れるよう企画 。実行

していきます。親子バ ドミントン・親子競技大会等の開催を企画。

特に現在、当団体にて開催している、フリスポ倶楽部を開業時間内の空き時間

に拡充開催することで、体育館の無料開放時間として、利用できるようにしてい

き、利用者の増加を図つていきます。

最終的には、これらに参加いただいた方が、さらに自主的な利用につながるよ

う、そのコンサルタントの役目を果たしていきたいと考えています。

・運動場 。テニスコー ト

現状、運動場の利用については、スポーツ少年団や中学校の部活が主で、週を

通して、空きがある状況と思われます。

また、その活動が球技等限定されているように思われ、グラウンドゴルフやゲ

ー トボール等、現状他の場所で使用されている団体や、自主事業にて、ニュース

ポーツの開拓を行 うなど、のスポーツでも使用できるよう整備に努め、利用者を

増加させていきたいと考えています。

テニスコー トについては、利用者数が年々増加していることから、現状使用さ

れている方々が使用しやすい環境を維持していけるよう、整備・管理に努め、快

く使用していただけるよう図つていきたいと考えています。

また、現在の使用者の方より、当団体への協力いただける方を募り、ゆくゆく

は、自主事業として、テニス教室等の展開を行いたいと考えます。

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。
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【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年度 31, 200 平成 26年度から28年度の各管理施設の利用

者数合計に対し、自主事業計画をもとに算出。

平成 80年度～ 32年度により、木之本運動公

園工事による代替使用者が増加見込を考慮。

平成 31年度 32, 500

平成 32年度 32, 800

平成 38年度 31, 800

平成 34年度 32, 200

(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。

現在、総合型地域スポーツクラブとして、滋賀県、長浜市、スポーツ少年団、スポー

ツ推進委員並びに地域各団体 (地域づくり協議会、老人クラブ等)と 緊密に連携を図つ

ています。

具体的には、事務局機能の共有、事業の共催、事業・活動の連携など、スポーツ活動

に関わる内容全般においての連携を行つてお り、今後も、必要な連携を図つていきたい

と考えます。

また、地域におけるスポーツ活動を個々に行われている方にも、積極的にコンタクト

し、連携を図り、広く協力者を募っていきます。

(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。

当団体が現在行つている内容を踏襲 した上で、下記のような方策を行います。

・事業案内チランにて、管理施設での活動の情報提供を行い、利用者の増員や内容の充

実を目指 します。

・体育館に施設利用の予約状況等スケジュールを掲示 し、体育館の開業時間において、

確認できるようにしていきます。

・現在当団体にて作成 しているブログを管理施設用としても開設 し、予約状況等の記事

掲載、同様にホームページを新たに開設 し、情報提供が行えるように広く情報が伝

わる環境を整えていきます。

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。
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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。

当団体において、定期的に利用者に対して、アンケー ト調査を実施 (管理施設に紙等

にて設置、またホームページ等でも意見を募る)。

改良 。改善すべき点について調査をし、可能な限り早期に改良・改善を目指 し、ニー

ズを把握・対応を図ります。

また、利用者だけでなく、利用団体 (個人含む)よ り定期的にヒアリングを実施 し、

意見・アイディアを話 しあう場を設け、充実かつ利用者 目線を重視 した施設利用をでき

るよう、利用者全体とともに、施設の充実を図る。

(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。

利用者等よりの苦情等については、館長を責任者 として対応、必要に応 じて、市当局

と速やかに協議 し、対処していきます。

また、苦情等内容は、対処方法を含めて、管理団体の共有情報 として、以降の対応に

活かせるよう蓄積 していき、管理者側起因となる苦情等をなくしていくよう図つていき

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。

これまで、管理人が常住されていないことによる管理が行き届いていなかつた点を改

善し、サービス向上につなげていきます。

・清掃 。備品の管理について、定期的に実施し、現状行き届いていない点を改善してい

きます。

・地域の文化・スポーツの情報拠点となるべく、地域関係者のスポーツ活動情報や募集

情報の掲示を広く募 り、これを閲覧できる機会を増加させることで、管理施設の利

用促進につなげたい。

・保管されているスポーツ機器等の管理を行い、周辺団体への貸し出し等による資産の

有効活用を図りたい。

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。
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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。

①消耗品費の削減

・事務用品、清掃用具等を無駄なく使用し節約を図る。

・掲示物の印刷等についてもミス印刷を可能な限り防ぎ、不要なゴミの発生を防ぐよう努力する。

②水道光熱費の削減

・職員を含めた施設利用者に節電・節水を呼びかける。

,職員常駐による事務所にての光熱費増加についても、冷暖房等の効果的な使用による費用節減や

節電を図る。

③修繕費の節減

・日頃より施設・器具等の点検を行い、軽微な修繕については、職員にて実施し、大掛かりな修繕

となり費用が発生しないよう努める。

・悪意ある破損等が発生しないよう掲示等により利用者に協力を求める。

④通信費その他管理費の節約

・事務所に導入する各機器については、機能や価格だけでなく消費電力の過多も見極める。また、

電話の使用についても必要最低限に止め、節約を図る。

(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。

①高月運動広場運動場

(刊 )施設利用料

区  分 単 位 使用料 利用料金 (案 )

料等を徴 内に住所 (団体又は法人にあつてはその所在地)

しない場合 を有するものがアマチュアスポーツに使用する場合

浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合

浜市内のスポーツ少年国が少年団員を対象に 使

る場合

内に住所 (団体又は法人にあつてはその所在地)

有するものがアマチュアスポーツ以外の催物に使

る場合

外に住所 (団体又は法人にあってはその所在地)

有するものが使用する場合

刊時間

400円 400「

200円 200円

200円 200円

600円 600円

800円 800円

入場料等を徴収する場合 800円 800円

民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 200円 200円

(2)照明設備利用料

区  分 単 位 使用料 利用料金 (案 )

全灯照明
1時間

31000円 3,000円

1/2照 明 1,500円 1.500円
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単 位 使用料 利用料金 (案区 分

800円 800円

長浜市内に住所 (団体又は法

人にあってはその所在地)在

有するものがアマチュアスポ

ーツに使用する場合

長浜市内の保育園等が乳幼児

等を対象に使用する場合

400円 400円

400円

長浜市内のスポーツ少年団が

少年団員を対象に使用する場

合

400円

1.200円

民浜市内に住所 (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

1時間

1,200円

リーナ全 を徴収しない場合

②高月運動広場テニスコー ト

(1)施設利用料

(2)照明設備利用料

③高月運動広場体育館

区  分 単 位 使用料 利用料金 (案 )

コー ト1面 場料等を徴収 し 浜市内に住所 (団体又は法人に

場ヽ合 てはその所在地)を有するも

マチュアスポーッに使用する

市内の保育園等が乳幼児等

に使用する場合

市内のスポーツ少年団が少

員を対象に使用する場合

外に住所 (団体又は法人に

ってはその所在地)を有するもの

る場合

1時間

100円 100円

100円 100円

100円 100円

200円 200円

入場料等を徴収する場合 200円 200円

民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
100円 100円

区  分 単 位 使用料 利用料金 (案 )

全灯照明 ¬時間 500円 500円
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ツ以外の催物に使用する

浜市外に住所 (団体

にあつてはその所在地)

するものが使用する場合

1,600円 1,600円

入場料等を徴収する場合 1,600円 1,600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 400「

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ツに使用する場合

¬時間

400円 400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 200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 200円

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ツ以外の催物に使用する

場合

600円 600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円 800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斥

する場合
200円 200円

柔道室 長浜市内に住所 (団 体又は法人にあつてはその所在地)在

有するものがアマチュアスポーツに使用する場合

刊時間

200円 200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 100円 100円

艮浜市内のスポーツ少年目が少年団員を対象に使用する

場合

100円 100「

民浜市外に住所 (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

400円 400円

民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

100円 100円

卓球室 民浜市内に住所 (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ツに使用する場合

刊時間

200円 200円

民浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合 100円 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
100円 100円

長浜市外に住所 (団体又は法人にあつてはその所在地)在 400円 400円
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有するものが使用する場合

民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
100円 100口

(利用料金の設定根拠 )

① 長浜市施設条例に定める金額に従い利用料金を設定するものとする。

② 使用料は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、使用時間を切り上げるものとする。

③ 入場料を徴収しない場合にあつても、営利・宣伝その他これらに類する目的を

もつて使用する時は、入場料を徴する場合とみなす。

④ 規定する利用時間以外の使用の場合は、当該使用料の5倍増しとする。

(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。

【全体】

外観点検 (月 1回) … 内外装のひび害1れ・はがれ、かびの発生等の確認。

落書き・掲示物の確認 (随時) … 施設内外の落書きの有無、掲示物の点検

電球切れの確認 (随時) … 管理施設の電球切れがないかの点検

備品等の維持管理 (随時) … 備晶等の整理整頓、清掃、破損・不具合の確認等

消耗品の維持管理 (随時) … 消耗品の購入 。管理・補給・交換等

植栽の維持管理 (月 1回) … 除草、除草剤・殺虫剤の散布等

【清掃】

管理施設内定期清掃 (週 1回 )… 床面拭き掃除、掃除機 。モップがけ

トイレの清掃 (週 5回) … 床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、汚物処理、 トイレ

ットペーパー・石鹸補給

体育館玄関清掃 (週 5回) … 玄関周辺の掃き掃除、 ドアのガラス拭き

体育館事務所清掃 (週 5回) … 掃除機がけ、拭き掃除

ごみ拾い (週 5回) … 施設周辺を含めたごみ収集

【設備管理】

除雪作業 (随時) … 施設入り日周辺・駐車場の除雪

駐車場管理 (随時) … 安全確保、周辺を含めた迷惑駐車の防止

グラウンド・テニスコー ト管理 (随時) … 整地、土補充、散水、除草、フェンス

の点検・修理

スポーン器具・備品等管理 (週 1回) … 各器具の点検、安全管理、消耗品補充

【施錠管理】

日次の使用時間終了時点において、管理人にて施錠の確認を行 う。

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。
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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を遵守し、以下の通 り対応を行います。

①個人情報の収集にあたつては、本人の了解のもと利用目的を明確にし、公正な手段

により必要最低限の情報収集に留めます。

②個人情報の利用については、利用目的の範囲内を遵守します。

③本人の同意を得ず、個人情報の複製や第3者への開示は行いません。

④書面・データによる個人情報の管理は必ず、施錠可能な場所への保管を遵守します。

⑤情報の漏えい、減失等を防ぐ為、情報セキュリケィに関する管理責任者を取り決め、

その取扱いを職員一同徹底します。

(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。

施設内の環境保全を務めるとともに、周辺の住宅等の環境にも配慮 した取 り組みを行

います。

① 施設利用者が屋内外で出したゴミは、原則として、持ち帰りとします。

② 施設内外のゴミ及び樹木の剪定で出た枝等については長浜市の処理方法に従い、適

切に処理を行います。

③ 施設周辺にての除草斉1・ 殺虫剤の使用は極力控え、周辺の環境に配慮します。

④ 来場者の駐車に関しては、周辺の迷惑とならないよう、管理・警備を行います。

(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。

別紙 「危機管理マニュアル」の通 り

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

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。
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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)

当団体は、「多種目」「多世代」「多志向」のスポーツクラブを実現すべく、スポーツ基

本法に基づく、総合型地域スポーツクラブとして、平成 25年 2月 度設立しました。

以降、高月運動広場体育館・運動場を中心に、町内の施設を利用し、地域住民の方の

スポーツ機会を提供できるよう努め、スポーン少年団との事務局協働、町内クラブチー

ムや老人クラブ等との連携にて文化・スポーツ事業や地域住民が参加できる大会を開催

し、 町の “体育協会"と して、県、市、町さらには小中学校や長浜市スポーツ推進委

員会 。日本体育協会等との連携の上、公的なスポーツ団体として活動を広め、定着する

よう進めてきました。

今後も変わらず、参加いただく地域住民の方々の為、文化・スポーツ事業を進めてい

きたいと考え、今回、施設を管理し、窓日として管理業務を行うことで、さらに公的な

団体として、広く事業を進めていきたいと考えております。

【提案したいこと】

。今施設を使用したいという方にリアルタイムで要望を受けられるよう対応したい

。現施設をトレーニング室・スタジオ等に名称変更して個人利用の向上を図りたい

。障害者協会等との連携により、健常者と共に参加可能な教室 。大会を開催したい

。ナイター照明の使用単位を 30分単位に設定し、効率的利用・節電に役立てたい

。フリーマーケット・出店等の自主事業を増やしたい

。近隣施設間での使用状況・貸出希望団体の紹介等で利用向上の為の情報交換会議

。青年 '女性指導者・ リーダー発掘の為のイベント教室の立ち上げ

地域ぐるみで、スポーツ文化事業の底上げの為、あらゆる人材が、さまざまな事業に

取り組み、高月町のオリジナル事業 (例 :スポーツ鬼ごっこ「たかつ鬼」)を発信して

長浜市として周知・認知していただける活動拠点となるよう管理運営業務を推進して

いきたいと考えます。

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。
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