
様式第 2号

事業計画書

¬ 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。

現存する日本最古の長浜駅舎を有していた長浜市は、「長浜博物館者る市構想」に基づき、

平成 12年に長浜鉄道文化館を、平成 15年に北陸線電化文化館を整備 し、「長浜鉄道ス

クエア」が誕生して、まさに鉄道のまち 。長浜としての象徴となりました。

この歴史的な文化資源を後世に保存伝承 し、またさらに磨きをかけて観光客に供すこ

とは、長浜の観光事業として重要であり、大変意義のあることだと考えています。

公益社団法人長浜観光協会は、これまでの 34年にわたる委託事業者と指定管理業者

としての経験を活かし、この歴史的文化資産を紹介する観光施設 「長浜鉄道スク手ア」

を、国内はもとより、海外に向けても発信 し、より多くの人にお越 しいただくよう、常

設展示の適切な管理運営と魅力的な企画展を開催するとともに、全国の鉄道博物館との

連携を図り、「観光都市 。長浜」の実現に向けて管理運営にあたつてまいります。

(2)指定管理者を希望する理由 。目的を提示 してください。

公益社団法人長浜観光協会は、これまで行政や民間と連携をとりつつ、長浜の観光事

業を担ってまいりました。また、長浜鉄道スクエアの管理運営については、委託期間を

合わせると34年間の実績があります。これらの長年の経験と知識は、今後の運営にお

いて、活用できると自負しています。この長浜の貴重な鉄道産業文化遺産を魅力ある観

光資源として、国内のみならず海外からも一人でも多くのお客様にお越 しいただくこと

を目的とし、時代に合つた、情報提供や展示企画などを計画していきます。

また、長浜鉄道スクエアの向かいにある慶雲館は、平成 29年度から5年間の管理を

受託してお り、その建設に関する歴史や意図において、旧駅舎との関係性は切れないも

のです。これら2施設をともに管理運営することで、共同企画展の開催や連携をとつた

運営方法などを行うことができ、観光資源の有効活用を見込むことができると考えてお

ります。
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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。

企画展の検討や展示方法、展示品の借用に関する助言等の業務担当として、元日本ナ

ショナル トラス ト事務局長で、現鉄道保存協会事務局長に名誉館長を委口届します。

企画展の助言、展示の設営や所蔵資料の保管整理の業務担当として、元交通科学博物

館学芸員を非正規雇用します。

お客様への館内説明員と入館料徴収員を常時配置し、その他、必要に応 じて、適切な

人員を配置することで人件費削減を図ります。

(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

名誉館長
展示運営に関する助

言と指導

鉄道 保 存協 会

事務局長
非正規 1回/月

学芸員
所蔵品管理および展

示指導

元 交通博 物 館

学芸員
非正規 1回/月

館長
管理運営および経営

の総括
専務理事 正規 随時

副館長
管理運営の事務的責

任者補助
慶雲館館長 正規 随時

主 査
管理運営の事務的担

当者

甲種 防火 管理

者
正規 4時間/週

事務員 経理および庶務 正規 4時間/週

受付事務員

(責任者)

入館受付、清掃など

受付責任者
非正規 16時間/週

受付事務員

(交代)

入館受付、清掃など

井正規委託

(シルバー人

材センター)

32時間/週

管理人

(交替)

展示説明、清掃など
元国鉄職員

(鉄道友の会)

非正規委託
9i00

～ 17:OO

模型修理人 展示説明、模型修理 元国鉄職員 非正規委託 時間/週

(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。

管理人が、Nゲージ、HOゲ ージの鉄道模型の修理をある程度できるよう、専門家に

よる指導を行います。

長浜鉄道スクエアでの企画展や催事などへの導入や改善、さらには展示品の貸借など

につなげることを目的に、他の鉄道資料館の展示やイベン トについて、現地視察研修を

行います。また鉄道保存協会や 日本博物館協会などの関連団体に登録し、会員との交流

の場に積極的に参加し、職員の知識や関係性の向上につなげます。

3



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。

■企画展について

年間を通じて、季節に応 じた企画展示を行います。夏体み期間中は、子ども向け企画

展示を行います。盆梅展期間は、女性層・熟年世代に向けた企画展示を行います。春季、

秋季は、鉄道ファンや一般観光客に向けた企画展を行います。

なお、平成 30年度は、明治 150年の企画展を開催したいと考えています。

■鉄道イベン トの開催について

夏休み期間の慶雲館夏季特別展と連携 し、SLが走る日に合わせて鉄道フェスティバ

ルの開催を計画 します。具体的には、大学の模型クラブ等 と協力 し、鉄道模型を走らせ

るコーナーの設置や地元店舗の模擬店出店、鉄道グンズ販売などを行い、家族連れだけ

でなく鉄道ファンや地元の方々にもお越 しいただけるようなイベン トを企画 します。

鉄道映画のポスタ=展の開催に合わせ、鉄道映画の上映会を計画 します。子ども向け

の映画から年代ものの映画まで幅広い映画を上映し、地元の方から映画ファンまで、長

浜鉄道スクエアを知らない人への認知度アップにもつなげます。

■インバウン ド対応について

年々増加傾向にある外国人観光客の対応として、施設名や説明文の英語表記、入館パ

ンフレットの多言語化や外国語HPでの情報提供などを行います。

■旧駅舎 2階の利用について

現在、旧駅舎 2階は一般公開をしていませんが、そのスペースを利用 して、模型イベ

ン トや トークショー、鉄道喫茶などのイベン ト企画を行います。また、MICEの 受け

入れを検討します。

■市民との交流について   、

3月 10日 の初代長浜駅開業記念 日や 10月 14日 の鉄道の日に合わせ、長浜市民限

定に無料開放を行 うなど、市民の方に、長浜が鉄道のまちであることを知ってもらう機

会を作る計画を立てます。

鉄道の日に合わせ、毎年国鉄OBの方々が北陸線電化文化館に展示 している鉄道車輌

を掃除 してくださつています。市民の方が鉄道スクエアを知 り、触れ合 う機会を作るた

め、清掃を参加型イベン トとする企画をします。

■オ ヅジナルグンズの製作について

現在、長浜鉄道スクエアのオ リジナルグッズがなく、入 口でのお生産販売では委託グ

ンズのみ販売をしています。旧長浜駅舎やED70な どをモチーフにしたグッズを製作

販売 し、顧客満足につなげます。
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【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

平成 30年度 57, 000人 過去の入館者数から 算出。

平成 31年度 58, 000人

平成 32年度 59, 000人

平成 88年度 60, 000人

平成 34年度 60, 000人

(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。

長浜市、広域エ リアと連携 し、地域活性化につなげますと

長浜浪漫パスポー トに引き続き参画するなど、市内観光施設との連携を図 ります。

日本鉄道保存協会や日本博物館協会など、鉄道関連の団体や博物館 と連携をとつて情

報共有を図りますЬ

平成 29年度に長浜市が敦賀市、南越前町とともに鉄道遺産を活かした広域の協議会

設立を予定しています。十日駅舎や十日北陸線の鉄道 トンネル群の石額などの鉄道遺産を多

く保有する長浜鉄道スクエアは、北陸と長浜を結ぶモデルコースからは外せない重要な

ポイン トであるため、関連イベン トや企画展示等の関連イベン トに参画 し、広域観光事

業の開発を検討 します。

(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。

既存の長浜鉄道スクエアのホームペ▼ジとFacebookを さらに活用 し、より多

くの情報発信に努めます。さらに、インスタグラムやTwitterな どの SNSを利

用して、若い世代への情報伝達を図ります。

特別企画展やイベント等を開催する場合は、限定のリーフレント等を作成 し、観光施

設や宿泊施設、観光案内所に設置を依頼 します。

長浜市やびわこビジターズビューローなどと連携 し、県内外での観光PRの場で広報

活動を行います。

キャンペーンや営業の場で活用できるオジジナルのノベルティを作成 し、活用 します。
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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。

テレヶ― トボックスと用紙を設置し、お客様からのニーズを把握します。

また、管理人や受付案内の職員は、積極的にお客様と会話をすることにより、施設の

感想を入手するだけででなく、顧客層や動向の把握に務めます。

(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。

アンケー ト用紙は日々確認をし、苦情や要望があれば、管理人が早急に対応し、内容

に応じて事務局へ連絡をし、封応します。予算や工事の問題などですぐに対応できない

ものにういては、代替案や計画を練つて、今後の対策を検討します。お客様のお名前を

お聞きしている場合には、必要に応じて、個別対応を行います。

(3)その他サービスの資を維持・向上するための取組について提示してください。

他の博物館など同種施設の展示状況、接客状況等の研究を行い、展示やおもてなし

に向上に努めます。
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(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。

照明をLED電 球に)頁次交換 して、光熱水費を節約 します。

消耗品等の購入は、今後必要 と思われる数量をまとめ買いすることにより、単価 を低

く抑えます。

(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を

(利用料金の設定根拠)

長浜市 「歴史文化を紹介す る観光施設条例」に基づ く料金設定です。

(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。

館内と前庭の清掃を毎日、受付事務員と管理人が行います。

設備に関する保守点検を毎 日管理人が行います。不備や故障などが見つかつた場合は、

事務局べ連絡し、必要な対応を行います。

警備保障会社と契約 し、年間を通 じて警備を行います。警備保障会社からの緊急連絡

網を作成し長浜市に提出します。

区分 入館料 利用料金 (案 )

個人 一般 300円 300円

児童・生徒 150円 150円

団体 (20人以上) 一般 240円 240円

児童・生徒 120円 120円
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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。

設置す るアンケー ト用紙には個人情報保護 に関す る明記を行います。また、個人情報

が記入 された用紙は鍵のかかる棚に保管するなど、取扱いに注意 します。 これ らの業務

について、職員への教育を徹底 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。

照明をLED電球に順次交換 し、二酸化炭素の排出を削減 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。

お客様 と職員の安全を第一と考え、施設の安全確認を定期的に実施 し、日々施設内外

の管理点検を行 う他、夜聞や休館時は警備会社に委託 し、緊急時に備えます。災害 。事

故等発生時の対応として、毎年防災訓練を実施 します。避難経路を熟知 し、万が一の場

合には、スムーズな対応ができるよう指導を徹底 します。

<緊急連絡網>
◎平 日および土日祝 日の開館時

担当職員 → ①関係職員・関係機関に手配連絡

②事務局へ連絡→観光協会長・役員へ連絡

◎閉館時

警備会社 担当職員 ①関係職員・関係機関に手配連絡

②事務局⌒連絡→観光協会長・役員へ連絡

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

ア.施設名 :長浜鉄道スクエア (長浜市北船町 1-41)
管理運営方式 :指定管理 (H17年度以前は委託 )

管理運営期間 (昭和 58年 4月 1日 ～現在に至る)

施設設置者 :長浜市

イ.施設名 :慶雲館 (長浜市港町 2-5)
管理運営方式 :指定管理

管理運営期間 :平成 26年 4月 1日 ～現在に至る

施設設置者 :長浜市

ウ.施設名 :北国街道安藤家 (長浜市元浜町 8番 24号 )

管理運営方式 :指定管理 (平成 17年度以前は委託 )

管理運営期間 :平成 10年 7月 1日 ～ 20年 3月 31日

施設設置者 :長浜市

工.施設為 :長浜市営お旅所駐車場 (長浜市呉服町 299番地 )

管理運営方式 :受託管理

管理運営期間 :昭和 54年 4月 1日 ～平成 22年 3月 31日

施設管理者 :(株)黒壁 (H20年度までは長浜市)
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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

アピィルしたいことがあれば、記入してください。(例 :女性 。若者の参回、資材等の地元調達など)

長浜鉄道スクエアが有する鉄道産業文化遺産の保存、活用に努めます。

旧長浜駅舎 2階を活用し、慶雲館とす体的な運用で、MICEの 受け入れ施設として、

ユニークベニューの展開に心がけます。

鉄道には様々なジャンルの愛好家がいます。撮 り鉄、音鉄、乗り鉄・・・などと称さ

れる愛好家の方々の活動や交流の場として提供することを検討します。鉄道ファンに活

用してもらうことで、新しい魅力の創造と発信、新しい利用方法の開発を行い(来館者

増につなげます。

旧長浜駅舎は、現存する日本最古の駅舎で、日本の鉄道に関する歴史的文化的に重要

な事物として認定される鉄道記念物の第 1号に選ばれ、また滋賀県の指定文化財に登録

されています。また、旧長浜駅29号分岐器ポイン ト部や交流用電気機関車ED70形
1号機、旧北陸線鉄道 トンネル群の石額など、数多くの文化財、鉄道遺産を有していま

す。長浜市とともにこれらの歴史文化財的価値をより高めるため、国の重要文化財に登

録されるよう働きかけを行います。

長浜鉄道スクエアでは、数多くの所蔵品を有しています。加えて、年に数回、元鉄道

関係者や愛好家から、鉄道に関する寄贈品を受け入れています。これらの所蔵品を、展

示や他の施設への貸し出しなどに利活用できるよう保管整理を行います。
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