
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 。

【団体の活動理念】

(株式会社 まちづくり湖北・経営理念)

1,長浜市の地域貢献のため経営に徹します。

2,長浜市湖北町のまちづくりの中心企業となることを目指します。

3.地域社会に信頼・安心 。満足を提供します。

4。 人と自然が調和した地域づくりをめざした「夢 。まち 。人づくり」をおこない

ます。

【運営方針、及び施設の設置目的】

」R北陸本線河毛駅周辺における交通の円滑化及び使用者の利便向上を図ることに

より、地域産業の振興ならびに地域住民相互及び地域住民と駅利用者 との交流促進

による町の活性化を図ることを目的としています。また、まちの玄関日の拠点施設

として、観光客への観光案内など情報の発信を行います。
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(2) 理者を希望する理由・目的を 示してください。

株式会社まちづくり湖北は、旧湖北町の活性化のため、地域住民の熱い思いで平

成 19年に設立されました。 (様式第 5号・団体概要書/設立趣旨を参照)その目的達

成のためにまちの玄関駅である河毛駅コミュニティハウス関連施設指定管理者 して

希望します。

JR北陸線河毛駅その周辺における交通の円滑化と及び利用者の利便向上を図 り
「ふるさとの鉄道ダイヤを守る」との旗印のもと運輸収入の確保に努めます。また、

確実に実績が伸びてきている交通 ICカ ー ド (イ コカチャージ)利用の拡大をはか

ります。コミュニティ施設として憩いの場を提供 し安心・安全な施設運営をはかり

ます。更に、小谷城や湖北野鳥公園等の玄関駅として、また長浜市の中心位置の施

設として、多くの観光客をお迎えし、「観光 。長浜」の魅力を情報発信 します。

※今年の 10月 1日 に皆さまのおかげをもちまして、当社が河毛駅コミュニティハ

ウス関連施設の指定管理を受け任されて、10周年を迎えることになりました。ささ

やかですが感謝の気持ちをこめて 10月 28(日 )に記念イベント開催することになり

ました。

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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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。

株式会社まちづくり湖北 業務体制 平成 30年 9月 1日 現在

代表取締役社長 片岡健策

取締役専務   内海弘樹

取締役常務   松田忠春

① コミュニティハウス施設課

課長 1名  社員 3名  パー ト4名

② 物品販売営業課  (特産品開発・販売)

課長 1名

③ 事務課  (総務 庶務 経理兼務)

社員 1名 パー ト1名

(2)管理運営に係る職員配置を提示 してください。

勤務例

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

課長 コミュニティハウス管理 交替
通常勤務

6: 30-18:00

社員 コミュニティハウス管理 交替
通常勤務

6 :30-18: 00

社員 コミュニティハウス管理 交替
通常勤務

6 : 30-18 : 00

社員 コミュニティハウス管理 交替
通常勤務
6: 30-18:00

経理 事務 。経理 パー ト 9 :00-17: 00

月 火 水 木 金 土 日

午前勤務 6:30～ 12:15 A A C B D A D

午後勤務 12:15～ 18:00 D B C B D A A

昼間交替勤務 12:15～ 13:25 E F G H E F G

事務員 9:00～ 17:00 I I I
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(3)人 え方や職員の研修計画等を提示してください。

駅 (ハ ウス)はまちの玄関口であり、まちの顔です。その気持を心がけ業務にあたつ

ています。訪れるひとの “一歩"の印象が大切であることを常に意識 し、JRの接客マ

ニュアルを活用 しサービス向上に努めています。

職員の研修計画

・接客研修   年 1回以上 全員参加  (」 R接客サービスマニュアル活用)

・窓口業務の研修 JR営 業規貝J。 運送約款の勉強会

販売器具の取 り扱い

列車時刻・乗継案内の説明

・インバウン ド研修 鉄道/観光英語等の勉強

。人権研修   全員年 1回受講

・防災・減災研修 年 1回以上 (常に危機感を持つ)

・管理職研修  年 2回以上 必要に応 じ各自関係機関の講習会や研修会等に積極

的に参加する

。経理     スキルアップ研修等受講

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 鉄道利用の増進

*交通 ICカ ー ド (イ コカカー ド)の利用者の拡大

利用エ リア拡大・ポイン トサービス開始

電子マネーの利用等の便利さの宣伝活動

イコカ定期券利用者のチャージの利用の宣伝・推進活動

(例)ハ ウス正面 JR宣伝ポスターを掲示

*券売機等販売機器新設・機能増強の要望

(発売口座の新設・遠距離乗車券・往復・回数券等の販売)

② 河毛駅周辺における交通の円滑化・アクセス等の確保

*駐車場・駐輪場の確保

ハウス前ロータリー北広場等有効の活用 。案内等表示

長期放置の車 。自転車の整理

*10/1か らデマン ドタクシー導入に伴 う。宣伝・周知活動

地域福祉交通弱者の足の確保・利用促進・」Rと の連携

ハウス内宣伝ポスター作成・早見表の作成

*レ ンタサイクル事業の強化

コハクチョウバスの廃上に伴 う河毛駅利用観光客減の懸念

観光・サイクルスポーン・ビジネス・里帰り等の利用目的の拡大

雨具 。防寒具 (手袋等)の装備・貸出

サイクルの充実 (電動自転車のバンテリ~交換、新車購入等)

観光マップ 。モデルコースを作成 し利用エリアの拡大

*タ クシーの連携

駅から目的地までのタクシー料金・時間と案内資料の作成

観光モデルコースの作成・貸切料金表示

③ 湖北観光の拠点化の取 り組み

*観光案内地図の作成 。河毛駅を核として駅勢圏の拡大

(旧 浅井・旧びわ 。富田人形・ビオ トープ 。SL撮影地・尾上温泉・須賀

谷温泉・姉サ|1温泉・道の駅 〔みずどりST・ 浅井三姉妹の郷〕など)

*駅勢圏内の隠れた自然・文化・歴史遺産等の掘 り起 し活用

◇自然遺産

。里山事業の丁野山城・中島城 .

・湖北野鳥公園 。西池など

◇文化・風俗行事等遺産

・信仰の里 。湖北長浜の取り組み

。観音の里のホ トケたちの講座開講の宣伝・啓発活動

。おこない 。まわり仏など

。富田人形など
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◇歴史遺産

。再来年度NHK大 河の明智光秀『麒麟がくる』で小谷城攻め布陣 モノ

た山脇山・小谷城・清水谷武家屋敷群・発掘現場説明会資料の掲示

・奥びわこ観光ボランティアガイ ド協力で駅勢圏内観音さん等のほり

起こし (丁野観音堂・小谷寺・山本観音堂など)

*イ ンバウン ドの取 り組み

鉄道/観光英語等の勉強 (JRサービスマニュアル活用)

周辺観光案内図の英語化

JRの券売機は英語表示切替装備活用/ジャパンレールパス熟知

(小谷城は台湾・ホンコンからの来訪が多い)

④ SL運 転にあわせてイベン トの取組み

*明 治鉄道遺産 。湖北 。長浜の地の宣伝観光誘発活動

県募集の 「SL北びわこ号とわたし」エンセイ集・入選

冊子をSL乗車観光客に配布

*通称 「河毛カーブ」撮影地の観光名所化

*SL・ 鉄道グッズ販売

*季節 SL弁当の販売

*SL写真展等の開催 。撮影マナーキャンペーン (大 阪汽笛の会協力 )

⑥ 新規商品の販売 。開発について

*浅井 。三姉妹グンズ

戦国のベス トカップルの長政 。お市の壁飾 り (木製焼入れ )

新長政ナンバー入 リオリジナルTシャツ

シェアすとらつポ (台紙が長政 。お市 ス トラップが三姉妹 )

*SL鉄道グッズの開発販売

(例)さ よならポニー記念ポスター作成

*特産品 。みやげの販売 。開発

(例 )ま ちづくり湖北商品 湖北の特産品 「沖の洲ブラン ドJ商品の販売・

特産品開発・ブラン ド化・販路の開発

SL弁当  四季の湖北の観光風景・SLの写真等包装表紙に使用

地元産の食材使用

(おふくろ亭 (道 の駅みずどりST内 )協力)

⑥ JR利 用者以外の方への取組
*観光バス・マイカーの立寄り箇所に

観光案内・休憩・食事 。生産物等の販売)

*ハ ウス内の展示物の充実 。写真展・.イ ベン ト等の。開催
*売店の充実

河毛地区は店がなく高齢者世帯等が買い物に来られる。
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年度 利用者数 積算根拠

平成 31年度 560ノ、 今までは順調に利用者を増やす事が出来たが、

コハクチ ョウバス廃止等により落ち込みが予測

される。特に、観光面に新たな企画、各種地域交

流の連携をはか り、一歩踏み込んだ施策を展開

モン、利用者数の目標達成に取 り組みたい。

平成 32年度 570人

平成 33年度 580人

平成 34年度 590人

平成 35年度 600ノ、

【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い。

① 観光関係

当社の社員には奥びわこ観光ボランティアガイド協会に 4名所属しております。日頃

は小谷城を中心に長浜市を訪れる観光ガイドモノて活躍されており、各種研修を受け豊富

な知識を持っております。そして、他の社員にも指導に当たつています。当ハウスの窓口

で観光案内業務にあたり遠くから来られる観光客からは大変好評です。又、小谷城戦国

歴史資料館・北びわこふるさと公社など観光関係機関とは深い関係で結ばれ連携をは

かつています。

(例 )小谷城シャトルバス運行 日には送客活動 (北びわこふるさと公社)

日本 100名 城スタンプ設置 (/よ 谷ヽ城戦国歴史資料館・体館 日/毎週火曜日)

丁野観音堂拝観予約連絡所 (ノト谷丁野自冶会)

長浜駅観光案内所へ観光情報交換送客連携 (長浜観光協会)※」R収入納金時

野鳥飛来情報・小谷城。SL・ 季節情報・ポスターの提供

市内観光情報。祭り。イベント等・パンフレット取り寄せ

② 地域イベントの参加・協力・情報の発信

*水 とロマンの祭典

ハウス内にポスター・パンフレットの掲出 戦国クッズ 。生産品の販売

*小谷城戦国まつ り

ハウス内にポスター・パンフレットを掲出し宣伝活動

戦国クッズ・生産品の販売・イコカカー ド利用拡大 。PR
*体験 。研修・交流会等の参加・協力

*湖北福祉の会・・・駅前花壇の苗植え・クリスマスツリーの設置協力

③ 土産品委託販売

*湖北長浜市を訪れる観光客に歓迎・記念の思い出土産品として、浅井氏・三姉

妹等戦国グッズ・湖北の特産品 「沖の洲シリーズ」 (ま ちづくり湖北商品)の

販売

*道 の駅 〔水鳥ステーション・浅井三姉妹の郷〕・須賀谷温泉・小谷城戦国歴史

資料館・高月駅東観光案内所 。木ノ本駅おかん 。観光協会・地域づくり協議

会・小谷城址保勝会・ガイ ド協会等、各種団体と連携
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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*歴史遺産。自然遺産・文化遺産・地域伝統・特産品の発掘

◇小谷城和りんご会 (駅前 :り んご園 特産品 :不日りんごジャム)

◇富田人形 (ハ ウス内に人形展示)

◇賤ヶ岳七本槍・脇坂安治顕彰会 (ハ ウス内に旗・案内)など

④ SL運転と湖】町Rの活性化による利用増
「湖北を明治鉄道遺産とSLの聖地にJ

日本中の鉄道ファン・マニアを取り込む

大阪汽笛の会との連携

大阪交通資料研究会の協力

※SL運行。鉄道遺産で観光振興。まちづくりをしている地域と交流をはかる。

(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。

① ホームページの活用

河毛駅コミュニティハウスの宣伝・利用設備の案内

随時SL運行情報や野鳥の飛来情報を発信。

周辺の季節の観光情報の掲載

② 小谷城や野鳥飛来などの季節の情報をハウス内にて提供

③ SL運行の告知

・滋賀県のHPや情報冊子 「見聞録J等より得た情報をハウス内に掲示

・各関連施設ヘポスター掲示を依頼して、情報を発信

(運行日、河毛駅発着時刻等)

。SL運行に合わせて写真展を開催

(※大阪汽笛の会の協力)

・長浜み―な等地方情報誌の販売

④ 観光案内ガイ ド知識の習得

小谷城・野鳥情報 。SL・ 観音など長浜市の魅力を観光ガイ ド

(例) 東京から観光客が当ハウス係員の小谷城ガイ ドを受け、そのガイ

ドに魅了され、戦国 。聖地・湖北長浜のファンになられて、何回も

訪れるようになられました。このような方が多くあり、その後は湖

北のホ トケ (観音)さ んへとつながっています。

また須賀谷温泉で東京の随想家が書かれた 【湖北の残照】(サ ンラ

イズ出版)の本でその魅力が紹介されています。当売店販売中

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。

*ア ンケー ト箱を設置 し、」R乗降客や観光客などの駅利用客の要望及び意見を把

握 して、サービス向上に努めます。

*ホームページからのお問い合わせについては、メールにて対応 します。

*日 頃から、接客対応の研修や訓練を行い、JR接客サービスマニュアルを活用し

て トラブルの未然防止に努めます。

(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。

*速やかに対応し、現場で処理できることは処理します。 トラブルがあれば、直ち

に上司に連絡して対応を協議します。

*苦情・ トラブル等については、きちんと内容を把握し、職員間で情報を共有しま

す。

*内容によつては、長浜市や JRに報告または要望書を提出します。

(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。

*野ブ鳥観察に来訪される方に、四季を通 して様々な野鳥飛来情報の提供・撮影スポ

ットの案内

※オオフシ、コハクチョウ、オオバンやカンムリカイツブジの浮巣など

*駅舎周辺のたくさんのプランターや植木鉢、駅前ロータリーの花壇、ハウス内の

四季折々の生け花が利用者の癒しとなっています。

*雨天時、レンタサイクルを利用せれるお客様に無料でレインコー トの貸 し出しを

行つています。

※販売もしています。

※上下セットのレインコー トや冬場の防寒手袋の購入を検討中,

は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

-9-

が不足する



う＼

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。

*冷暖房の温度管理は、夏場は28度 。冬場は 19度に設定

*ハ ウス内の照明は状況に応じて、こまめに照度を調整

*駐輪場 。駐車場の照明の節電

*ハ ウス内外・駐輪場の電球のLED化を推進する。

(2)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。

*金庫鍵、戸締まり、火の用心、電灯、器具類、民間警備会社の管理と清掃業務の

チェック表を作成 し管理します。

ハウス内/外回 り清掃…1日 1回以上

トイレ清掃 。ゴミ拾い 。自転車の整頓…毎 日

閉館前に再確認 しチェンク表に記入…金庫の鍵・戸締 り・火の用心 。電灯・

器具類

外観点検…月 2回

落書き点検…週 2回

電灯照明点検・照明時間調整

*「 ゴミのない美 しい駅」をめざし、業務にあたります。

施設内除章作業…年数回

ハウス周辺除草作業…随時

りんご地除車作業一年数回

トイレ入口にンバメ侵入防止ネットの設置

*設備の故障、破損などは速やかに修理を行い、利用者の安全対策に細心の注意を

払います。

*備品は大切に使用 し、保管台帳を作成 し管理 します。

)

欄が不足する イま 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する。

すべての事業で取扱 う個人情報及び従業員等の個人情報を取得および利用する場

合には、利用目的を明確にし、特定された利用目的の達成に必要な範囲内で適正

に個人情報を敢扱い、目的外利用は tン ない。

◇個人情報を取得する場合

*利用目的を通知し本人の同意を得る

*同上以外で利用する時は本人の同意を得る

*第二者へ提供する場合は目的を明確にして本人の同意を得る

*その他個人情報保護法を遵守する

*重要な書類に付いては施錠出来る場所に保管する

*書類は外部へ持ち出さない

(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。

① ごみの減量化・資源化

*あ らゆる設備に対し予防保全、予知保全を定期的に実施する。

*「 ごみのない美しい駅Jをめざし、啓発ポスター等を作成。ゴミの減量に

協力を求め、出来るだけ家庭に持ち帰つていただくよう、ご理解ご協力

をお願いする。

*分別して資源ゴミに出すようにする。

*施設設備は日常の手入れを計画的に実施し、長寿命化に努める。

② 花 。緑のある自然環境豊かな施設づくり

*ハ ウス周辺は緑で囲まれ、ハウスは木造りで大変温かい雰囲気を醸し出し

ている。

*ハ ウス内には季節の生け花や観葉植物等で飾 り付けお客様をお迎えして

います。

*ト イレにお花を生け、駅前花壇を整備し、花のある自然豊かな施設づくり

を心がけています。

③ 節電と照明器具のLED化
*地球環境に優しい社会をめざし、無駄なエネルギーの節約に努めます。

※ 照明器具のLED化を検討中。

(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。

*長浜市地域防災計画を熟知 し、気候変動を含めて、災害頻度もレベルも今後さ

らに激甚化 していくと考え、常に危機感を持つ。

*長浜市・」R長浜駅 。地元警禁 。消防署 。医療機関との連絡及び協力を密にする。

*いつ、いかなる場合にあつても身体生命の安全を第一とする。
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*管理施設内で盗難・器物損壊・車上荒らし等が起きないように、十分に警戒 し、

問題発生時には、関係機関に連絡する。

*大雨 。強風等の異常気象で、災害発生の恐れがある場合には、身の安全を図る

と同時に、迅速適切に避難誘導・救護活動を行い、関係機関へ連絡・救援を求

める。

*河毛駅駅前施設連絡網にて速やかに連絡・報告を行 う。

*年 1回以上の防災・減災対策の研修及び訓練を実施する。

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

*農村婦人の家赤谷荘

*葛籠尾崎湖底遺跡資料館

平成 23年 12月 ～平成 25年 3月 末

平成 21年 6月 ～平成 22年 3月 末

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)

湖北の」R北陸線は日本海へ通ずる大動脈 として特急が走り大きな役割を果たし

てきた。 しかし今後、北からの北陸新幹線の延伸と共にその地位はおびやかされる。

長浜市が中心となり湖北の鉄道利用増の施策が必要必須となる。

① 長浜市内の 」R各駅周辺市関連施設の連携 した観光客の誘致活動

*湖北の JR北陸線ぶらり鉄道旅マップ等冊子の作成

*長浜駅まで来ている観光客を市内の北へ足を向ける施策

*各駅観光スタンプを設置しスタンプラリーを開催
。長浜駅観光案内所に沿線観光案内図・宣伝物・コーナー等を設置
。長浜市の観光滞在時間を長くし、市内での宿泊を誘発

② JR各 社・旅行会社等の連携

*関東方面 (首都圏)か らの湖北への観光客等の入込は今まで米原口がほとんど

ですが、今後は北陸新幹線の廷伸と伴に敦賀口から増えると予淑1さ れ、北陸か

らの観光客を湖北へ取 り込む施策が必要となります。それには JRへ要望しア

クセス確保 しなければなりません。

*観光情報提供・観光誌掲載への働きかけ

最近 」R西 日本の観光情報誌・見聞録等の湖北・長浜市掲載が少ない。

(例)長浜駅前 。長浜テラスで展覧会・イベン ト開催の掲載

(例)各駅の特産品・味覚を紹介 した食べ歩きマップの作成

*フ リーパス乗車券の設定 (湖北 。長浜ぐるりんパス)」 R要望

③ 駅 (コ ミュニティハウス)お よび駅周辺の整備

*コ ミュニティハウスと駅前広場の充実―十一魅力ある施設――滞在時間空間

*周辺地・地域の顔 。まち歩き 。散策路 。休憩所の整備

*滞在型観光

*自 然・歴史 。文化遺産

(例 )河毛駅周辺

小谷城スマー トIC周辺アグリビジネス拠点地への JR河毛駅の繰込み

農業・林業体験 。果物狩 り等・農作物の加工・農業公園化

河毛駅から小谷城跡までの通ずる道を戦国ロマン歴史街道 して整備

山脇山砦・丁野山城 。中島城・虎御前山城の遊歩道の整備・里山事業

山脇山をびわ湖・竹生島の見える山に整備

SLの見える丘の整備 。河毛カーブの公園化

沿線に花や木を植え自然豊かな歴史公園として美観地区に整備
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