
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。

スポーツを通じて「人づくり・健康づくり」「環境づくり」「まちづくり」を行います。

当施設は、長浜市民体育館、長浜球場、長浜市民庭球場、長浜市武徳殿、長浜屋外運動

場照明施設 (西中)で構成され、いすSれの施設も長浜市の市街地にあり、市民に身近なスポ

ーツ施設です。これらの施設は、「長浜市民の体育及びスポーッの普及、振興と長浜市民の

健康の増進と文イヒ的生活の向上に奢与すること」を目的に設置されました。

また、これらの施設を管理運営するにあたり「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会に向けての選手強化・育成の支援はもとより、大会開催後においてもヨ|き続き管理施設を

スポーツの拠点施設として活用しながら、地馘スポーツ、生涯スポーツの発展に寄与するこ

と」が私たちの使命であると者えます。

さらに、長浜市では平成 26年 6月に「長浜市スポーツ推進計画」が策定され、今後10
年間の長浜市のスポーツ推進での目指す姿「スポーツで いきいき長浜づくり」が掲げられ

ました。次期の指定管理募集期間は、まさにこの計画の事業展開期間中です。

私たち′ム`盃財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団 (以下事業国という)は、上記の指定

管理施設の設置目的、指定管理者の募集趣旨を十分に理解し「長浜市スポーツ推進計画」の

「スポーツで いきいき長浜づくり」に貢献すべく、5つの基本方針をもとに、同計画に掲

げられたスポーツを通じて「人づくり・健康づくり」「環境づくり」「まちづくり」に貢献し

ていきます。

ア)施 設の安全H安心の確保

市民のだれもが当施設を利用していただくためには、利用者の安全を確保することが最低条

件です。私たちは、指定管理者として利用者の安全確保のために、次の3つを重′煮的に取り組ん

でいきます。

a.予防保全の徹底

当施設の特性を十分把握し、予防保全を徹底して、建物、設備等に起因する事故や災害を

起こさないようにします。

b.運動器具やスポーツ備品の事故ゼロ活動

運動器具やスポーツ備品・施設の日常点検と専門点検だけでなく、使用前、使用後点検を行

いスポーツ施設としての安全性を確保します。
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① 公共施設として安全・安心・平等な運営管理を目指します (環境づくり)



c.非常事態に対する備えと体制

事故や犯罪、災害 (地震・台風・火災・酷暑等)などの非常事態に刈する万全の備えと適切に

対応できる体制を整え利用者の安全を確保します。

イ)平 等性の確保

私たちは公の施設を託されている指定管理者として、だれもが、公平。平等に利用できる施設

運営の責務を果たすべきと考えています。基本的人権を尊重し、正当な理由がない限り、信条、

性別、社会的身分、年齢等による不当な差別の利用制限をいたしません。

手続きの厳格化による中立性の確保や情報による利用機会の排除、様々な人たちが利用でき

る平等性、接遇における平等性を掲げ、市民のだれもが気持ちよく利用できるようにします。

特定の利用者や特定の団体等に対して、特段な配慮をすることなく、利用手続きの手順を厳

格に運用し、すべての市民に対して、利用機会の平等J性を確保します。

【私たちが提案する5つの基本方針のフロー図】

関係団体と共に地域スポーツの活性化を図ります (ま ちづくり)

地域連携のもと「する」「みる」「支える」
地域のスポーツ環境を売案させます

地域スポーツ団体・ド的の活1生イ監
地域プロスポーフ・スポーッ団体・スポーツ大学との子ヵ為勧

スポーツ協会 'スポーツ少年団・総合型地域スポーツクラブとの協働
スポーツコンシェルジユ機能など

公共施設として安全日安心E平等 B快適な施設運営 (環境づくり)

ア)地域スポーツ団体、市民スポーツチーム、NPOの活性化

地域スポーツ団体、NPOを施設玄関前コミュニティー掲示板で紹介したり、地域スポーン団体

のメンバー募集の掲示をしたりします。また、Twitttr等 のSNSを活用し、プレーするチームを探

している人や、新たなスポーンチームを立ち上げたい人向けに仲間募集投稿等も受付けていきま

す。

イ)スポーツリーダーバンク事業の発展

競技レベルの向上や自治会体育事業等のために指導者を求めている個人や団体にむけて、

指導者や審判員を紹介するスポーツリーダーバンク事業を前指定管理期間で立ち上げました

が、今期ではさらに発展させ、積極的な指導者派遣を行います。
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② 市民やスポーツ関係団体と共に地域スポーツの活性化を図ります(まちづくり)



ウ)地域プロスポーツ団体、プロのトレーナー団体、スポーツ大学との連携 B協働

プロバスケットボールBリ ーグ「滋賀レイクスターズ」や長浜市と連携協定を締結しています「び

わこ成際スポーン大学」と連携してクリニックやイベント、教室等を行ないスポーツヘの関心を向上

させて、地域スポーンの活性化を果たします。

また、外部講師としてプロのトレーナーグループ「SMART SYSTEM STRENGTH」 と連

携し、最先端の指導を市民に提供していきます。

工)長浜市スポーツ協会、長浜市スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、長浜市スポー

ツ推進委員会との連携・協働事業

長浜市には、あらゆる地域や年代、スポーツレ

ベルのスポーンを推進する団体があります。私たち

は、それらの団体と様々な連携を図ります。それら

の市内のスポーツ関係団体と連携・協働することに

より、長浜市が掲げる「長浜市スポーツ推進計画」

内にある展開方策に寄与貢献した事業展開が可

能になります。スポーツ協会、総合型、事業団、長

浜市がそれぞれ単独で事業を行うのでなく、お互

い事業協働することイこより事業負担はなるべく軽

減、省カイ堕し、スポーツ振興事業の効果や振興推

進力は、より大きなものにしていきます。

イア

【私たちが取組んできたあらゆる連携】

オ)スポーツコンシェルジユ機能の強化

長浜市民体育館は、市民に一番近い立場にあるスポーン施設であるということを常に意識し、

長浜市民が気軽に頼れるスポーンコンシェルジュ(≒スポーツよろず相談係)としての役割を果た

していきます。

「長浜市スポーツ推進計画」では、基本方針に「子どものスポーツ活動の充実と生涯スポーツの

推進」「する。みる。支える身近なスポーツ環境の充実」と掲げられています。私たちは、その基本

方針や指定管理の募集趣旨に添い、市民のそれぞれの体力や年齢、技術、趣味。目的に応じ

て、だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも生涯を通じてスポーンを楽しめるスポーン環境づく

りを目指します。また、さまざまな自主事業を展開するとともに、市民ニーズに応えるスポーン設備

やスポーン器具を準備し、適切に維持管理することで、いつまでもスポーンを楽しむ生涯スポーツ

に貢献する施設とします。

ア)「するスポーツ」市民がやつてみたい、つづけたいと思う新たな自主事業の展開

市民がもつとスポーン・運動を行い、当施設の利用を促進するために私たちはスポーンや運動

を始めるきっかけをつくるもの、親子で運動するもの、高齢者を対象にしたもの、しょうがいしゃを

対象にしたものと幅広く、様々なスポーツ・運動に関する自主事業を展開していきます。さまざま
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な市民に当施設のスポーツ教室、運動教室に関心を持ってもらい、参加していただくことで市民

の豊かなスポーツライフの実現に貢献します。

イ)「みるスポーツ」パブリックビューイング事業の実施

「する」スポーンに関心のない方も、一流大会の一流プレーを観戦すること「観る」ことイこより長

浜市民のスポーンに関する関心を高めることができると考えております。また、2020年の東京オリ

ンピック・パラリンピック、2024年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けての機運

づくり1こも貢献できると考えられます。スポーツ実践の導入、きつかけづくりも含めて、市民体育館

の玄関モニターを活用し、「みる」ことにより「スポーツ」に触れる機会を提供していきます。

ウ)「支えるスポーツ」次世代を担うアスリートキッズの育成サポート事業の展開

近年の滋賀県の新体カラストの結果をみますと、全国でも最下位に近い結果となっており、ス

ポーツに携わる私たちもとても残念な気持ちです。

そこで私たちは、幼少年期の子ども達の脳や体の発達理論に基づいた「文スポIDS体力 1句 上

事業」を6年前から立ち上げ、まずは運動好きの子ども達を増やす事業を展開してきました。 今

後はさらに当事業を継続発展させ、積極的に運動に取り組む子ども達を増やしつつ、更にステッ

プアップして、2024年の国民スポーツ大会。全国障害者スポーツ大会に向けての「ジュニアアス

リートプログラム」により選手強化・育成の支援もしていきます。

工)「支えるスポーツ」国民スポーツ大会口全国障害者スポーツ大会に向けた取り組み

2024年には2回 目の滋賀県での国民スポーン大会・全国障害者ス

ポーン大会が開催されます。前回の昭和56年びわこの国体を経験して

いる当事業団は、当大会が行政や一部の開催種目競技団体だけの力

だけでは、大会の成功やレガシーを残すことが難しいことも理解してい

るつもりです。国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会 Fォ月催に向け

て、私たちが支援できることもたくさんあると考えています。積極的に地

域連携を深め、市民やスポーツ団体とともに大会を支援していきます。

オ)「支えるスポーツ」市民ウォーカー、市民ランナー、市民アスリートのサポート

近年健康志向の流れの中、個人で気軽に楽しめることから「フォーキング」「ランニング」の人気

が上がっており、長浜市内のウォーキング大会やマラノン大会の参加者は年々増加傾向にありま

す。長浜市の「長浜市スポーツ推進計画」アンケート結果でも、「成人のスポーンに参加したいと

思う種目」の 1位に「ウォーキング」がまた上位に「ランニング」がきています。このことから、市民ニ

ーズの高い「ウォーキング」「ランニング」を実施するための環境を向上させることが、運動。スポー

ンの実施頻度や継続率を高める上で重要であると思われます。

私たちは積極的に長浜の市民ウォーカーやランナー、市民アスリートのサポートをしていきます。
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④ 市民の声を生かした市民主役の施設づくりを実現します (環境づくり)

市民主役の施設とは、一人でも多くの市民が当施設を利用し、豊かなスポーンライフを実現す

ることと、市民の声が反映されて、市民による施設の運営改善が達成することにあると考えます。

市民の声には、おほめの言葉もありますが、厳しい苦情や要望等さまざまな声がよせられます。私

たちは、その声に真摯に耳を傾け、施設の運営改善につなげていき、市民の声を生かした市民

主役のスポーン施設を実現します。

ア)さまざまな手法を用いた広報活動

多くの市民に、何回でも不可用していただくためには、まず、スポーンに関心を抱き、当施設の魅

力を知っていただかなければなりません。そのために、私たちは当施設の魅力をあらゆる人たち

に発信する広報活動を実践します。

イ)さまざまな手法を用いた利用者の声の収集

私たちが市民の声に耳を傾けるためには、まず、市民の声を自ら収集する必要があると考えて

います。市民から直接、苦情や要望を伝えやすい環境を整えることやアンケートの実施、スポーツ

振興委員会の実施、ご意見箱の設置、セルフモニタリング等さまざまな手法を用いて利用者の声

や外部からの声を収集します。また、利用されていない市民の声も収集し、利用していただくため

の様々な施策を考え、実行していきます。

ウ)市民の声を施設の運営改善に生かすために

収集した市民の声を集めるだけでなく、施設の運営改善に迅速かつ確実に反映させる仕組み

づくりが必要だと考えています。

収集した市民の声をさまざまな角度で分析し、寄せられた苦情や要望を迅速に解決するため

の具体的な実行策を決定します。実行策が確実に実行に移され、その効果を検証し、効果が適

正ならば、施設運営マニュアルや利用ルールの変更を行い、施設の運営改善につなげます。効

果が得られなかった実行策は再度、原点に戻り、新たな実行策を実行して、検証を繰り返してい

きます。

残念ながら、私たちでは解決できない苦情や要望もあると思われます。その時には、長浜市と

協議し、市と協力して解決していきます。また市との協議でどうしても対応できない場合でも、苦情

要望提供者には誠意ある対応をさせていただきます。

指定管理者制度は、多様化する利用者ニーズに的確に対応した高いレベルのサービスを提

供しつつ、一方で可能な限り経費節減を進め、もつて公の施設の管理運営を継続的に改善する

ことにその目的の1つにあります。継続的改善を進める一般的な手法がPDCAサイクルに基づい

たマネジメント手法です。
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⑤ PDCA管理サイクルを回して、施設のたゆまぬ運営改善を図ります



ア)2つの PDCAサイクル

当施設の管理運営には、事業団  【事業国が取り組むPDCAに基づく経営マネジメントの仕組み】

本部が主体となるマネジメントだけで

なく、現場での口々 の業務のマネジ

メントも不可欠です。当事業団では、

本部で実行するマネジメントと、現場

カミ主イ本となって行うPDCAの 2つの    改壱彗
  マ棘 ント   

イ子
実行

計画

事業団

本音8

サイクル

検証

PDCAサイクルを軸に、長浜市民体

育館経営マネジメントを実行します。

イ)2つのサイクルの役割分担

当事業団では、現在20施設の指

定管理者業務、2施設の委託管理業

務、3施設の直営管理運営業務を実

各管理

施設

計画 日常業務  点検

マネジメント
サイクル

見直し

施しています。同施設と同様な施設では13施設となります。これら施設を全体から俯 H敢して、各

施設をマネジメントするこ》が大切です。

経営マネジメント・サイクルは、スポーツ振興会議として長浜市内の公の施設全体を踏まえた年

度計画立案、業務遂行状況の評価、業務改善を担当します。

長浜市民体育館では、事業団全体の事業計画達成と長浜市民体育館の適切な管理運営のた

め、日々の日常業務の糸匹続的改善が求められます。経営マネジメント・サイクルと連動して日常業

務マネジメント・サイクルとして事務局会議を実践します。

【事業団が取り組むマネジメント・サイクル】

マネジメントのタイプ サイクル 主な業務 検証

経営マネジメント・サイ

クルによる業務

(事業国本部)

1年

自主事業、設備機器修繕計画、経費計

画、利用者サービス向上計画、教育訓練計

画、個人情報保護 (1盾報セキュリティー)対

応、緊急時対応計画 など

マネジメント

レビュー

(毎年3月 )

日常業務マネジメント・

サイクルによる業務

(長浜市民体育館)

1カ月

定期点検に基づく是正活動、受付業務等

点検に基づく是正活動、苦情報告等に基づく

是正活動、業務改善提案活動 など

統括責任者

施設長

1週間
設備機器日常点検による緊急補修・修正

活動、突発事態への対応、接遇 など
全 員
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(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。

当事業団は、公益財団法人として、その定款において、「文化施設、スポーツ施設並びにその

他の施設の設置及び管理運営と文化及びスポーツの事業を行い、地域住民の文化及びスポー

ツの振興発展と豊かな人間性の涵養に寄与する」と定めております。

また、定款内の実施する事業においても①文化・スポーツ施設等の管理運営、②芸術に接す

る機会の提供及び文化教養講座の主催と実施、③心身の健全な発達と健康増進を目的とするス

ポーツイベント及びスポーツ教室の主催と実施、④長浜市における文化・スポーツ振興施策の達

成を目的とした事業、⑤文化・スポーツ活動の育成及び支援等と定めており、その目的を達成す

るため関連する文化・スポーツ施設の管理運営を行うため指定管理者となることを希望します。

特に、当事業団は長浜市の100%出資によつて設立された経緯とまた、定款に「長浜市におい

て地域住民を対象として事業を行う」と定めておりますことからも、市民にとつて身近な公共施設の

指定管理者となることは不可欠なことと考えます。

また長浜市民体育館では、その規模や利用者数からここに長浜市のスポーツの拠点としてのス

ポーツコンシェルジュ機能を果たしていきたいと考えています。現在体育館では各団体の事務局

機能も有しており、職員は長年長浜市に住み、市内のあらゆるスポーツ団体やスポーン事業に携

わつてきました。その知識や経験を最大限に活かし、市民が「スポーツに関することは長浜市民体

育館へ聞けば何でもわかる !」 と気軽に来館いただけるような関係性の構築を目指していきます。

私たちは、長浜市のスポーツ行政に30年以上携わらせていただいております。長年にわたり

少しずつ構築された長浜市のスポーンに関する施設管理のノウハウや実績、スポーツ振興に不

可欠なコミュニティー、そして安定した指定管理の実績は、長浜市のスポーツ振興や国民スポー

ツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けての選手強化・育成の支援、大会開催後の地域スポー

ツ、生涯スポーンの発展に必ず貢献できると確信しています。

そのためにも当事業団がこの長浜市民体育館等の管理運営をさせていただきたいと考

えています。
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2 組織体制 口職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示 してください。

利用者の安全・安心・快適なスポーツ環境を提供するため、スポーツコンシェルジュ (≒

スポーツよろず相談所)と して施設運営に隊要なスポーツ専門費格者を配置します。

私たちは、過去 30年間指定管理者、委託事業者として長浜市内の数多くの文化・スポー

ツ施設の運営にあたつているという大きな強みと資源を持つています。当施設の施設管理

にあたっても当事業団の総合力を生かした確かな体制で管理運営にあたり、利用者にはあ

す安全・安心・快適なスポーツ環境をし続けていきます。

また、長浜市民体育館では多種多様なスポーツを安心して楽しんでいただくことができ

る態勢を整備することも不可欠です。そのためには、スポーツ施設運営に関する専門的な知

識や技術も求められます。私たちは、スポーツコンシェルジュ (≒ スポーツよろす相談所)

として施設運営にl必ヽ要なスポーツ専門資格者の育成・配置も行います。

当事業団は、過去80年間指定管理者、委託事業者とlノて長浜市内の数多くの文化・スポーン

施設の運営に当たっているという大きな強みと資源を持っています。当施設の施設管理にあたつ

ても当事業団の総合力を生かした確かな体制で管理運営にあたります。

ア)当事業国の組織と長浜市民体育館の運営体制

総務・経理・維持管理

業務のバックアップ

当事業団本部に事務局を設置します。事務局は当事業団全体のスタッフ部門の役割を担い、

長浜市民体育館等だけでなく、当事業団が運営する他施設も含めた統括管理をします。

事務局は当該施設運営に必要な業務のうち、現場で対応する業務以外の総務、経理、定期′煮

検などの維持管理業務を担当します。

a.長浜市民体育館職員の体制

長浜市民体育館職員体制は、受付、清掃、その他、日常業務など管理面を主として担当する

「管理運営担当」、指定管理事業、自主事業を問わず、スポーツ関連企画や関係団体との渉外

を主として担当する「スポーツ事業企画・渉外担当」、事業運営担当を担う「事業担当」、施設管

理担当を担う「施設担当」を配置します。

9

① 事業国の総合力で確かな体制で運営します

長浜文化スポーツ振興事業団本部

他の管理運営施設
長浜市民体育館

長浜市民庭球場



主担当者は特定の職員が担いますが、実働場面では全員がそれぞれ知恵を出し合い、汗も

かくマルチタスク化を進めます。

b.スポーツコンシエルジユとして市民協働し連携関係を重視した態勢強化

長浜市民体育館では、市内のさまざまなスポーン関係団体と連携関係にあります。こうした連

携をいっそう深めるとともに、次期指定管理者期間では総合型地域スポーツクラブや長浜市スポ

ーツ協会加盟団体、またスポーツ団体にとどまらずその他行政機関や企業、大学など、地域の

スポーン振興を市民連携・協働で進める態勢・職員配置も強化します。

※ 詳しくは44頁  (3)① で提案しています。

ア)国民スポーツ大会の競技会場として十分な管理体制、バックアップ体制で運営します

長浜市民庭球場職員体制は、受付、清掃、その他、日常業務など管理面を主として担当する

職員を常駐で「日常管理担当」として配置します。また、責任者として体育館館長の「施設管理・

スポーン事業企画・渉外担当」、施設管理担当を担う「施設担当」、事業運営を担う「事業担当」、

総務経理を担う「総務経理担当」を兼務で配置します。

主担当者は特定の職員が担いますが、実働場面では長浜市民体育館職員と市民庭球場職

員は兼務体制を整え、勤務は両施設をローテーションさせ全員がどちらの施設でも対応できるよ

うマルチタスク化を進めます。

国民スポーツ大会のソフトテニス競技会場として、他県に負けない受け入れ態勢を整えます。

ア)防火管理者口防災管理者2名体制で運営します

デ兄在、長浜市民体育館では、現在防火管理者 (甲 種防火管理者講習修了者)を 1名 配置して

います。引き続き、有資格者である館長を防火管理者に選任して配置します。

また新たに甲種防火管理者講習会に職員1名を参加させ、最低2名 で常駐体制をとります。さ

らに、防災管理新規講習にも参加させて、防災管理者も配置し、より安全な施設運営を進めます。

防災管理者は、火災以外の災害から利用者の安全を守るための専門的知識を持った資格者

です。被害想定の策定、利用者の避難誘導などの防災管理を担います。

地震のほか、原発事故や台風、夏の酷暑などの災害が想定されますので、防災管理者を配置

することで的確な危機管理体制にもつながります。防火管理者・防災管理者の常駐で、より安全

性を高めることができます。

イ)スポーツ施設の維持管理口施設運営に必要な技術者を配置します

当施設の維持管理に必要な人員として、防火管理者以外に、第3種電気主任技術者の配置が

求められています。

当事業団では、従前よりこれら技術者に加え、危険物取扱責任者、体育施設管理士、体育施

設運営士、屋外体育施設整備士など、当施設特有の維持管理に必要な資格を持つ人材を事業

団のスケールを生かしバックアンプ体制で配置しています。

引き続きこの体制を維持し、維持管理に関する有資格者を次のように配置します。

② 国民スポーツ大会に向けた確かな人員配置で運営します

③ 安全管理をより強化する人員配置をします
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【長浜文化スポーツ振興事業団で配置可能な維持管理に必要な資格 ―部】

業

ア)施設運営に必要なスポーツ専門資格者を配置します

長浜市民体育館では多種多様なスポーツを安心して楽しんでいただくことができる態勢を整備

することが不可欠です。そのためには、スポーツ施設運営に関する専門的な知識や技術も求めら

れます。

従前から仕様書水準を大きく上回る有資格者を配置して利用者の安全・安心、質の高いサー

ビス提供に努めてきました。今後もこの体制を維持するとともに、国の「第2期スポーン基本計画」

の中の今後5年間に総合的かつ計画的に政り組むべき施策の中の一つに挙げられている「総合

型地域スポーツクラブ」という重点施策をうけ、総合型地域スポーツクラブのクラブを支援するため、

運営に携わっている方や、これからお手伝いしたいと考えている方のための資格として日本スポ

ーツ協会が認定している「アシスタントマネージャー」の資格を新たに取得し配置します。

また、医学的基礎知識、運動生理学の知識、健康づくりのための運動指導の知識・技能等を

持ち、健康づくりを目的として作成された運動プログラムに基づいて実践指導を行うことができる

「健康運動実践指導者」についても配置を目指します。

【長浜文化スポーツ振興事業団で配置可能な専門資格 一部】

資格名 施設業務との関係

乙種危険物取扱責任者 施設の適正な維持管理

大型特殊運転免許保持者 施設の適正な維持管理 (除雪時など)

甲種防火管理者 火災時の安全対策

防災管理者 風水害や台風、あらゆる災害に対する安全対策

第3種電気主任技術者 施設の適正な維持管理 (電気工作物点検等 )

体育施設運営士 スポーツ施設の良好な管理運営(マネージメント)

上級体育施設管理士 スポーツ施設や用具全般の高度な維持管理

体育施設管理士 スポーツ施設や用具全般の適正な維持管理

屋外体育施設整備士 屋外スポーツ施設の適正な維持管理 (サーフェス整備等)

施設の適正な維持管理高所作業車運転技能免許

トレーニング指導士 施設設備の適正な維持管理(トレーエング機器等)

④ スポーツ施設運営の専門家を育成し配置します

齢 名 施設祟務との関係

C級スポーツ指導員 各種教室の指導

日本スポーツ協会認定スポーツリーダー 子ども対象教室の指導

スポーツ少年団認定員 子ども対象教室の指導

11



トレーニング指導士 各種教室などの指導

レクリエーションインストラクター 各種教室の指導、地域イベント等への指導

第1種中学校教員免許(保健休育) 各種教室の指導

第1種高等学校教員免許(保健体育) 各種教室の指導

スペシャルオリンピックス日本

しょうがい者スポーツコーチ資格

しょうがい者が安全にスポーツを楽しむために

必要な資格

総合型スポーツクラブの活動支援
総合型スポーツクラブ

アシスタントマネージャー

健康運動実践指導者 (新規 ) 各種教室などの指導

イ)マルチスタッフ化による万全のバックアップ体制と経費節減と円滑な施設運営を実施します

当事業団では、過去30年以上にわたり市内公共施設の管理運営を行ってきました。各単独で

施設管理や運営に関わるのではなく、各施設の兼務体制や事業団本部のバックアップ体制を確

立し、あらゆる有資格者や管理ノウハウを共有すること1こより、より円滑な施設管理運営を実施し

ます。また、このような態勢を整備することイこより効率化が進み、経費節減にもつながると考えてい

ます。

【事業団で取り組むマルチスタッフ化の考え方】

人的支援 情報やノウハウ支援

管理文化施設
長浜市民体育館
長浜市民庭球場

人的支援 情報やノウハウ支援

他の管理スポーツ施設

より円滑な管理超営

効率化→経費節減

イ
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(2)管理運営に係る職員配置を提示してください。

※大会や運動会利用時は、準備や撤収時間に合わせた勤務時間 (出 勤時間)とします。

※勤務場所の困は市民体育館、□は市民庭球場とし、両方はローテーションで兼務となります。

役職 担当業務内容 資格 口能力等 雇用
場

所
J】務形態

館長

管理運営責任者

施設管理・スポーン事業企

画・渉外担当

甲種防火管理者

防災管理者
常勤 圏

8 : 30-17 : 15

12 : 45-21 :

30

事業担当
管理運営責任補佐・施設管
理・事業運営全般

甲種防火管理者

防災管理者

危険物取扱者 (Z4)
体育委施設運営士

常勤

8 : 30-17 : 15

12 : 45′
‐彰21 :

30

施設担当
管理運営責任補佐・施設管
理・事業運営全般

甲種防火管理者

体育施設管理士

スポーツサーダー

総合型アシスタント
マネージャー

常勤 国
8 : 30-17 : 15

12 : 45ン
‐ψ21 :

30

総務経理

担当

管理運営補佐・総務経理全

般・事業施設管理補助
兼務

8 : 30-17: 15

12:45かヤ21 :

30

団体運営

担当

管理運営 ,団体運営全般・

事業、施設管理補助
兼務

8 : 30-17 : 15

lZ :45′
‐Vツ 1 :

30

屋外管理担当 管理運営・施設管理全般 勤続 8年
非常勤
ノく――ト 困 8 : 30-17 : 15

体・庭

管理運営担当

市民体育館 。市民庭球場の

日常管理運営
勤続 8年 非常勤

パー ト

8 : 30-17 : 15

12 : 45-21 :

30

l本 ・庭

管理運営担当

市民体育館・市民庭球場の

日常管理運営
勤続 6年 非常勤

パー ト

8 : 30-17 : 15

12 : 45′
‐Ψ21 :

30

体・月
管理運営担当

市民体育館・市民庭球場の

日常管理運営
勤続 2年 非常勤

パー ト

8 : 30-17 : 15

12 : 45-21 :

30

膝・周
管理運営担当

市民体育館・市民庭球場の

日常管理運営
新規採用

非常勤
ノく――ト

8 : 30-17 : 15

12 : 45-21 :

30

当

市民体育館・市民庭球場の

日常管理運営
新規採用

非常勤
パーート

8 : 30-17 : 15

12 : 45ン Ψ`21 :

30

陣球切
管理運営担当

市民庭球場の日常管理運営 勤続 2年 非常勤
パー ト

8 : 30-17 : 15

12 :45-21 :

30

管理運営担当
市民庭球場の日常管理運営 勤続 2年 非常勤

パー ト

8 : 30-17 : 15

12 :45-21 :

30

庭球切
管理運営担当

市民庭球場の日常管理運営 勤続 2年
非常勤
ノギーート

8 : 30-17 : 15

12 :45-21 :

30
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① 長浜市のスポーツを支える人材を育てます

(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。

指定管理者施設の職員としての見識を醸成することはもちろん、基本方針でも提案していると

おり地域連携のもと「する」「みる」「支える」地域のスポーツ環境を充実させ、だれもが ヤヽつでも

いつまでもスポーンを楽しめる市民主役のスポーツ施設の実現のため、長浜市のスポーツ界を担

う長期展望を見据えた人材の育成に取り組みます。

ア)指定管理者施設の職員としての資質向上を目指す人材育成

指定管理者施設の職員の資質として、制度趣旨の理解、利用者の安全・安心を確保する知

識、日常の施設維持管理に関するノウハウを習得することは不可欠です。

職場を離れた O卜」T、 業務遂行のなかでベテラン職員が実施するOJTを組み合わせて人材

育成を進めます。主な研修と内容は次のように計画しています。

イ)スポーツ施設を管理運営する専門能力の開発

当施設で実施する指定管理者事業、自主事業の各種スポーツ振興事業を企画立案、運営す

るにあたり、スポーツ運動に関する専門能力と健康増進に係る専門能力、スポーツ振興に対する

幅広い見識の涵養など、当施設管理運営の必要な専門能力を開発していきます。

専門能力開発方法としては、次のような研修について計画するか同目的の外部研修会を関係

職員に受講させます。

研修名 内容 講師 実施形態

着任時・定期教育
指定管理者制度の理解、業務内容把

握、前年度の業務実績振り返り など

当事業団

本部職員

着任時、お

よび毎年年

度当初

日常業務で

の OJT

管理職研修 管理監督者として必要な知識の習得
外部研修会
へ参加

施設長を対

象に実施

清掃・植栽管理の

基礎勉強会
施設の実情に応じた清掃・植栽手法

館長
ベテラン職員

毎年度当初

随時 OJT

人権研修
性差別、メンタルヘルス、同和差別など

に対する正しい理解
長浜市 期間1回

経理担当者研修 経理処理の基礎知識 ベテラン職員
期間中
OJT

接遇研修
接遇マナー、苦情対応、顧客満足(CS)

の基礎
外部講師 期間1回

個人情報保護研修 個人情報の取り扱いに関する知識
外部研修会
へ参加

期間1回
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【専門性に関する執青訓練計画 例】

ウ)研修効果を測定し、教育計画を立案します

研修を実施後は、その効果測定が不可欠です。研修を受けても、すべての職員の達成度が必

ずしも満足いくものとなるとは限りません。そのため、それぞれの研修終了後には、復命書や簡単

な確認テストやレポート等を提出させ、十分達成出来ていないと判断された場合には、O」Tでフ

ォローアップします。また、人事異動時等の着任当初、各年度には、全職員の職務能力を十分に

見極め、到達度に応じて職員ごとに計画的な人材育成に努めます。

公共施設の職員として、利用者にいつでも。どこでも「安全。安心」を提供しなければならないと

考えています。特にスポーツシーンでは、ケガ、事故がつきものです。そのため日々の研修による

自己研鑽はおこたりません。

【安全□安心を担保する教育訓練計画 例】

研修名 内容 静師 実施形態

スポーツ事業企画研修
教室やイベント開催に必要な知識や運

営手法の習得

外部研修会

へ参加
期間1回

体育施設管理士講習会 体育施設を管理するための知識習得
外部研修会
へ参加

期間1回

体育施設運営士講習会 体育施設を運営するための知識習得
外部研修会
へ参加

期間1回

ウォーキング企画研修 ウォーキングに関する企画立案 ベテラン職員 年1回

ジュニア指導研修 ジュニアの指導に必要な知識の習得
外部石升修会

へ参加
年1回

総合型スポーツクラブ

アシスタントマネージャー

講習会

総合型地域スポーツクラブにおいて、ク

ラブ運営の諸活動んサポートするノウハ

ウ習得

外部研修会

へ参加
年1回

② 安全B安心なスポーツ施設提供ができる人材を育てます

研修名 内容 講師 実施形態

防火・防災訓練
消火器の扱い方、避難誘導、危機管理体制

とマニュアルの理解

館長、湖北地

域消防本部
年2回

救急救命講習会 心肺蘇生法や応急手当方法等の習得
湖 北 地域 消

防本部
期間1回

AED講習会 AEDの使用方法の理解
湖 北 地 域 消

防本部
期間2回

情報管理研修
個人情報保護、プライバシー保護、情報管

理の基礎

館長、外部講

師
期間1回
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3 利用促進等

指定管理者の募集の趣旨を十分に踏まえた上で下記の (1)～ (4)に ついて提示し

てください。

(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。

■利用促進に向けた取組み■

市民が気軽に足を運んでいただき、満足して帰つていただくスポーツ施設を目指します。

利用促進を進め施設利用者を増やし、スポーツ実施人□を増やすことは、指定管理者に課

せられた大きな使命であると考えています。

当事業国が計画します様′マな利用促進策を遂行し利用者を増やすことにより、長浜市が

策定している「長浜市スポーツ推進計画」にもある子どもの運動・スポーツ実施割合や成人

のスポーツ実施率の数値目標達成に寄与貢献していきます。

また施設の利用増からⅢ又入増に緊げ、利用者や事業参加者へ還元することによリサービ

ス向上にもつなげていきます。

地域のスポーンを活性化し、より多くの市民がスポーン・運動をする機会を増やすことで、スポ

ーン環境を提供する当施設の利用促進を図ります。

ア)地域スポーツ団体の活動活性化から利用促進につなげます

a.地域スポーツ団体、利用団体、NPOの 紹介

長浜市民体育館玄関モニターやコミュニティー掲示板にて、地域スポーツ団体や利用団体、

NPO等を紹介し、これらの団体やクラブヘの参加を促しています。地域スポーン団体や利用団

体、NPO等の参加人数が増えることで施設利用者は増加し、ひいてはスポーツ団体の活動活

性化や利用者にスポーツする機会を提供することにもつながります。

施設名 メンバー募集や活動紹介する団体

長浜市民体育館

な力Чままウォークらぶ

卓球サークル、バドミントンサークル、バレーボールサークル、
バスケットボールサークル、社交ダンスサークル等 多数

長浜球場
野球サークル多数長浜市軟式野球連盟、長浜市早朝野球連

盟、グランド・ゴルフサークル等

長浜市民庭球場 ジュニアソフトテニスクラブ、硬式テニスクラブチーム

長浜市武徳殿 長浜柔道協会、長浜合気道協会、長浜市剣道連盟、空手等

西中ナイター 野球サークル・グラウンドゴルフ団体多数

① 地域スポーツの活性化により市民のスポーツライフを充実させ利用促進につな
げます
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b.地域スポーツ団体の対戦相手募集掲示

野球、バレーボール、バスケントボ~ル等スポーツ競技で

は、試合をするのに必ず対戦相手が必要となります。現在の

コミュニティー掲示板をさらに発展させ、仲間募集だけでなく

対戦相手募集の掲示を行い、活動の促進を図ります。

c.ホームページでのリンク

当事業団のホームページから、地域スポーツ団体やNPO
へのリンクを設け、来館しなくても、地域スポーツ団体や NPOの情報が入手できるようにします。

d.スポーツリーゲーバンクによる指導者の紹介

当事業団が立ち上げたスポーツリーダーバンクにより、スポーンしたい人とスポーツ指導者を

コーディネートし地域スポーンの活性化につなげます。

e.仲間募集コーナーの新設

長浜市で新たなスポーンチームを立ち上げたい人やメンバー募集向けに、仲間募集コーナ

ーを作成し、既存の団体の組織強化や新たな地域スポーツ団体の創出につなげます。

■自主事業の展開について■

市民がやつてみたい、つづけたいと思う多種多様な自主事業を展開します。

市民がスポーツ・運動を始めるきつかけづくりとなる参加したい、やつてみたい、一度参

加したからもつとスポーツ・運動を続けたいという自主事業を幅広い年齢や対象に展開し

ていきます。写どもから高齢者まで幅広い年齢や対象に展開することで、生涯スポーツの充

実につながると考えています。

また、2024年 の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた選手育成や支援、

「する」スポーツ事業だけでなく、「みる」スポーツやスポーツを「支える」取り組みも積

極的に展開していきます。

現在、市民体育館で実施している自主事業は、いずれも受講生の満足度は高く、好評を得て

いる事業です。ただし、現状に甘んじることなく、今後も受講生アンケートから聴こえるあらゆる声

に耳を傾け、以下の観点から見直しを図り、更なる受講生満足度の向上に努めます。また実施教

室については、一般利用のない閑散時間帯や空きスペースを活用しており、利用促進の効果も

得ているところです。

【事業見直しの観点】

日レベルアップ教室や、回数を増やした教室も実施

日記録データを分析した教室の効果を測定し、プログラム改定にフィードバック

図新たなスポーツ用具等の導入 (ミニハードルやラダー、アジリティーリング等 )

日更なるPRの強化

① 現在実施中の教室事業『するスポーツ」の振り返りと継続実施を行います
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ア)現在実施中の自主事業

【文スポKIDS

体力向上事業】

スポーツ

・キッズ器械体操塾①②

・ジュニア器械体操塾

・ジュニアアスリートトレーニング

・ジュニアかけっこ塾①②
・長浜キッズ総合運動塾
・長浜ジュニア総合運動塾
・キッズチャレンジ運動塾
・ジュニアチャレンジ運動塾
・キッズ基礎体操塾①②

子ども

レクリエーション
・な力Чよまスポーツキッズフェスティバル

・ニュースポーツ交流大会

親子 レクリエーション おやこDEあそビクス教室

健康増進
・フィットネスフラダンス教室
・リンパストレッチ教室

競技 ・ナイター硬式テニス教室青年

スポーツ

・男性のためのボディートレーニング講習会
・女性のためのボディートレーニング講習会
・inbody体成分測定会

競技
,初心者卓球教室
・社交ダンス競技会

健康増進
バス&ウォーク秋
バス&ウォーク春

中高年

スポーツ トレーニング室利用講習会

健康増進

・ビューティーョガ昼教室
・ビューティーョガ夜教室
・ボディケアヨガ①教室
,ボディケアヨガ②教室
・スポットヨガ教室

全年齢

競技 ・初心者バドミントン教室

しようがい者 スペシャルオリンピックス日本・スポーツプログラム (バスヶット、卓球、フロアホッケ→

団体・中高年 なんЧよまウォークらぶ

ジャンル 内容対 象
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【子どもたちにジュニア運動塾】 【しょうがい者の方にフロアホッケー】

【中高年の方に社交ダンス会】 【高齢者の方にウォーキング】

新たな「するスポーツ」事業を展開することにより、今まで以上に市民にスポーツの楽しさや喜

びを感じていただきながら、長浜市の「スポーツ推進計画」にあるスポーツ実施率の向上に貢献

できると確信しています。私たちは、市民のニーズに応えながら以下の観,煮で自主事業の推進を

図つていきます。

こどものスポーツ機会の充実
ライフステージに応じたス

ポーツライフの充実
住民が主体的に参画する

スポーツ環境の充実
X X

う

移 L‐ :.

,７

い
オ
　
　
　
狩

② やつてみたい、つづけたいと思う新たな「するスポーツ」を展開していきます

こどものスポーツ

機会の充実

【こども達に】
KIDS体力向上事業

ジュニア器械体操塾チャレンジクラス

この教室では、跳び箱 5段 逆上がり成功等の目標を設

定し実施します。個々の能力には個人差があり、そのレベ

ルに応じるため新しく器械体操用具を購入しながら
'見

行教

室のステップアップしたレベルアップ教室も実施します
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こどものスポーツ

機会の充実

【こども達に】
KIDS体 力向上事業

ジュニアかけっこ塾  スピードアップクラス

運動会を目指
し、子どもたちの

かけつこ指導をし

ます。スタート足
の出し方、体重移

動の仕方、腕の振り方、目線や姿勢等の走る「コツ」を、小

学生高学年対象に上級トレーニング指導者が、短期間で

指導します。ほんの少しのコンをつかむだけで子どもたちの

走りは大きく変わつてきます。
また、教室の初回と最終日に50m走の記録測定をし(測

定は、ストップウォッチでなくアスリートを測定する赤外線測

定で本格的に実施)、 記録データは分析し教室の効果を測

定し、次期のプログラム構成にフィードバックしていきます。

【子ども達に】

子どもレクリエーション

事業

競技スポーツヘの導入として
ニュースポーツスポーツ体験教室

ニュースポーツの定義は、「だれもが、いくつからでも、
いつまでもできるスポーツ」「競うことよりも楽しむことを主とし

ています」とあり、運動嫌いの子どもたちには最適です。ま

ずは、きつかけづくりとして「身体を動かす楽しさを伝えるこ

と」と「成功体験」を目的とした体験事業です。

ライフステージに

応じたスポーツラ

イフの充実

【高齢者の方に】
ウォーキング推進事業

正しい歩き方講演会

ウォーキングを実践していても、身体に無理のかかる間違
つた歩き方をしていては、歩けば歩くほど「膝」「腰」「股関

節」等を傷める危険性があります。正しく歩くことでけがをせ

ず、いくつになっても歩き続けられます。このことは予防医

学の観点からもとても大切になってきます。
この講演会は、10km程度のウォーキングの休憩時間に

実施することで、参力日者はその後すぐに歩き、学んだことを

すぐ実践しその効果を高めます。

ノルディックウォーク体験会

ノルディンクウオ~クは、2本のポ

ールを使つて歩行運動を補助し、

運動効果をより増強するウォーク

キングです。上半身の筋力も使う

ことから、普通のウォーキングより

運動強度は高く、エネルギー消費

量は30～40%増と言われていま

す。通常のウォーキングだけで

は、物足りない方のレベルアップ

ウォークとして実施します。
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ライフステージに

応じたスポーツ

ライフの充実

【青少年・成人の方に】

ウエストシェイプ教室
ストレッチポールやピラティスボールを使用し体幹のコア

マンスルを鍛えていく教室です。 またこの教室では、体内

のリンパの流れを良くしていくトレーニングも行つていきま

す。リンパの循環が良くなると、体は軽くなり疲労回復にも

効果抜群といわれています。
コアマッスルを鍛え、無理なくウエストを糸Hめ、しなやかな

美身体をつくることができます。

成人体力測定会

運動の必要性を感じる瞬間「気づき」を感じていただくた

めの測定会です。今自分の身体がどのような状態にあるの

か、どの部分の筋肉が劣っていて、どのような筋量なのか、
またどれくらいの脂肪量なのか、そういつたことを客観的に

数値で知っていただくための測庁会で、まず知ることが渾

動、そして健康へつながつていく第1歩であると考え実施し

ます。

トレーニング室 筋トレ講座

スポーツジムトレーナーにトレーニング室へ来館いただ

き、市民体育館や家庭にある用具を使つてどのように美しく

筋肉をつけていくかを指導する講座です。こちらは、利用

者の声をから生まれた講座です。

【しょうがい者の方に】
しょうがい者スポーツ

支援事業

「スペシャルオリンピックス・スポーツプログラム」の発展

現在、自主事業スペシャルオリンピックス日本・スポーツプ

ログラム (サッカー、卓球、フロアホッケー)を実施して、しょ

うがい者が気軽にスポーンできる場を提供

しています。今後は、さらに発展させ、バス

ケットボール競技を増やし、さらに市民に

活動PRし、企業協賛もえながら、活動を

拡大させていきます。この事業は公益財

団法人として不可欠な事業として位置づ

けてVヽます。

器
gF“far

arJ"″FTa

Ⅳ監拒0,l

住民が主体的に

参画するスポー

ツ環境の充実

【すべての市民に】
スポーツ環境提供事業

ナイター施設開放事業

夏にサイター施設を開放し、ウォーキング、ランニング、キ

ヤンチボ~ル、サッカー等共有しながら自由に利用してい

ただきます。

ランニング&ウォーキングコース設定

長浜市民体育館発着の安全なランニングコースとクォー

キングコースを距離別にいくつか設定し、自販機の場所や

トイレの場所を明記した地図を作製し、希望者には市民体

育館の窓口にて配布します。
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③ パプリックビューイング「みるスポーツ」を行います

「する」スポーンに関心のない方も、一流大会の一流プレーを観戦すること「観る」ことにより長

浜市民のスポーンに関する関心を高めることができると考えております。また、2020年の東京オリ

ンピック・パラリンピック、2024年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーン大会に向けての機運

づくりにも貢献できると考えられます。スポーツ実践への導入、きつかけづくりも含めて、市民体育

館の玄関モニターを活用し、「みる」ことにより「スポーツ」に触れる機会提供していきます。

ア)大きな国際大会やオリンピックのパブリックビューイング

a.2020年 東京オリンピックロパラリンピック 2024年パリオリンピックEパラリンピック

2020年 7月 24日 ～8月 9日 1こ 1ま東京オリンピック、8月 25

日～9月 6日 にはノくラリンピックが開催されます。日本中がス

ポーツー色に染まる世界規模のビックイベントです。 地元

滋賀県からは、日本人初の9秒台をマークした陸上短距離の

桐生祥秀選手や水泳女子200m個人メドレーで日本新記録

保持者大橋悠依選手など、オリンピックでのメグルも期待され

るところです。

オリンピックはやはり世界一のスポーツ大会で、一流アスリ

ートの本気の戦いが観戦できる場です。長浜市民体育館とし

ても、日本人の活躍を長浜市民と共にパブリックビューイング 【平昌オリンピック 羽生結弦選手の演技】
で応援していきたいと考えています。

b.2022年 』ヒ京冬季オリンピックロパラリンピック

2022年 2月 4日 ～2月 20日 イこイま北京冬期オリンピック、3月 4口 ～3月 13日 イこイまパラリンピック

勘深綴籍難謬霧 o
人の活躍を長浜市民と共にパブリックビューイングで応援していきたいと

考えています。

c.2022年 サッカーワールドカップ カタール大会

今年、サッカー男子 日本代表は、ロシアワールドカップで、世界が目を見張る大躍進を果たし

ました。地元滋賀県からは、近江人幡市出身の乾貴士選手が日本代表として出場し、濠J的なゴ

ールやアシストを決めるなど大活躍があり、滋賀県民の私たちはとても誇りに感じました。長浜市

民体育館では、次大会は遠くカタールまで応援の声を届けていきたいと考えています。時差を考

えると録画での放映となりますが、施設開館時間内に子どもたちにも観戦してほしいと考えていま

す。

また、長浜市にはたくさんの外国人が居住されており、外国人の施設利用者も多いです。外国

の方は、サッカー好きの方が多いので、是非とも日本人と共に自国の試合も観戦して頂けたらとも

考えています。

イ)身近なスポーツ大会やスポーツイベントのパブリックビューイング

a.2024年 国民スポーツ大会日全国障害者スポーツ大会(滋賀県開催)
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b.高校野球の滋賀県予選や甲子国での地元高校の出場試合

ご存じのとおり2024年には、 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が、48年ぶりに滋

賀県で開催されます。開会式については、彦根市の総合運動場で実施され全国放送もされます。

地元でありながら、暑い時期ですし、なかなか会場では観戦できませんので、長浜市民体育館で

その様子を放映し、国スポ大会、全障大会を盛り上げる機運づくり1こも貢献します。

また、高校野球も今年の夏の秋田県金足フィーバーをみると、スポーンが夢や感動を共感する

大きな役割を担っていることを改めて感じさせられました。滋賀県勢高校球児の真剣で、熱い試

合も長浜市民体育館の玄関にある大画面テレビで1鼈時放映していきます。

私たちは、指定管理者制度において重要なことは、単に施設を管理運営し、その場所で待つ

て事業を実施するだけではなく、地域へ出向き、市民の方と近い位置でスポーツ振興を図ること

だと考えています。アウトリーチ活動は公益財団法人の公益という部分においても重要だと考えて

います。このことから次期指定管理期間では以下のような派遣事業を実施します。

ア)地元アスリー ト育成 高校部活動へ体成分測定派遣

Inbodyでは部位筋量が測定できます。部位筋量を知

ることにより、身体の筋量バランスがわかり、左右どちらの

どの部分の筋量がどれだけ弱いのかも数値でしっかり測

定できます。この測定により自分の弱点を知り、今後のト

レーニングにフィードバックさせ、より高い競技パフォーマ

ンスが発揮できると考えています。

今回地元の高校運動部へ出張で測定会を実施し、部

活動の筋カトレーニング等に役立てていただくため派遣

事業を実施します。私たちは、地元の高校生アスリートも

支援していきます。

イ)地域イベン トヘの運動指導派遣

地域の健康づくリイベント等に事業団ブースを構え、Inbody測 定会等を実施し、運動に取り組

むきつかけづくりの機会を提供します。また地域に出向き事業実施することで地域貢献も図ります。

私たちは公益法人であるため、収益を追求していません。皆さまからいただいた利用料や受講

料は、魅力的な施設運営に充当していきます。特に自主事業で得られた収益金は、利用者満足

度を向上させるため還元しサービス向上に役立てていきます。

購入予定品 ・教室用移動式ミラー  ・ヨガマット

・スポットクーラー ・業務用扇風機等

蜂鵡

⑤ 市民のスポーツ環境を「支える」事業を行います スポーツ環境整備事業
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⑥ 市民のスポーツ環境を「支える」事業を行います 指導者育成事業

ア)スポーツ指導者・保護者のためのAED&救 急救命講習会

イ)応急処置&テーピング講習会

スポーツや運動をするにあたつては、あらゆる事故や怪我が発生

する可能性があります。事故や怪我が起きないために予防対応して

いくことも大切ですが、事故〕睡我等が起きたときどう対応していくかも

重要だと考えます。あらゆる応急処置講習会を実施し、スポーン指導

者や保護者、スポーツ関係者に受講いただき、あらゆるスポーツシー

ンにおいて、スポーツ実践者の安ハ上ll'生を高めます

ア)ウォーキングコンシエルジユの設置

現在まですすめてきた「びわ湖長浜ツーデーマーチ」や 「ウォーキング推進事業」の

知識と経験、ノウハタを活かし長浜市民体育館で「ウォーキングコンシェルジュ」 (フ ォ

ーキングよろず相談所)と しての機能も果たします。

a.長浜市においてニーズの高いウォーキング

長浜市策定の「長浜市スポーツ推進計画」のアンケート結果をみると、参加したい運動種 目の

第1位は、「ウォーキング」でした。やはり、長浜市民にとつて歩くことは、「だれもが セヽつでも い

つまでも」気軽に楽しめるスポーンの代名詞となっており、市民にしつかり定着しています。そこ

ニーズをしっかり把握し、ウォーキングの実施環境の整備を行い「スポーン推進計画」にある成人

の運動実施率の数値 目標 (50%以上)の達成に貢献していきます。

b.ウォーキングの実施とサポート

当事業団では同計画の数値目標達成に寄与するため、また、ウォーキングによる健康寿命の

延伸と市民医療費の抑制に貢献するため、市民ウォーキング団体「ながはまウォークらぶ」を立

ち上げ、市民の更なるウォーキングヘの参加を推進してきました。また、ウォーキング推進事業と

して年 1回県内最大のウォークキングイベント「びわ湖長浜ツーデーマーチ」、毎月「ながはまウ

ォークらぶ」の月例ウォーク、年2回の「バス&ウォーク」の実施もしています。 職員は、今まで2

00回以上のフォーキングを実施しており、靴の選び方から、正しい歩き方、疲れない歩き方につ

いても十分に熱知しています。またコース設定に於いても安全なコースの取り方、トイレの場所、

観光スポット、雨宿り場所、危険箇所等、湖北ナ也域はほとんど把握してい ます。さらに、タォーキ

ングの大会についても、市外や県外を問わず、何月に何処でどのような大会が開催されるのか

ある程度把握しています。そのようなウォーキングに関するノウハウを、ウォーキング初心者や大

会企画者に提供します。

また今後は、観光客や地元自治会の体育事業等でウォーキングを企画され、スタッフ派遣を

希望される場合は、職員や関係スタッフをウォーキングリーダーとして派遣し、地域貢献していき

たいと考えています。

⑦ 市民ウォーカー、市民ランナー、市民アスリートをサポートします
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イ)湖北ウォーキングガイドの作成

当事業団では、ウォークらぶを立ち 卜げた経緯からウォーキングコース地図が200コ ース程スト

ックされています。この地図には、コースはもとより危険箇所やトイレ箇所、観光ポイントや消費カ

ロジーまで掲載しています。これを湖北のフォーキングマップとしてガイドブックを作成し、観光や

健康増進のあらゆる側面から様々な団体に活用いただきます。長年ウォーキングを推奨してきた

当事業国のノウハウを活かします。

ウ)ランニングガイドの作成 ランニングステーションとしての長浜市民体育館“長浜市民庭球場

現在は空前のランニングブームで県内のどのマラノン大会も軒並み参加者数を増やしていま

す。そのようなニーズを踏まえ、長浜市民体育館や豊公園内にある長浜市 ,

曇矮常算極伝銃藉iπ魂黙姦筆競謎 孵ド珂)¬耐酬郡甥約ッ,
世●ぃい0確 n―tRe 01llJ● い。

“
を発行します。 作成するガイドブックには「シューズの選び方」「アップ& |
クールダウンの仕方」「疲れない走り方」「給水の仕方」などを掲載しランニ

ング初心者でも安心して走ることができるよう作成します。また、長浜市民

体育館と長浜市民庭球場クラブハウスには更衣室や温水シャワー、リター

ン式のコインロッカーもあり、仕事帰りの利用にも非常に便利です。トレー

ニング室利用との相乗効果も見込め、市民の健康増進に大きく貢献できま

す。
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③ 物品販売およびレンタル事業

利用者の方にいつでも気軽に、またll夫適にスポーンを楽 しんでいただくように以下の

レンタル事業、物品販売事業を実施 します。

a` レンタル事業 ・バスケットボール

・バ レーボール

・ソフ トボール

・卓球ラケット
・ノミドミントンラケット

・テニスラケット (庭球場 )

b.物品販売事業 ・ピン球
・シャ トル

・テニスボール (庭球場 )

・テーピング

・かちわり氷 (熱中症予防)

【レンタル物品】

・自動販売機の設置による飲料販売

指定管理者として施設利用者数を増やし、スポーツ実施率を向上させ長浜市のスポーツ

振興に寄与貢献することは私たちの責務であると理解しています。

予防医学の観点からも運動の必要性、健康志向ブームはしばらく続くと考えられ、運

動の必要性の啓発、多種多様なニーズの把握により着実に利用件数と利用者数を増加 さ

せます。

【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

31年度 136, 300人

平成 27年に長浜市が発表した「長浜市の

人ロビジョン」によると、長浜市の総人口は今

後も減少傾向が続 くことが伺えます。また 6

5歳以上の人口割合は、逆に増加傾向にあり

ます。そのような長浜市の人口動向も踏まえ

ながら、上記の利用促進案や自主事業を含め

たあらゆるスポーツ振興事業を展開し、スポ

ーツ実施率の向上 とともに着実な利用者の増

力日を目指 します。

32年度 137, 100人

33年度 137, 900人

34年度 138, 700人

35年度 139, 500人

36年度 141, 900人

37年度 141, 100人

③ 利用者数の達成目標を定め直実に増加させていきます
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(2)地域 い関係機関ロ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。

市民やスポーツ関係団体と共に地域スポーツの活性化を理ります

長浜市には、あらゆる地域や年代、スポーツレベルのスポーツを推進する団体があります。

私たちは、それらの団体と様ノマな連携を図ります。それらの市内のスポーツ関係団体と連携

や協働することにより、長浜市が掲げる「長浜市スポーツ推進計画」内にある展開方策に寄

与貢献した事業展開が可能になります。スポーツ協会、総合型、事業団、長浜市がそれぞれ

単独で事業を行うのでなく、お互い事業協働することにより事業負担はなるべく軽減、省カ

化し、スポーツ振興事業の効果や振興推進力は、より大きなものにしていきます

また、2024年には 2回目の滋賀県での国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が

開催されます。前回の昭和 56年びわこの国体を経験している当事業団は、当大会が行政や

一部の開催種目競技団体だけの力だけでは、大会の成功やレガシーを残すことが難しいこ

とも理解しているつもりです。国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催のためには、

各種団体や関係機関、大学や学校、市民全員のマンパワーを集結する隊要があると考えます。

そのためにも地域の各種スポーツ団体や関係機関、長浜市や学校等との連携や協働は不可

欠であると考えます。

ア)私たちが取り組んできたあらゆる連携によリスポーツを活

性化させます

当事業団は、定款において、「文化施設、スポーツ施設並

びにその他の施設の設置及び管理運営と文化及びスポーツ

の事業を行い、地域住民の文化及びスポーツの振興発展と豊

かな人間性の涵養に寄与する」と定めています。

私たちは、定款の定めどおり右図のようにスポーンコンシェ

ルジュ機能を持つ長浜市のスポーツ拠′点として、あらゆる団体

や市民の方々と連携・本目互理解・情報交換・貢献・協働事業・

交流等を行い、友好的な関係を構築してきました。そしてこれ

からも、指定管理者としてさらにその関係を発展させていきた

いと考えています。

東京オリンピック・パラリンピックや国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会に向けて、更なる連携により長浜市の地

域スポーツを必ず活性化。発展させていきます。

【私たちが取組んできたあらゆる連携】

イ)長浜スポーツリーダーバンクの発展

スポーンリーダーバンクとは、市民のスポーツやレクリエーション活動を応援するため、様々な

分野・種 目等のスポーン指導者を登録いただき、要望のある市民に紹介する私たちが立ち上げ

た制度です。

今後はさらに発展させ、元教員や公認コーチなどでスポーツ指導者の経験が豊富な方をスポ

① 市民やスポーツ関係団体と共に地域スポーツの活性化を図ります

利用団体

千匿l人荼ll用

総合型

スポ

事諜団

4科 ■:IHJ解

情報女換た寧携

貢 献交 流

協 勘事業
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―ツ指導者として登録していただくのに加え、長浜市スポーン少年団とも連携し、子ども達を指導

するジュニアリーダーバンクも実施します。市民からの指導者派遣要請に対して、登録した指導

者のコーディネートを行うことによつて市民スポーツの振興を図ります。派遣先は自治会 (地域ス

ポーツ団体 )、 青少年健全育成団体、女性団体、校区PTA、 こども会、老人会、学校、職場 を対

象にしており、地域のスポーツ活動の活性化と地域のスポーツ競技力の向上にもつながります。

【事業団で取り組む長浜スポーツリーダーバンクの考え方】

スポーツ指導者Xスポーツしたい人

登録

事業団
スポーツリーダーバンク

指導者基本情報

指導者への情報提供

求人

指導者求人ボックス

ウ)地域スポーツ団体、スポーツ大学との連携と協働

a.びわこ成際スポーツ大学、スポーツ少年団との連携事業

「ながはまスポーツキッズフェスティバル」

びわこ成際スポーツ大学では、滋賀県の子ども達のスポーツヘ

の意欲喚起と体力向上を目的とした「ながはまスポーツキッズフェ

スティバル」を県内各地で実施されています。当事業団でも同目

的で「文スポKIDS体力向上事業」を展開しており、相乗効果を狙

い連携して事業を実施します。

運動が楽しいと感じ、子どもたち自らがスポーツに親しむ習慣を

身につけるため、競技スポーツの導入段階の取り組みとして、今

後もこのような連携を強化していきます。

技術向上したい

試合したい

日常の
スポーツ活動

スポーツ行事
イベントの指導

学校体育的
行事の指導

【な力Чよまスポーツキッズフェスティバル】

:

●す

指
導
を
希
望
さ
れ
る
団
体
・個
人

供情報提

供情報提

元
教
員
や
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者

b.長浜市スポーツ推進委員会との連携事業

長浜市では、スポーン基本計画に基づき地域のスポーンコーデ

ィネーターとしてスポーツ推進委員が市内各地域で活躍されてい

ます。私たちは、スポーン推進委員会の各種事業とも連携して、

市民の生涯スポーツ推進に取り組んでいきます。

【スポーツ推進委員会の

体力測定会時の事業団ブース】
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ウ)総合型地域スポーツクラブとの連携と協働

長浜市にある総合型地域スポーツクラブと様々な事業協力します。地域のスポーツクラブと事

業展開することにより、長摂市の施策「長浜市スポーツ推進計画」に寄与貢献した事業展開を可

能になります。総合型、事業団、長浜市がそれぞれ単独で事業を行うのでなく、お互い事業連携

することにより事業負担はなるべく軽減し省力化し、スポーツ振興事業の効果は、より大きなもの

にすることができます。

長浜市の数ある総合型地域スポーツクラブの中で、特に連携を深めているのが「長浜地区スポ

ーツコミュニティクラブ」です。当事業団の職員が、総合型スポーツクラブの「アシスタントマネージ

ャー」の資格も取得しましたので、事業運営や事業展開、組織強化に向けてあらゆる協力と支援

をしていきたいと考えています。「総合型地域スポーツクラブ」「長浜市」「事業団」が連携して長浜

市のスポーツ振興を図つていきたいと考えています。

【総合型地域スポーツクラブとの具体的な連携や支援 例】

団体 具体的な連携や相互協力内容

長浜地区スポーツコミュニティクラブ

・職員のアド′Yザーとしての派遣
・体カテスト測定時に講師派遣
=lnbody体成分測定会の派遣
・各種スポーツイベントヘボランティア協力

特に、文都科学省の総合型地域スポーツクラブに関する有識者会議審議のまとめでは、今後

の総合型スポーツクラブ振興の在り方について「7つの提言」が提示されています。この課題のう

ちから、関連主体が実施すべき事項として以下の点があげられています。当事業団としましては、

関係する以下の5つの提言に対して寄与貢献する取り組みを進めます∩

【第1の提言】魅力ある地域スポーツ空間の整備
γ 長操市体育館等の施設を積極的に活動の舞台として利用していただくことが可能です。

【第2の提言】質の高い指導者・クラブマネージャーの確保
γ 長浜スポーツリーダーバンクの取組みと連動して、指導者等の派遣を行うことが可能です。

【第3の提言】1情報発信の強化
γ 同じ地域でスポーンに取り組む団体として、HPのリンクをはじめ、事業団の情報発信との連

携をさまざまに図つていきます。

【第4の提言】支援体制の強化
γ 事業団の「アシスタントマネージャー」が、クラブの運営ノウハウを含め、様々な形態で、実

施可能な支援を行います。

【第5の提言】関係機関・団体等の有機的な連携
γ 地域に根差す事業団として、様々なネットワークを有しております。そのようなネットワークを

活用して、連携の核となることを目指します。
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工)長浜市や市内小中学校との連携 B協働

指定管理者として、当然長浜市との連携を図る必要があることは十分理解しています。私たち

は、その連携をさらに発展させ、施設管理の原課であるスポーツ振興課だけにとどまらず、市民の

健康を担う健康推進課、観光を担う観光振興課、公園管理を担う都市計画課、子ども達の教育を

担う長浜市教育委員会や各小中学校とも連携を図ります。そして、さらにこのような連携を強化す

ることにより、市の施策にも大きく貢献できると考えています。

【長浜市との具体的な連携や相互協力の具体例】

各課名 具体的な連携や協力内容

健康推進課
な力Чまま健康ウォーク&びわ湖長浜ツーデーマーチ&な力Чままウォー

クらぶ月例ウォークのPR連携 健康なんЧよま21に対する取り組み

観光振興課 スポーツツーリズムの観点からウォーキングイベント時にPR協力

都市計画課 市民庭球場や長浜球場の管理運営や開発に関する連携

長浜市教育委員会

市内小中学校

市内保育園

文スポKIDS体力向上事業のPR協力

びわ湖長浜ツーデーマーチヘの子ども参加に関する協力

長浜市民体育館での運動会開催に対する協力

オ)その他 地域スポーツ団体の連携日協働実績

当事業団が長年施設管理運営や各種スポーン振興事業を実施するにあたり、相互協力や連

携や協働を図つてきた団体が多数あります。その団体は、スポーン団体にとどまらず、教育や福

祉、民間企業やNPO法人まで多岐にわたります。私たちは、決して自分たちだけでなく、地域の

団体と共に長浜市のスポーツ推進の一翼を担ってきたと考えています。ここでは、ほんの一部で

すが具体的な連携・協働の実績を挙げています。

【事業実施等により連携口協働 B協力関係にある団体例】

区分 名称 関係内容 所在地

教育関係機関

長浜市教育委員会 事業へのPR協力・後援 長浜市

長浜地区のまちづくリセンター 土曜学び座協働実施 長浜市

長浜市内小学校 KIDS体力向上事業での協力 長浜市

長浜市内中学校 就労体験受け入れ 長浜市

びわこ成際スポーツ大学
ジュニアスリート事業を協働

インターンの受入れ
大津市

長浜′▼ オ大学 イベントボランティアでの参加 長浜市

滋賀文教短期大学 イベントボランティアでの参力日 長浜市
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区分 名称 日電係内容 所在地

福祉関係機関

湖北地域しょうがい者支援セ

ンター
しようがい者スポーツ事業を協働 長浜市

長浜みなみ共同作業所 しようがい者のリサイクル事業支援 長浜市

スペシャルオリンピックス日本・

滋賀設立準備委員会
しようがい者スポーツ事業を協働 大津市

競技団体

スポーツクラブ

長浜市卓球協会 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜市バドミントン協会 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜ソフトテニス連盟 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜テニス協会 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜柔道協会
職員と共に年末協会がボランティアで

施設清掃
長浜市

長浜市剣道連盟
職員と共に年末連盟がボランティアで

施設清掃
長浜市

総合型地域スポーツクラブ
スポーツクラブの事業支援

※前記参照
長浜市

長浜市スポーツ協会 事務局機能受け入れ 長浜市

長浜市スポーツ少年団 事務局機能受け入れ 長浜市

滋賀県ウオーキング協会 ウォーキング事業において協働 野洲市

市民団体

NPO法人

な力Чよまウォークらぶ ウォーキング事業において連携 長浜市

社交ダンスサークル 社交ダンス大会開催支援 長浜市

観光ボランタリーガイド協会 ウォーキング事業での協力 長浜市

市内ボランティア団体数団体
ウォーキング大会運営時のエイドステ

ーション運営

長浜市

米原市
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区分 名称 関係内容 所在地

企業等

タウン誌「ばでじやこ倶楽部」 一部事業でPR連携 長浜市

長浜信用金庫 イベントボランティアでの参力日 長浜市

NHK大津放送局
NHK関連事業協力

一流選手をコーチで招聘
大津市

観光関係機関

長浜市観光協会 花火大会にて施設提供協力 長浜市

黒壁スクエア
「スポーツツーリズム」

観光ウォーキング事業で連携
長浜市

奥びわ湖観光協会
「スポーツツーリズム」

観光ウォーキング事業で連携
長浜市

地域互助会

機関

滋賀県市町村職員共済組合 施設利用割引制度で連携 長浜市

湖北地域勤労者互助会 事業参加費割引で支援・PR連携 長浜市

② 地域ボランティアを活性化させ「支えるスポーツ」の仕組みづくりを構築します

ア)イベントボランティア募集と活躍の場の提供

当事業団が実施するスポーツイベン トでは、必ず一般ボラン>ィ アの募集を行い、毎

回多くの市民の方々にお手伝いいただいてお ります。「するスポーツ」は、参加が難しく

ても自分が担える業務でスポーンに関わり、社会や地域に貢献したい 「支えるスポー

ツ」を実践したいと考えておられる市民の方々

は大勢潜在 します。当事業団では、多岐にわた

るスポーツ事業やイベン トを展開しているた

め、あらゆるスポーツシーンにおいて、学生や

女性、高齢者の方まで多くの市民が自分の得意

分野で活躍できる環境を提供していきます。

イ)インターンシップ実習生や就労体験の受入れ

現在長浜市民体育館では、スポーツ大学生の
【スポーツイベント時のゴールボランテイア】

インターンシップ実習生と中学生の就労体験の受入れを行っています。どちらの受入れ

も業務を繁忙にする可能性も高いのですが、県外の大学生や地元中学生を受入れること

は、長浜市の魅力や私たちの仕事を広く学生に発信することに繁がり、長浜市への就職

や定住にも貢献できると考えています。今後も、公益財団法人としての社会貢献の一環

として継続して受入れていきます。

r'士
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(3)地域のスポーツ振興に資する取 り組みついて提示 してください。(国民スポーツ大

会開催に向けて)

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて、市民やスポーツ関係団体と共に地

ロスポーツの活性化を図ります

2024年には 2回目の滋貨県での国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催さ

れます。前回の昭和 56年びわこの国体を経験している当事業国は、当大会が行政や一音8の

開催種目競技団体だけの力だけでは、大会の成功やレガシーを生み出すことが難しいこと

も理解しているつもりです。国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催のためには、

各種団体や関係機関、大学や学校、市民全員のマンパワーを集結する町要があると考えます。

そのためにも地域の各種スポーツ団体や関係機関、長浜市や学校等との連携や協l壼〕は不可

欠であり、私たちは長浜市や市民の方プマともに大会の成功に貢献いたします。

【私たちが考える

地域のスポーツ振興に資する

国民スポーツ大会に向けた取り組み】

選手・観覧者等に向けて

大会後 STEP③
大会からレガンーを磯す取り組み

将来の長滉市の子ども達に

0

長浜市民に向けて

大会中 STEP21
~ 

大会を重り上げる取り組み

安全・快蘊なプレー環境を提供できる取り組み

大会前 STEP,

選手強化や指導者育成への取り組み

市民の機題を高める取り組み

ア)「支えるスポーツ」次世代を担うアスリー トキッズの育成サポー ト事業の展開

私たちは、幼少年期の子ども達の脳や体の発達理論に基づいた「文スポIDS体力向上事業」

を6年前から立ち上げ、まずは運動好きの子ども達を増やす事業を展開してきました。 今後はさ

らに当事業を糸匹続発展させ、積極的に運動に取り組む子ども達を増

やしつつ、更にステップアップして、2o24年の国民スポーツ大会・全

国障害者スポーン大会に向けて、びわこ成際スポーツ大学と連携し

ジュニアアスリート育成プログラム「長浜ジュニアアスリートトレーニン

グ」を展開し、ジュニア期の選手強化・育成の支援もしていきます。ま

た、育成のサポートとして大学が監修する様々な育成プログラムを取

りまとめ「長浜版ジュニアアスリートプログラム」を作成、市内各団体に

トレーニング用具の貸出しとともにプログラムの普及にも努めます。  【ジュニアアスリートトレーニング】

① 大会に向けて選手強化や指導者育成に関する事業に取り組みます (大会前)
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イ)スポーツで子ども達に夢と感動を !

ながはまスポーツ夢プロジェクト事業の実施

将来の長浜市を担う子どもたちが一流の選手の指導を受けることによ

り、子どもたちに夢と希望を与える事業です。一流選手の所属先や大会実

施場所は、どうしても中央や大都市に偏つており、地方都市では一流のス

ポーツに触れられる機会はほとんどないのが現状です。そのような現状の

なか、オリンピンクメダリストから、夢に向かってチャレンジすることの楽し

さ、スポーツに取り組む姿勢やスポーンに大切な心技体を直接指導いた

だくことは、子どもたちにとつて貴重な思い出と経験となり、それが糧となり長浜市のスポーンレベ

ルは必ず向上していくと考えてきます。これからも長浜市とともに「ながはまスポーツ夢プロジェクト」

を実施していきます。

【招鴨した講師実績】

ウ)ジュニア指導者育成講演会の実施

「運動中に水は飲むな !」「ウサギ眺びでグラウンド1周 !」 このような指導は、今となっては、ど

ちらも大きな事故や怪我につながる間違った指導方法だと誰もが気づくと思います。しかしこれら

は、ひと昔前、何の根拠どもなく当たり前に子どもに指導されていました。

元メジャーリーガーの桑 田真 澄 氏 が、野 球 の捕 球 について「両手で取る」「正面で取

る」「体で止めなさい」「三角形の頂点で止めなさい」これらすべて間違いです。体の正面は体の

向きを変えれば、正面はいくらでもあります。横を向いても体の正面で取ればいいのです。グロー

ブが発達している今は両手で取る必要はありません。むしろアウトをとる事を考えれば、片手でと

つてすぐ投げられる体制にした方が良い場合もあります。リズムでボールをとる事が大切です。と

いう話をされていました。

指導方法やその内容、常識やスタンダードというものは時

代と共に常に変化しています。そういったものに指導者が

いかに敏感に反応し、考え方も変化させていくことが必要

だと考えています。子どもの発育・発達に応じた適切な指

導をしていくことが子どもたちの将来にも繋がっていきま

す。2024年に開催される国民スポーツ大会・全国障害者

スポーン大会に向けてジュニア選手等を育成する指導者

やスポーン関係者、保護者を対象に指導者育成講習会を

長浜市内の各種団体とともに実施します。

種 目 所属 内容

柔道
リオオリンピック金メダリスト

大野将平選手

心技体の講話と技等の実枝指導

キッズによる柔道チャレンジ

バレーボール
Vプレミアリーグ

東レアローズ選手

バレーボールの基本技術指導

質問コーナー

陸上
北京オリンピック減メダリスト

朝原宣治選手

走運動全般に必要な体の動きの指導

自身の陸上人生の講話・質問コーナー
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② 大会に向けて市民や関係団体の機運を高める事業に取り組みます (大会前)

ア)国民スポーツ大会に向けて長浜市開催の競技スポーツ体験会等イベン トの実施

長浜市で開催される国民スポーツ大会種目として「柔道」「ソフトテニス」「相撲」競技が確定して

います。スポーツ関係者にとつては、どれもなじみ深い種目ですが、普段スポーンに馴染みのな

い市民や幼少年期の子ども達には、生で見たこともしたこともない競技の可含91生があります。私た

ちは、スポーツ初心者の方向けに長浜市開催の種目の体験や観戦ポイント解説、ルール説明等

の体験会を、関係団体とともに実施し大会に向けて市民の機運を高める取り組みを行います。

イ)全国障害者スポーツ大会に向けて障がい者スポーツの発信

障がい者スポーンというのは、スポーツ関係者でも一見

理解していそうで詳しくは知らないものです。私たちは、市

民に「どのような種目があるのか。」また「どのようなルール

なのか。」を研究とィ、取りまとめ、関係団体とともに広く市民

に広報。発信し、大会に向けて市民の機運を高める取り組

みを行います。

長浜市には、全国障害者スポーツ大会正式種目のフラ

イングディスク アキュラシーにおいて県一位の選手やシッ

ティングバレーの日本代表選手等もおられます。そういっ

た地元の一流選手や、長浜市身体障害者福祉協会体育 【フライングデイスク アキュラシー】

部とも連携し、市民に障がい者スポーンを広く発信していきます。

ウ)のばりや横断幕、各種事業時のチラシ配布等による機運づくり

当事業団では、多くの施設を管理運営し、また文化事業からスポーツ事業まで多岐にわたる事

業を展開しています。施設利用者や事業参加者等、多くの市民の方々と接するツールや機会も

有しています。そのようなツールや機会を好機とらえ、各種イベントや事業実施等に、大会のばり

や横断幕の掲示、大会開催チラシの配布等を行い、大会に向けての機運づくりを支援します。

ア)施設管理者として、快適なプレー環境の提供を約束します

国民スポーツ大会は、国内でも最上位クラスのスポー

ン大会だと認識しています。私たちは、施設管理者として

全国から参力日されるプレーヤーに、持っている実力を遺

憾なく発揮していただき、少しでも良いプレーを見せてい

ただきたいと願つています。そのためにも常日ごろから施

設メンテナンスを怠りませんじ

また大会前には、利用者にご理解をいただきながら施

設利用を停止し、周辺施設や設備の集中補修工事も実

施していきます。

③ 大会を盛り上げる事業に取り組みます (大会中)
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イ)施設管理者として、市民庭球場でおもてなしを伝えます

国民スポーツ大会は、全国から長浜市に濃手や観戦者等をお迎えします。大会実施中は、市

民庭球場の人員配置を手厚くし、安全・安心・快適なスポーツプレイ環境の提供、快適な観戦環

境を提供します。また、施設管理者としてホスピタリティー・おもてなしの心が伝わるような取り組み

も実施します。

※ 詳しくは44頁 (3)② で提案しています。

ア)長浜市開催種ロスポーツ競技団体の継続支援

国民スポーツ大会・全国障害者スポーン大会を一過性のお祭りで終わらせてはいけません。大

会後も市民が引き続き「する」「みる」「支える」スポーンに取り組めるよう、競技団体を継続支援し

ていくことも私たちの役割です。特に開催種目の「柔道」「ソフトテニス」「相撲」に関しては、大会

後も国民スポーツ大会開催記念大会を立ち上げるなどして、レガシーを残していく必要がありま

す。大会後も継続して各競技団体に人的支援等を行つていきます。

イ)長浜市民庭球場クラブハウスに記念パネルの常設展示と記念植樹

前回の滋賀国体会から30年以上経過した現在でも、スポーツ関係者から当時

の様子を事細かく、思い出話として聴く機会があります。当大会は、それほど関係

者の記憶に深く刻みこまれるもで、長浜市にとつても特別な大会です。しかし昭和

56年の滋賀国体を経験した当事業団が感じることとして、日伝えの人々の記憶だ

けでなく、後世までしっかり記録で残し、将来の長浜市のスポーツの担い手たちに

この大会を引き継いでいく必要があると考えています。

具体的な取組みとして、市民庭球場のクラブハウス2階会議室に大会の記録

写真パネルを常設展示し、クラブハウス周辺に記念植樹を行うことを提案します。

【記念植樹イメージ】

(4)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。

利用者への事業広報や施設広報は、大きな意味を持ちます。知るということが行動への大きな

きっかけとなり、利用促進につながるからです。あらゆる人たちに当施設の魅力を発信していき、

利用促進を図ります。

ア)施設利用者から一般の人たちへの幅広い広報

施設利用者に対しての「玄関モニター掲示板」「コミュニティー掲示板」による掲示広報から一

般の方へ「広報ながはま」や「ホームページ」を使った広報まで近隣地域から幅広い地域まで情

報発信を行っています。しかし当施設は、長浜市域で言うとすべて南部の端に位置しており、10

年以上が経過していますが、まだまだ市域北部の方には911染みの浅い施設もあります。今後は、

特に市域北部にも広報活動や事業展開のウエイトをおき、広報の対象者を広げ更なる利用促進

を図ります。

④ 大会からレガシーを残す事業を取り組みます (大会後)

① 事業や施設利用の幅広い広報から利用促進につなげます
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また、私たちは下記のようなIT技術 (SNS)や広報ツールに頼るばかりでなく、「人に何かを伝

えるのに重要なのは、やはり人である」と考えています。職員自らが管理施設から地域に飛び出

し、現場で市民と共に汗をかく広告塔として地域団体との連携し「地元主義」と「色ce to ttce」 での

施設や事業の広報を行っていきます。

【具体的な広報活動案】

対象者 容内

上記以外の一般の人

・数力月先までのイベント、教室案内を一覧できるように掲示スペ

ースを確保します。利用者が一日で、1か月間の行事予定を知

ることができるようになり、次回利用への誘因となっています。

・過去利用者にDMを発送しています。

・体育館のコミュニティー掲示板を最大限活用し、体育館の今と今

後の情報だけにとどまらず、当事業国が文化とスポーツの両方

に特化していることを活かし「長浜の文化施設」「浅井スポーツ

施設」などの他のあらゆるI晴報も同時に発信しています。

自治会の回覧板でイベントや教室案内を行い、地域住民への周

知に努めています。また、教育委員会と連携し市内幼保育園・

小・中学校でチラシを配布し、積極的な情報発信を行います。

広報ながはまの事業団PRページ「文スポちゃんねる」にて記事

掲載

市内公共施設や事業国管理施設にてイベントポスター掲示

地域事業(南郷里スポーツ少年団夏まつり等)や地域スポーツイ

ベント(余呉湖健康マラソン等 )に積極的に職員が出向き、協力

体制を組むことにより、現場で汗をかく広告塔となり施設・事業

広報を図ります。

・事業団ホームページにて、イベント開催を広報しています。

・タウン誌 (ばてじやこ倶楽部 )、 新聞へ情報提供し、積極的にパブ

リシティを活用して、多くの人たちに当施設の行事を知ってもらい

ます。
iプログやFacobookを利用した情報発信を行います。
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■長浜市民体育館施設案内
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す。長浜市民体育館、浅井地区スポーツ施設、神照運動公園が連携し、合宿利用者にダイレク

トメールや旅行会社を通じた営業活動を行うことにより大規模合宿を誘致します。

また、長浜市民体育館と浅井体育館、長浜市民庭球場と浅井B&Gテニスコート等の同様施

設の利用調整を組織内で図り、両施設を利用し、より大きな練習会場が必要な合宿希望者の要

望に応じたサービス向上にもつなげます。

b.文化とスポーツの融合による利用促進

当事業団は、長浜市内のスポーン施設だけでなく、長浜文化芸術会館や長浜サンパレス等

の文化施設も管理しています。文化事業やイベント時にスポーツ事業のPRを行うことにより利用

者や自主事業参加者の新規開拓を図ります。その場合でも、競技スポーン等専門性の高い事

業をPRするのでなく「健康維持」「予防医学」をキーワードイこした運動初心者向けの事業をPR

するなど広報の内容を精査しながら効率的かつ効果的に広報活動を行います。

現行の長浜市体育館等の施設の利用手続きについては、市民に定着したものとなっておりま

す。利用者には中高年齢者や団体などのリピートも多く、ITを活用して利用促進は不可欠なもの

であるものの、急な変化はかえつて利用者の困惑を招きかねません。

そこで、本指定管理期間中には、空き情報などをホームページに掲載するなど、段階的なステ

ップを踏んで、対応を進めていきたいと考えています。

【長浜市民体育館の空き情報発信の段階的な取り組み】

STEPl 現在の施設利用者に

∀
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イ也施設不ll用者にSTEP2

STEP3
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lヶ 月先まで

コミュニティー掲示板で掲示
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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。

市民ニーズを把握し、市民の声を活かした市民主役の施設づくりを実現します。

サービスの質を向上させるためには、ます利用者ニーズをしつかり把握し、その利用者二

―ズに応えていくことが不可欠であると考えています。そしてサービス水準を向上させる

ことは、施設の利用促進にも隊すつながります。

利用者ニーズの把握のためには、利用者の声をあらゆる形で収集する町要があり、日常の

コミュニケーションによる声控卜けから始まり、年2回のアンケートによる利用者満足度調

査、外部評価委員会であるスポーツ振興会議による専門的見地からの意見等、さまざまな手

法を用しヽて、利用者の声や改善の声を集めます。そしてその声を施設の管理運自の改善に活

かし、サービス向上に努め、市民主役の施設づくりを実現していきます。

長浜市民体育館では毎年、年2回の利用者アンケートを実施しています。平成29年のアンケ

ートでは約90%以上の方から「満足した」と評価いただいています。

良い評価をいただくことは指定管理者として大変喜ばしいことですが、むしろ満足できなかった

点、不満足だつた部分に注目して、業務改善につなげていくことが大切です。

アンケートは今後も継続し、経時的データとして改善された,点 、問題となる点を明らかにして、

業務遂行の評価をします。また主要な自主事業についても受講生に満足度調査を実施しサービ

ス水準の検証を行います。

① 利用者アンケートの継続によリニーズを把握し改善につなIザます

② その他さまざまな手法から利用者の声を把握し改善につなげます

日常の活動から

普段からの声掛け
職員が普段の業務において、利用者の戸惑つているしぐさや表情から、利用者
に積極的に声掛けをして、隠れているニーズを表出化することに努めています。

地域 ,各種団体か

らの意見収集

地域自治会、や地域NPO、 スポーツ団体の代表者から、施設の運営について
意見をいただきます。

他の管理施設か

らの情報収集

各施設からの利用者の声を共有し、他の施設で利用者から感謝の声をいただい
た具体的施策を自らが管理している施設にも展開するようにfいかげています。

ご意見箱の設置
受付カウンター近くにご意見箱を設置し、利用者の声の収集を行つています。ご

意見は、具体的に記述されていることが多く施設の運営改善に役立てています。

各種メディアから

の情報収集

・書籍・雑誌・新聞・研究調査・インターネット等を通じて、社会一般のニーズをモ
ニタリングします。
・ネットの検索サイトを活用して、当施設の記述をチェックし、利用者の声を収集
します。
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アンケートや利用者満足度調査

教室・イベント
スポーツ教室開催時やイベント時には必ず、アンケートを実施し、受講者の満足
度や内容への要望等を調査しています。

利用者満足度調

査

利用者満足度調査を年2回実施していきます。外部からも客観的な視点での評
価をしていただきます。

統計を用いたモニタリング

統計分析
施設ごとに利用者の推移の統計を取つています。統計数字の推移を分析し、増
減の原因を推測し、利用者のニーズの把握に努めています。

③ 施設を利用していない未利用者のユーズの把握から改善につなげます

施設の利用促進のためには、今の利用者だけでなく、潜在利用者の発掘も必要と考えていま

す。施設を利用していない未利用者が、利用していない理由、原因を分析して、解決を図ること

で、利用促進につながると考えます。長浜市民のこのようなニーズを、長浜市の「スポーツ推進計

画」や「健康ながはま21」 の改訂に伴い実施している「市民アンケート」等から把握し、今後のサー

ビス向上や利用促進計画に反映させていきます。

当事業団では、事業団の施設管理運営や事業内容について、専門的な立場から評価ならび

に検討を行い、事業改善を行うための助言を行う外部評価委員会としてスポーツ振興会議を毎

年開催しています。会議のメンバーは、スポーン指導者や保健医療に携わるドクター、大学准教

授や施設利用者代表等から構成されており、専門的な立場からの様々な改善意見や助言をいた

だいております。私たちは、現状に甘んじることなく常に改善を続けていきます。

(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)苦情対応の考え方

苦情を受けることは、施設管理運営者にとつては好ましいことではありませんが、さまざまな価

値観を持った利用者が利用する公共施設では、苦情をゼロにすることは難しいと考えます。大切

なのは、苦情にどのように対応するかであり、苦情提供者に気持ちよく、納得していただき、また、

施設を利用していただくことだと考えます。

イ)苦情への基本的姿勢

a.苦情は施設運営改善の意見「業務改善の宝」をいただいているという対応

指定管理者の私たちが気付かないことを指摘し「ありがたい意見」を、いただいているという姿

勢を持って対応します。

外部評価委員会の専門的な見地からの助言により改善につなげます

① 苦情に対して迅速で誠なある対応を心がけます
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b.ス ピー ド感をもつた迅速な対応

スピード感をもって迅速に対応することが、早急に苦情を解決することにつながります。中断し

ても差し支えない業務は即、中断し、苦情提供者に対応するようにします。

c.相手の立場に立った誡意をもった対応

私たち指定管理者が常識としている施設運営のルールや規則だけを振りかざすのではなく、

まず、相手の話を「聴く」、相手の立場に立った誠意をもつた対応を行います。

ウ)苦情の具体的な対応

苦情に対しては次のように対応します。

【苦情対応の姿勢】

①まず最初に、誠意をもつてお詫びの言葉を言う

②苦情提供者のお話をお伺いする
・途中で話をさえぎらない
。話の途中で言い訳しない

'話を最後までよく聴きながら、要点を掴む

イ・何があつたのか
口.いつ起きたのか
ハ.誰が対応したのか
二.何に対して、何故 お怒りなのか

ホ.お怒りの本当の原因はどこにあるのか

③誠実な態度で聴く
・話し方は 感情的か、理論的か
'どのように解決して欲しいとおつしゃつているのか

④こちらにも言い分があれば、簡潔に説明する
。言い訳や弁明にならないように
,こちらの正当性ばかりを主張しない

⑤確認したり、調べたりする必要があることに関しては、時間をいただく

⑥貴重なご意見を頂いたことに対して、お礼を言う

② 苦情や利用者の声を運営改善に結びつけて市民主役の施設ヘ

せっかくいただいたアンケー トやご意見箱によるご意見や苦情を、その場の対応で済ま

せていたのでは業務改善にはつながりません。

禾け用者の声は、毎朝の朝礼やミーティングで職員全員が共通認識 とできるよう話し合い、

現場 レベルで対応できる改善策を立案、実施します。現場 レベルでは対応不可能な課題に

ついては、毎月の事務局会議で報告 し、当事業団全体として改善策を立案 します。また、

事業団だけでは、解決に至らない問題は、すぐに長浜市とも協議 し対応 していきます。

このようなサイクルを循環させることにより、いただいた利用者の貴重な声が施設の管理運営に

反映されて、市民主役の施設になります。
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利用者の声や苦情日要望

十

事業国内の
データベース

に蓄積

ア)アンケートや苦情の業務改善の活かし方

利用者アンケー トや玄関設置のご意見箱による利用者の声を受けて、デ兄場改善した事例

として次のような事例があります。今後も利用者の声を継続的改善に役立てていきます。

【アンケートやご意見箱の声をもとにした改善事例】

苦情日要望内容 私たちの対応

毎月1日 の施設予約の受付順番がわかりくい。
・開館時に整理券を配布し、公平性を保ち

ながらも利用者の利便性を高めました。

更衣室を改善してほしい。
・ソファー、扇風機、ミラーを設置しました。

・シャヮーカーテンとヘッドも交換しました。

トレーニングマシンを増やして欲しい。

・ローマンベンチ、クラインベンチ等

3つのマシンを追加設置しました。

・女性用ダンベルも新規設置しました。

教室の空白期間なくしてほしい。 ・スポット教室を追加実施しました。

情報共有と改善策の決定

朝礼、日誌報告
施設内での迅速な情報共有と通常業務内
でできる改善策の検討、決定

事業国内での職員会議、事務局会議での改
善策の検討、決定

各種会議

改善策の実施

当施設の判断で改善可能

事業国、委託業者で改善策実施

当施設の判断で改善策を実行できない

利用者への周知

ルージレ、マニュアルの

と

対応可 対応不可

結果検証

託
改

委

で

業団
、者

、
市

鰤

事
業
善

苦情・要望提
供者へ、てい
ねいな報告

市民主役の施設の実現
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① 長浜市のスポーツコンシュルジュとしての機能を強化していきます

(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。

長浜市民体育館は、長浜市におけるスポーンコンシェアレジュ(≒スポーツよろず相談係)として

の役割を今後も果たしていきます。

長浜市民体育館では、現在下記の事務局を受け持っています。他にも、市民スポーツ団体 (長

浜市卓球協会、バドミントン協会、社交ダンスサークル)、 しょうがい者支援団体 (湖北しょうがい者

支援センター)、 関係教育機関等と民間学共同で様々な事業を実施しています。また、職員は常

に自己研修等にも努め、地域のスポーツ団体情報や市内スポーン施設のスポーツ備品の有無、

ニュースポーツのルールにまで精通しています。長浜市

民体育館は、長浜市のスポーツの拠サ点とも言えます。

これらの団体の活動や地域のスポーツ情報を熟知して

いる長浜市民体育館を長浜市のスポーツコンシュルジュ

の拠点として、機能をさらに強化させます。

市民のスポーツや運言力に関する質問や疑問に答え、

受け持ち事務局や役割

長浜市スポーツ協会事務局

長浜市スポーツ少年回事務局

市民団体な力Чままウォークらぶ事務局

びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会事務局

「スポーツに関することは長浜市民体育館へ行けば何でもわかる !」 と気軽に施設に立ち寄って

いただき、また疑間に答えるだけでなく、ときには職員を派遣する等地域に出向き市民にスポー

ン・運動をする機会や動機を与えることで、長浜市民へのサービス向上につなげていきます。

また長浜市民体育には、土口祝 日や夜間にも専門的な知識を持った職員を配置しており、仕

事帰りの方や土日祝 口しか身動きの取れない方には、より便禾けな相談窓口となっています。

【スポーツコンシエルジュとしての過去の活動実例】

3世代での体育事業をしたいが、子どもから高齢者まで
が楽しむには何の種目をどのように実施したらいいかわ
からない。

聞 講師 ル説明
やコー 支援 協働でグラウンド・ゴルフ大会実施

案

長浜市民体育館 f朧籠瞬考剰 藁 麟
の目的や実施

さらにルール説明等のため大会当日にスタッフ派遣。

ア)クラブハウス更衣室の温水シャワーの開放

市民庭球場の男女更衣室にはそれぞれシャワーが設置されています。しかしながら、まだその

ことがあまり利用者に認知されておらず、利用が少ないのが現状です。今後は、市民庭球場に職

員を常駐させるので、温水シャワーを開放し、その他クラブハウス内の設備についても積極的にP

Rし、利用者に快適なスポーツ乗境を提供しサービス向上に努めます。

神照地区の地域団体

② 国民スポーツ大会会場として市民庭球場でおもてなしの心を伝えます
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イ)市民庭球場での熱中症を予防するための取り組み

長浜市民庭球場では、年間数多くの大会が実施されています。特に7～ 8月 は県体や中体連、

高体連の夏季大会等、長期休暇を利用した大会が多く実施されます。

私たちは、大会参加者や観戦者を熱中症から守り、安全でl際適な環境で「するスポーン」「観る

スポーツ」を楽しんでいただくための取り組みを行います。

a.大会時 ミス トシャワーの設置

夏季の大会時に、クラブハウス前にミストシャワーを設置します。ミスト

シャワーは、周辺の気温を下げるとともに、マイナスイオンを含んだ森や

滝の近くにいるような自然の風を発生させ、その空間にいる大会参加者

や観戦者に爽やかな気分を感じていただけます。

b.日陰用テン トの貸出

市民庭球場には限られた日陰スペースlフ かありません。それだけで  【ミストシヤワーの設置例】

は、大会参加者すべてがカバーできないケースも考えられます。私たちは、自主事業の収益か

ら口陰用のテントを購入し、クラブハウスに配置し大会主催者に貸出します。

c.冷却用氷の提供

クラブハウスに冷凍庫を設置し、捻挫等の冷却用や熱中症患者冷却用に無償で氷を提供し

ます。また、ドリンク等の冷却にも利用でき、夏季の利用者にはとても喜ばれるサービスになると

考えています。

d.緊急時の会議室開放

万全の予防策を講じても熱中症になる利用者は絶対になくなりません。万が一熱中症患者が

発生したら、現場職員の判断でエアコンの効く会議室を無償開放します。臨機応変かつ迅速な

対応で利用者の安全を確保することも私たちの使命と考えています。

ウ)レンタル事業や物品販売の実施

長浜市民庭球場に職員が常駐しますので、用具を準備していない旅行者や観光客でも気軽

にテニスを楽しんでもらえるよう用具のレンタルと販売事業を実施します。この事業は、サービス向

上から利用促進にもつながると考えられます。

ア)市民体育館更衣室の温水シャワーの開放

長浜市民体育館の男女更衣室にはそれぞれ4つのシャワーが設置されています。今指定管理

期間のアンケート調査による利用者の声から、「更衣室の改善」を行ってきました。ソファーの設

置、ミラーの取付け、扇風機の設置、シャワーヘッド、シャワーカーテンの更新などできることから

順次改善してきたところです。しかしながら、まだまだ施設の快適性を求める声は強く、このような

利用者の声を真摯に受け止め、運動後の更なる快適性を提供するため、現在1時間500円 と料金

設定されている温水シャワーを無料で利用者に提供します。

運動後に温水シャワーを浴びると、汗を流し快適になるだけでなく、心と体の緊張や疲れをほ

ぐし、副交感神経の働きもよくして心身共にリランクスできます。このように利用者に運動後の快適

な環境を提供することイこより利用者満足度の向上を図ります。

―

′

一

″~

Ⅲ,…… …
~

ア

ア

ア

③ 快適にスポーツできる環境を整えます ―利用中のサービス充実―
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イ)利用者を熱中症から守る取り組み

今年は歴史的酷暑に見舞われ、エアコンのないアリーナでの競技 (卓球、バドミントン、バスケ

ットボール、ボレーボール等)は、非常に過酷なプレー環境となっていました。最善は、アリーナに

エアヨンが設置されることですが、これには莫大な費用もかかり直ぐに対応するのは困難です。し

かしながら私たちは、経験の知恵と工夫から私たちにできる下記のような具体策をとり、利用者を

熱中症から守ります。

a.業務用大型扇風機 ロスポッ トクーラーの設置

玄関ホールと廊下に業務用扇風機やスポットクーラ
=を

設置し、風の通りを良

くし気温を下げ、少しでも利用者に快適なスポーツ環境を提供します。 ●

盤
Ч

b.熱中症計の購入と貸出し

熱中症の危険J性は、気温だけでなく暑さ指数 (WBGT)が重要となります。体

感や感覚でその危険性を感知するには個人差もあり、その判断が)F常に難しく

なってきます。そのため長浜市民体育館では熱中症計を購入し、大会主催者や

利用者に貸出します。また、夏季は環境省の暑さ指数 (WBGT)予報値を玄関

掲示板に張り出し、利用者に熱中症注意喚起も図ります。

【購入予定の熱中症計】c.避難場所としてのエアコンルーム開放

長浜市民体育館では、熱中症患者が発生しなくても、現場職員の判断で危険

と感じれば常時エアコンの効くエアコンルームを無償開放します。臨機応変かつ迅速な対応で

利用者の安全も確保することも私たちの使命と考えています。

ウ)だれもが快適に利用できる環境

a.し ょうがい者への対応

> 耳マークの設置

外見ではわかり1こくい耳の不自由な方に対して、容易にコミュニケ

ーションが図れるよう1こ、受付に「耳マーク」を設置し、筆談ボードを常

設し筆談可能なことを伝えます。

> 身体 しょうがい者補助犬の案内

盲導犬、介助犬、聴導犬等の身体しょうがい者補助犬の受け入れ

を容認する補助犬マークを玄関に張り付け、要補助犬利用者の円滑

な入館を図ります。更に補助犬啓発ポスターも掲示し、他の利用者ヘ

の啓発も行います。

> 電動車いす用緊急充電コーナー

電動車いすで来館される人たちに、安心して、施設を利用していた

だくために、電動車いす用緊急充電コーナーを設置します。設置する

ことで帰りのバンテリ~不足を心配することなく、施設を利用していた

だきます。

【耳マーク】

Welcom¢ |

ヽ/
中

法律により言B犬 `介 a′〕ズ

聴導入 l:え 綺伴 て さます

ぐ,■iオ iⅢ

駒 面 ∝ Weic("ne:

ほ じ ょ
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> 施設内の点検

施設内の段差や通路等への備品の置きっぱなしに注意し、車いす利用者やしょうがい者の方

が、円滑に移動できるように常に留意していきます。

b.外国の方にも利用しやすい施設ヘ

> 施設案内の外国語表記

長浜市には約 3,000人の外国の方が居住されていますが、そういった方

にも気軽に当施設を利用いただけるように、施設の内容や利用料金、予

約方法が掲載された「施設利用案内」を以下の5カ 国語で作成します。(ポ

ルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語)また施設案内看板につ

いても外国語表記をすすめていきます。

【外国語表記の利用案内】

> 鈴 甘車 rド ウ トゲぅムう で♂う声景

外国の力にもわかりやすい絵文字 (ビクトグラム)を使った表示の声整備を

)頁次進めていきます。

【ピクトグラムの例】

題

口醸

④ さまざまなニーズに応えるためトレーニング室を充実させます

ア)ト レーニング初心者のためのトレーニングテキストの配布

【各種作成トレーニングテキス同

イ)ト レーニング講習会の回数増加

トレーニング講習会は、現在、年2回であり、定員 20名 です。講習会

に参加された方は、トレーニング室を継続利用されることが多く、講習会

の増加は利用者の増加につながります。男性だけでなく、女性の参加

者も多く、募集方法の工夫をはじめ、男性と女性の時間帯を替えるなど

女性でも参加しやすい環境を整えていきます。

効率的に自身の体を鍛えたい利用者に対して、トレーニ

ング講習テキストを作成し、無料でトレーニング利用者に配

布しています。テキストのプログラムの実施を目的に利用者

が増えることを期待しています。

また、トレーニング指導士によるトレーニングプログラムの

ワンポイントアドバイスが受けられるようにすることによつてサ

ービス向上を図ります。

癖ヤ↑ψ
′ν

'い

よ

.と
ていい!
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⑤ 利用者目線で利用ニーズのある体館日を開館します

当施設の体館 口は、条例でその日程が決定していますが、大規模な競技大会の開催やその

他、公に利する行事について相談があつた場合、施設の安全面をかんがみて問題なければ、市

と協議し、休館 日を振り替えたり、開館したりする対応をとっていきます。。

【具体的な開館対応方法 平成29年 5月 ゴールデンウイークの場合】

5/8日 9日 10を開館することにより連体を廃上し、年間開館数を増やします。

【年間休館日数 平成29年度】

大規模な競技大会の際には、競技に関する器具の,点検、設置、また、大会主催者や事務局の

準備などで通常の利用より時間がかかります。よって主催者の要望に応じて、時間早めの開館を

実施しています。また、閉館時間も前 日準備や後片付けによる時間延長を行います。

【開館時間の延長対応日例 平成29年度】

施設名 条例上の利用時間
利用に応じ開館を

延長した日敬

開

館

時

間

長浜市民体育館

長浜市武徳殿
午前9時OO分～午後9時30分 年間70日

長浜市民庭球場

4月 1日 -10月 31日

午前9時00分～午後9時00分

11月 1日 ～翌年3月 31日

午前9時OO分～午後5時00分

年間167日

5/3

憲法記念 日

5/4

みどりの日

5/5

こどもの日

5/6

振替休日

5/7

(日 )

5/8

(月 )

5/9

(火 )

5/10

(水 )

5/11

(木 )

条例上 開館 開館 開館 開館 開館 閉館 閉館 閉館 開館

実 情 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館

施設名 現行 条例上 実情

休

館

日

長浜市民体育館

長浜球場

長浜市民庭球場

長浜市武徳殿

①祝祭日の翌日。ただし、その日が上

曜日、日曜日又は休日に当たると

きは、その日の直後の土曜日、日

曜日、休日又は当該施設の休業日

でない日。

②12月 29日 ～翌年1月 3日

年間21日 年間17日

⑥ 大会や運動会の開催時は、開館時間の延長による柔軟な対応をとりますます
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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。

指定管理料は血税と捉え、その収入を元に支出する経費については、できる限り節減に努

めます。

指定管理料や利用料につきましては、管理基本方針のとおり利用者の「安心・安全・快適」

を最優先に確保するため、町要箇所にはしつかり投資する町要があると考えています。

しかしながら、またその投資する原資については、市民の血税であることを十分理解しな

ければなりません。当施設の管理運営に関するいかなる支出においても、このことを十分再

認識しながら、◆までの経験と新しい倉」意工夫であらゆる経費の節減に努めていきます。

一方で経費節減が利用者サービスの低下につながる可能性もあります。経費節減とサー

ビスの向上が トレードテなフの関係にあることも十台理解し、経費節減とサービス向上の両

立を目指します。

【私たち取り組む経費節減の総合的な考え方】

事業団全体での
バックアップ体制

兼務体制の構築で

人件費節減/
予防保全による

修繕費の節減

H

事業団ルール
における

各種経費の節減

サービス低下に

つながらない

経費節滅を

実現します

供給電力会社
の変更による

電気料節減

I

購入物品の共通化
一括発注により

物品購入費節減

|1/
外部委託費の精査

業務の共通化により

委託費節減

ア)事業団全体でのバックアップ体制、マルチスタッフ化による削減

当施設では、市内に点在する施設を管理するための人件費やその移動にかかる経費、数多く

のスポーン事業を企画立案、また検証改善をするための人件費がかかります。そしてその額は、

決して小さくありません。

しかしながら、当事業団は設立から30年以上にわたりこれらの施設を管理運営してきました。ど

のように作業計画すると効率的な管理が進められるか。また、どのように事業展開するといかに経

費を抑え、最大の効果を得られるかを常に絶え間なくPDCAサイクルの中で考えてきました。その

① 人件費を節減していきます
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結果の一つとして、積極的な各施設や事業団本部とのバックアップ体制やマルチスタッフ化によ

る兼務体制の確立です。

次期指定管理期間でも、このシステムを積極的に推し進め効率的な人員酉己置よる人件費の節

減に努めていきます。

イ)事業への市民参加 (一般ボランティアや学生ボランティア)促進による節減

各種実施の事業やイベントイこおいては、広く市民からボランティアを募集し、そういつた市民と

協働で事業実施していきます。このことにより、経費の節減だけでなく地域に埋もれた意欲と能力

のある方々や地元学生の掘り起こしイこもなり、双方の効果が見込めます。

管理業務に関しては、その業務の内容や性質を下記のとおり段階的に十分に見極めてから外

注します。また、外部に再委託する場合においても、当事業団のスケールメリットを十分活かし、一

括発注における外部委託費の節減に努めます。

ア)外部委託費の精査について

下記のとおりの考え方で、現在実施している外部委託費について十分に精査します。

第1段階

【外部委託の考え方】
事業団組織内での兼務体制や

バックアップ体制で対応
第2段階

第3段階 外部委託

イ)業務の共通化と複数年契約による一括発注について

外部委託する必要がある業務について、事業団のスケールメリットを活かし、事業団組織内で

同種の業務委託については共通化し、一括発注するとともに、契約は複数年契約として更なるコ

スト削減を図ります。

【―括発注&複数年契約可能業務 例】

費を節滅していきます② 外部委

現場職員による対応 各
施
設
や
事
業
国

本
部
で
段
階
的
に

外
部
発
注
す
る
の
か

内
容
を
精
査
す
る
。

業務名 共通業務必要施設 契約年数 内容

消防設備保守点検
浅井地区スポーツ施設

サンパレス等文化施設
5～ 7年間 消防設備の保守点検

建築基準法第12条に伴う定

期点検

・浅井地区スポーツ施設

・サンパレス等文化施設
5～ 7年間

建築士による建築物

の維持保全状況の調

査または検査

自家用電気工作物保守点検
・浅井地区スポーツ施設

・サンパレス等文化施設
5～ 7年間

自家用電気工作物の

年間保守点検
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ウ)物品購入の一括発注について

管理消耗品や涼材料の購入については、当事業国のスケールメリットを十分活かし一括購入し、

物品購入費の節減に努めます。

購入物 共通業務必要施設 用途

ライン用石灰
・浅井地区スポーツ施設
i神照運動公園

グラウンドライン引き用

除草剤
浅井地区スポーツ施設

神照運動公園
芝生、その他除草作業用

川砂・真砂土
・浅井地区スポーツ施設

・神照運動公園
グラウンド等の補充用

予防保全を徹底して利用者の安全・安心を確保する管理運営行っていきま

す。このような予防保全の考え方によると、その効果は、安全の確保だけにとどま

らず「将来発生する大規模修繕費の節減」にもつながると考えています。私たち

は、引き続き「施設等点検の手引き」のもと「動かす。オ狩く。測る。引っ張る」の予

防保全に基づく日常,点検を進め、大規模修繕費の節減に努めます。

④ 見積比較により高圧電気供給会社を変更し電気代を節滅していきます

長浜市民体育館、長浜球場、長浜市民庭球場

の3施設において高圧電力設備を有しています。

燃料の高騰や大規模災害時には、大幅な高圧電

力の値上げとなりまます。私たちは、こうしたリスク

に備え、見積り比較により高圧電力の供給会社を

変更し、日ごろから各施設の高圧電力の単価を

抑え、電気代の節減に努めてきました。

次期指定管理期間に於きましても、電気の大

幅な単価下落は考えにくく、今後も私たちが現契

約を同条件で継続することにより、引き続き高圧電力は軽減し続けられると考えています。

長浜市民体育館では、長浜文化スポーツ事業団会計規程に基づきあらゆる会計処理を行って

います。その会計規程は能率的かつ適正な経理を執行し、健全な会計処理をすることを目的とし

ています。この事業団会計ルールに基づき経費を節減します。

ア)価格比較のルールに基づいた発注

事業団会計ルールでは、一定の金額以上の物品購入や委託発注には価格比較を義務づけ

【導入フロー】

路力会社完岳釉

ゑ

口 ■
日本師帥断

″ム▼町_ 逸

迦
'確 |‐■刀摩1'′ 0,ⅢII吐確

|→                   |        :

`    ! 1  :

自由化

'H象

のお雪様

エネサープ発電所

⑤ 公正な事業国会計ルールにより細かな経費まで節減していきます
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ています。一定金額以上の物品購入や委託発注については、必ず同種業者の見積書複数枚を

比較し、安価な業者を見極め発注します。

イ)地元企業への優先発注にについて

物品購入や修繕、外部委託等の発注においては、地元企業への発注を最優先し経費節減し

ながらも地元密着、地元還元への精料は忘れません。

(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。

ア)利用料金設定の考え方

当施設は公の施設であり、市民が気軽に参加できる利用料金の設定を行うべきと考えています。

一方、利用料金は施設運営の健全経営のための原資ともいえます。経費を下回る料金を設定

することは、施設の適切な運営のための原資を失うことであり、避けなければいけません。指定管

理者は、施設の安全。安心・平等な運営と利用者の満足度向上のためには健全かつ安定的な財

務基盤が必要だからです。

市民が気軽に参加できる利用料金を設定しながら、私たちの財務基盤を安定させ、質の高い

サービスを提供できるよう1こするのが、公共の有料施設を管理する指定管理者の責務と認識して

います。現時サ点において特に利用者からの不満や問題の指摘もなく、現行料金が利用者に受け

入れられているといえます。

イ)施設の利用料金について

長浜市民体育館、長浜球場、長浜市民庭球場、長浜市武徳殿、長浜屋外運動場照明施設

(西 中)の利用料金については、原則、チ見行の料金体系を継続します。ただし、利用者から利用

料金の改定を求める声が多く届いたりした場合は、市に連絡、相談させていただきます。

① 不可用料金は条例の現行の料金体系を引き続き継続します
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(3)維持管理業務 (清掃 口保守点検 口警備等)の内容、方法、頻度等について提示し

てください。

利用者の安全・安心・快適とスポーツ施設の機能維持のために

私たちは、利用者の安全・安心・快適を確保するために、事故を未然にΠ′芭ぐラ防保全の者

えのもと、市民の費産である公共施設を適正に維持管理することをお約束します。

また利用者が快適にスポーツを楽しめるようにスポーツ施設の特性を保つことと施設内

外の美観を維持することにも雷意します。特に市民庭球場については、2024年 の国民ス

ポーツ大会のソフトテニス会場であることを念頭に置きながら、施設の特性を把握したう

えで適正な管理運営を行います。

「スポーツを楽しむ環境を整えるための維持管理」と「スポーツによる事故を未然に防ぐ

ための維持管理」の両方を継続して行います。

ア)施設維持管理の基本的な考え方

管理施設は長浜市民体育館、長浜市民庭球場を中心に、ここからは離れた場所に位置する長

浜球場、長浜市武徳殿、長浜屋外連動場照明施設 (西 中)の無人施設から構成されています。そ

のため、日常点検は決して見落としのないようしっかりとした実施が求められます。

仕様書の要求水準の施設維持管理業務を的確に遂行することは当然のこととして、予防保全

の視′点で、利用者の安全確保と、市民の皆さまの大切な資産の保全と価値向上、経費節減を目

標に高い水準の維持管理を実現します。

イ)予防保全実現ためのPDCAに基づいた施設維持管理業務

PDCAに基づいた施設維持管理業務の具体的な進め方

施設維持管理業務を的確に進め、予防保全を実現するためには PDCAの視点は不可欠です。

長浜市民体育館の維持管理をこうした予防保全の視点で進めます。

【私たちの予防保全の考え方】

危害要因の特定 ―→ 対応優先順位 →  対処策の立案

a.整備の重点箇所の特定と整備方針―計画

最初に、施設維持管理業務の効果的効率的な遂行のため重点箇所を特定し、その整備方法

を立案します。

予防保全の視点と同時に、利用者の声を反映させること、事業展開上の必要性など、仕様書

の水準とは別に重点項目の設定が必要となります。重点項 目を設定することで、経費節減、利用

者満足度の向上はもちろん、利用者の安全。安心・快適の確保につなげます。

て利用者の安全を確保します①
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施設名 重点箇所 対応策

長浜市民体育館

観覧席最前列の低い柵(前に乗り出すと転

落する危険)

転落防止注意喚起文を貼付

結露した時の卓球室床面

ノンスリップワックスの塗布

注意喚起文の貼付

湿度の高い日は特にモップが

けの徹底

トレーニング室の器具扱い

注意喚起文の貼付。

施設巡回頻度を1日 3回に。

利用講習会の回数増加。

競技場の床面剥離
補修材により箇所埋め

業者によるウレタン塗装

長浜市民庭球場 出入日の金網フェンス クッション素材で養生

長浜球場

照明設備の鉄塔上 電球取付部の錆老朽

化(灯体落下の危険)

全面改修を市と共に検討。

外野フェンス支柱のむき出し部分 (フェンス

衝突時に怪我する危険)

クッション素材で養生。

長浜市武徳殿
雨漏れ、吹き込み(雨漏れによる床面腐食

の危険)

吹き込み箇所の特定。外壁補

修。瓦一部張り替え。

【私たちが考える施設の維持管理における重点簡所と対応策 例】

【維持管理における重点箇所の状況】

2階柔剣道場の柔道畳の隙間

(隙間埋め)

トレーニング室の器具扱い

(各種ワイヤー)

出入ロフェンスのむき出し部分
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b.チェックリスHこ基づいた日常業務の推進―実行

日常業務を進める上で、単に「点検を実施した」「清

掃を終えた」では、業務水準の検証や改善点を見つけ

出すことはできません。整備方針を立案しても、この段

階では机上の空論となる可台徴l生がないわけではありま

せん。

業務ごとにチェックリストイこ記入してはじめて業務完

了 となるようにします。チェックリストをきちんと作成す

ることで、異常の有無や安全ll生、快適性の傾向をつか

むことが可能となり、日常業務の改善につながります。

異常があつた場合には、直ちに適切な処置を取ります。
【日常業務のチェックリスト】

c.定期的なレビューの実施―点検、改善

lヶ′月1こ 1度、館長による施設維持管理業務の施設内会議を開催とィます。会議にI主基本的に

全職員が出席し、lヶ月の業務遂行状況の振り返りを行います。

現場レベルで対処可能な問題は直ちに改善策を立案して、実行に移します。現場レベルで

一の対処が「困触 問題 dく 当事業団―亦帯臣に革R告じ、事案pl生篠怪応じ韓 市との協議も含め、一

適切に対処いたします。

ウ)「動かす日たた←測るD引つ張る」予防保全に基づく日常点検を進めます

長浜市民体育館では、長浜市が作成している「施設等ザ点検の手引き」に基づき、シートにより,点

検箇所の見落としがないよう日常点検、年数回の定期点検を実施します。

日常点検は、単に異常の発見だけでなく、例えば壁のクラックがあれば水漏れの可台〕l生を疑

う、手すりのぐらつきがあればナッ

卜の締め付けだけでなく壁内の鉄

筋の腐食がないか考えるなど、予

防保全の視ザ点から点検します。

具体的には、「見る。聞く。触る。

動かす。たたく・測る。引つ張る」点

検項目を定め、目視 (見る)だけで

なく、施設・設備ごとイこ適した,点検

をすることにより異常の早期発見

に努めます。

【長浜市民体育館 安全点検チェックシート例 他5ページ】

安全漁検チェックンート
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「ｔ日常点検の結果、緊急を要する

修理は速やかに修理を行うことで

経費節減につなげることが可能と

なります。また、異常が見られた場

合には必要に応じて「使用禁止」と

するなど応急処置を行います。
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55

ェ̀r    笹

1,i難
' t磁,  ■静



工)頻繁な日常点検で事故ゼロヘ

a.職員による4時間に一回の巡回

長浜市民体育館では、職員による4時間に一回の巡回を行い、施設内の瑕疵の早期発見、

修繕箇所の発見に努めています。また職員が交代しながら巡回することで、新たな目での巡回

となり、前回巡回した職員が見落とした瑕疵や修繕箇所を発見する可能性を高めています。巡

回の結果は、翌朝、日報報告書の提出を義務付け、巡回漏れがないようにしています。

【長浜市民体育館 施設巡回 例】 朝9時 昼13時 夕方17時 夜21時の最低4回施設巡回

【長浜市民体育館 巡回ルート例】

事務所→1階女子トイレ→多目的トイレ→1階男子トイレ→トレーニング室→多目的室

→男子更衣室→女子更衣室→アリーナ南非常口→アリーナ東非常口→アリーナ北非常口

→会議室→2階へ→卓球室→女子トイレ→男子トイレ→負1道場→柔道場→1階事務所ヘ
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市民体育館

見 取

【異常の早期発見を可能にする巡回チエックポイント例】

チェック簡所 チエックポイント プラスαチエツク

施設全体 落書きはないか。 不審者はいないかの保安点検。

トイレ 水漏れやタイル割れ等はないか。 美しく保たれているかの美化点検。

トレーニング機器
マシンのワイヤーは切れかけてはいない

か。ウエイHよ正しくセットされているか。

利用者が正しくトレーニングしている

かの安全点検。

卓球室
湿気により床は結露していないか。

卓球ネットや台の状態はどうか。

中高年の利用者の熱中症対策は

十分か。

アリーナ
バスケットリングは正しく出るか。

床面のささくれはないか。

利用者が支柱やネットを正しく安全

に設置しているんヽ。
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b.日常点検後の措置

日常′点検で異常が見つかつた施設や器具は、ただちに修繕措置を行うか、修繕措置がすぐ

にできない場合は使用禁止措置を取り、利用者の安全確保を図ります。

【点検後の措置対応例】

オ)定期点検による設備維持

a.専門業者による定期点検

施設には空調設備、電気設備、防災設備等その保守点検には各設備の法令により、専門的

な資格や技能、および点検回数が定められています。職員が専門的な資格や技能を持ってい

ない、これらの設備の点検は、専門の業者に委託して、設備の適正な維持を図つています。

b.月 1回の施設全体定期点検

毎月 1回、施設全体の設備、運動器具・備品のサ点検整備を行い、利用者の安全と設備の機

能発揮による快適性を維持しています。

c.事業団本部によるダブルチェック

施設職員の通常の設備点検だけでなく、定期的に事業団本部による日常点検を行うことで、

いつもと「違う目」でのダブルチェックを行い、施設の安全管理を担保します。

【事業団で取り組むダブルチェックの考え方】

事業団本部 結果報告

チエック

チエック

結果報告

施設名 不具合箇所

対応レベル

①

対応レベル

②

対応レベル

③

対応レベル

④

使用祭止構エ 予算構重なく改善 低領予算で改善 市と協讚し改善

市民体育館

トレーニング

機器の不具

合

すぐに

使用禁止

措置

職員による

部品交換等

の部分修繕

業者による

部分修繕

新規のトレー

ニング機器の

購入

迅速に段階的に対応します

点検箇所

市民体育館
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用者に し

ア)施設周辺の植栽管理

長浜市民体育館では、長年の施設管理の中で緑豊かで季節を感じることのできる植栽管理を

行ってまいりました。引き続き植栽管理ついては、利用者や周辺住民に心地よい快適性を提供

してヤヽます。

【植栽管理において特に重視する項目 例】

イ)清潔な トイレのために

トイレの清掃は業務仕様書では一 日1回ですが、一日3回、職員により清掃しています。加え

て、巡回時にトイレの状態を確認し、汚れを発見した時には、その場で職員が即時清掃を行うこ

とで、常に清潔なトイレを保つています。イベントや大会で利用者が多いときには、さらに清掃回

数を増やし、美観を維持します。

ウ)職員の巡回時の美観点検

日常点検における職員の巡回は美観点検も兼ねます。常に、職員一同、美観を意識し、整

理・整頓・清掃を実行すべく巡回しています。

施設 植栽の種類等
基本的な考え方

重視するポイント

手入れ

方法
頻度

長浜市民体育館 通路の松
・松は剪定が難しいので剪定経験

者が、見栄えよく剪定します。

職員で

剪定
年1回

長浜市民体育館 通路の金木犀

・秋を感じる金木犀の香りを大切に

し、不用意な剪定は翌年の開花を

著しく損なうことになるため、経験者

が適切に剪定します。

職員で

剪定
年1回

長浜球場

サード側

フェンス外の

樹木

施設東の遊歩道は、通学路にな

つているため通行の妨 |ザにならな

いように剪定します。ただし、この

樹木の下は施設内唯―の日陰と

なり、炎天下の中プレーする選手

の体憩場 P~斤として利用されていま
す。そのため枝の剪定は最低限に

留めます。

業者に

より剪定

年1回

※仕様書以

上に実施

長浜市民庭球場

クラブハウス

周辺の

樹木

・通行の妨Iザにならないよう剪定し

ます。

職員で

剪定

年1回

※仕様書以

上に実施

長浜市武徳殿 玄関前の桜

・施設前の歩道の通行の妨Iザにな

らないように剪定します。
・また、毛虫等の害虫発生を見極

め、防虫剤を散布します。

職員で

剪定

年1回

※仕様書以

上に実施
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③ スポーツを楽しむ環境を整えるための維持管理とスポーツによる事故を
未然に防ぐための管理を徹底します

ア)放送設備の保守点検

放送設備の保守ザ点検は業務仕様書では、月1回ですが、それ以外にも、使用前に音響技術

者3級の資格を保有する職員がザ点検を行なっています。特に大会が開催される前は必ず事前に

点検を行ない、大会運営に支障をきたさないようにしています。

イ)器具の使用前、使用後の点検

運動設備、器具の維持管理は業務仕様書では週1回ですが、利用者が使用する前に運動器

具を点検し、使用に問題がないことを確かめてから、使用許可を出しています。また、使用後も

点検を行い、運動器具の安全性を確認しています。構造が違いますが特に他施設で事故のあ

つたバスケットボールゴールには特段の注意を払つています。

当施設の標準的な維持管理年間計画は下記に記載したとおりです。その中で、前掲の文中

とも重複しますが、設備・器具の維持管理に関して特に重視する項目、仕様書水準を上回る計

画は次のとおりです。

【施設維持管理で特に重視する項目、水準以上の計画】

施設管理

項目

基本的な考え方、■

視するポイント
方法日内容 頻度

仕様書

頻度

長

浜

市

民

体

育

館

スポーツ器具の点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施

します。

スポーツ知識のあるも

のが点検すること。(体

育施設管理士)

バスケットゴール、卓球

合、トレーニング機器等の

安全点検。

施設清掃時、巡回時に

確認。点検後は日誌ヘチ

ェック。

毎日

使用前

使用後

1回/週

放送設備の保守点検

快適なスポーツ環境

の提供を第一に考え実

施します。

音響知識のあるもの

が点検すること。

音響技術者 3級が放

送設備の使用前確認、

特に大会前は事前に点

検チェック。

1回/月
使用時

1回/月

施設内定期清掃

※仕様書以上に実施し

ます。

気持ちよく来館いただ

き、気持ちよくプレーしお

帰りいただくことを第一に

考え実施します。

施設内定期清掃
・床面モップ
・掃除機力Чす
・ガラス磨き上げ

1回 /日 1回/週
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長
浜
市
民
体
育
館

トイレ清掃

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なアメニティ環境

の提供と利用者の快適

性を第一に考え実施し

ます。

毎日掃除後も施設巡

回時に汚れがないかチ

ェック。

大会開催時は利用者

も多く特に汚れがひどい

ので開催 中は随時実

施。

トイレ清掃

(lF男 子・女子・多目的

2F男子・女子)

・床面清掃
・便器・洗面台清掃
・鏡磨き上げ
・汚物処理
・ペーパー補充
・石けん水補充
・ドア拭き清掃

3回/日

大規模事

業の利用

日は

4回 /日
以上

1回 /日

施設周辺の清掃

※仕様書以上に実施し

ます。

気持ちよく来館いただ

き、気持ちよくお帰りいた

だくことを第一に考え実

施します。住宅地域内

に立地する公共施設な

ので特に利用者の出す

ポイ捨てゴミに対して注

意。

側溝泥上げは、周辺

自治会が清掃される前

に職員で実施。

施設周辺の清掃
・施設周辺、駐車場、

側溝のごみ拾い
・枯木処理
・周辺の植栽剪定、

駐車場の除草
・周辺側溝泥上げ

1回 /日

6回/年
2回/年

7回/年

1回/日

なし

2回/年

なし

駐車場の安全確保

迷惑駐車対策

※仕様書以上に実施し

ます。

快適な利用環境の提

供と利用者の安心安全

を第一に実施します。

さらにサービスを発展

させ、大会時は、体育館

駐車場50台のほかに臨

時駐車場150台分を事

業国で確保します。

案内文掲示

駐車場ゲート

駐車場確保について
→市や県に使用許可

申請し臨時駐車場

を確保。

随時 随時

長
浜
球
場

グラウンド整備

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施

します。

グラウンドサーフェス

部分が荒れるのを予防

的保全。

グラウンド整備
・整地、転圧、ブレンド土

等補充、除草
・整備方法

①爪レーキ

②グラウンドマット

③土補充

④マウンド、ブルペン、バ

ッターボックス整備

⑤転圧ローラー

⑥散水
・グラウンド掘起し作業

定期実施

鵬
大会前は

適宜実施

随時

随時

随時
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長
浜
球
場

スポーツ器具の点検

備品等点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施

します。

スポーツ知識のあるも

の(体育施設管理士)が

点検すること。(グラウン

ド、本部席、ダッグアウ

ト)

野 球設備 等 の安全 点

検。

施設清掃時に目視にて

確認。

点検後は日誌へ。
・レーキ、コートブラシ
・ラインカー
・ベース等

3回/週 随時

消耗品の管理等

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境
の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施
します。

大会時は開催期間中

随時点検。

消耗品の購入・管理・補

給・交換等

・ライン石灰
・得点板チョーク

3回/週 随時

樹木`植え込みの剪定

※仕様書以上に実施し

ます。

気持ちよく来場いただ

き、気持ちよくお帰りいた

だくことを第一に考え実

施します。樹木、草木の

健全な育成に資する。

病虫害発生状況を見

極め、適切な防除を実

施。

樹木の剪定作業
・施設東の遊歩道の通行

の妨げにならないように剪

定。

ただし、この樹木の下

は施設内唯―の日陰とな

り、炎天下の中プレーする

保しているため枝の剪定

!よ最低限1二留めるα_

年1回 随時

駐車場の安全確保

迷惑駐車対策

快適なスポーツ環境
の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施

します。

住宅地域内に立地す

る公共施設なので特に

迷惑駐車に細心の注

意。

砂利駐車場のため砂利

を購入し整備
※仕様書以上に実施

します。

さらにサービス向上の

ため大会時はサンドーム

の駐車場も貸出

随時 随時

長
浜
市
民
庭
球
場

スポーツ器具の点検

備品等点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全。スポーツ知識の

あるものが点検するこ

と。(テ ニスコート、休憩

所、観客席)

テニス設備の安全点検。

施設清掃時に目視にて

確認。点検後は日誌へ。

・テニス支柱
・ハンドル
・コートライン
・審判台
・ネット
・コートプラシ

'ライン掃き用ほうき

3回/週 随時
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樹木・植え込みの剪定

※仕様書以上に実施し

ます。

気持ちよく来場いただ

き、気持ちよくお帰りいた

だくことを第一に考え実

施します。樹木、草木の

健全な育成に資する。

病虫害発生状況を見

極め、適切な防除を実

施。

樹木の剪定作業

・施設東の湖岸道路歩道

からに枝んヾかからないよう

に剪定。

年1回 随時

長
浜
市
武
徳
殿

スポーツ器具の点検

備品等点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全。スポーツ知識の

あるものが点検するこ

と。(柔道場、剣道場、

更衣室 )

剣道、柔道用設備の安

全点検。

施設清掃時に目視にて

確認。点検後は日誌へ。
i柔道畳
・剣道床
・モップ
・ほうき

3回/週 なし

樹木・植え込みの剪定

※仕様書以上に実施し

ます。

気持ちよく来館いただ

き、気持ちよくお帰りいた

だくことを第一に考え実

施します。樹木、草木の

健全な育成に資する。

病虫害発生状況を見

極め、適切な防除を実

施。

樹木の剪定作業

施設東の歩道の通行
の妨Iザにならないように剪

定。

年1回 なし

消耗品の管理等

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境

の提供と利用者の安心

安全を第一に考え実施

します。

大会時は開催期間中

随時点検。

消耗品の購入・管理・補

給・交換等

・掲示黒板用チョーク
・掲示用マグネット

3回 /週 随時
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【施設別年間維持管理業務年間作業計画】

長浜市民体育館維持管理業務年間作業計画

の項目については仕様書を超えて実施しますも

外観点検
内外業の仕上げ材の浮き・ひび割れ・はがれ、かびの発
生等の状況を確認および金属部分の腐食義k況 を確認

1回/月

落書き点機 施設内外1工 お1する藩書をの有熱を確認 1回/喜

防火対象物定期点検
'日

l朽法に基づく定期点検 1回/年

建築物の定期点検
建築基準法第 12条第2頑の規定に基づく建築物の定期
点検の実施(初回2019年 2隷 国2022年 3回 園2025年 ,

1鐵 /3年

電気工作物の月攻蕉検 1回 /月
自家用電気工作物保
安管理

電気工作物の構密点検

電 電車ぬ ,線 泊1,建韓 、線聰露税鶴定鶴〉

導周粛定縦磯業者委
託

1回/年

1回/年
消防設徳保守点検

消防滋に基づく定期点検
く自火 ,a、 屋内消火栓、非常用
放置設十篇等〕

機能点検

総合申10 1回 /年

電灯設僚点検 電灯設 1斎の点検、電球等の変換 随 時

建築基革法第12条に
基づく定期点機

建装基準法第 12粂第2】員の規定
「

基
フ|(特定鯉鍵設備

等の定期点検
1回/年

臨辞な命椛持管理(霊騒霞頓.較機・不輿合の磁講等 3回/還
f漁 品の命性持管埋

備品台帳の管》理 随 時

消耗品の維持管理等 消耗品の口お入・管理■甫綸・交換寺 ,11時

鶴本・権え込みの剪定 樹ホ・植え込みの剪定作業 1翻/年

母宗草作業 機械刈り,手刈りおよび T魚草剤散布 3園 /年

その他描栽の維持管理 施門B、 除車、殺虫剤の散布 随 時

床爾盤書搬除 勘 プ掛け 1回 /E
器除機がけ 4園/毒施設内定期満締

ガラス磨む上げ

毎朝戦員全員で
館内清綿

2回 /年
便鶴・洗爾台清掃

燃薦昔注げ

汚鞠処暇
トイレ清掃

トイレットベー′t―輸縮

a回/日

玄閉周辺の掃き掃除
玄関の清掃

ドアガラスの磨き上げ
1回 /国

事務所曼付満す需 ガラスの庭を上げ 翻倒/日

施設周辺・磁章堀のごみ給い 1回 /B
爾驚0泥上1ザ 7回 /年施設周辺の清掃

施口裁周辺・機織Ⅲ駐車場の

'森

車 S回 /年
その他施設内外の清掃 施設内夕|の清掃 随 時

玄閣・駐車場の除雪 施設の玄閉周辺‐岳主車場の除雪 随 時

保安警糠業務 開館時における事故 ‐犯罪Ⅲ災害の予防 通 年

施設内保安巡回業務 踊館時閣中にお1する事故・犯罪・愛書の予防 9回/日

機械警備 閉館時における機械警練による事轍,犯罪・災害の予防 通 等

駐車場の安全確保 随 時

迷惑駐車対策 周辺における迷懇路1車の防止 随 時

バスケットゴール、バレーボールポール、バドミントンポー
ル等の点検、安全管理

1回/週スポーツ設備・裁畢具の
維持管理

トレーニンダ機器の点検、安全管理 1回/日

放送設備の保守点検 放送設憶の作動確認 1回 /月
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長浜市民庭球場維持管理業務年間作業計画

の項 目については仕様書を超えて実施しますれ

内外装の性上 Iず樹の浮き・ひび調れ・Iぶお`れ、かび0斃
主等の状況を確認および金属部分の薦食状況を確認

1回/退

1回/題

外観点検

″ェンスの機悔等の確認

落書き点検 施設内外における絡書きの有鎌を確認 1回/日

建築物の定期点検
建築基準法第司2条第2項の規定に基づく建築物の定期
点検の実施 (初囲2022筆 2園 目2026年ユ

司騒/3等

司回/月自家用電気工作物保
安管理

電気工作物の保守 点検

¬回/年建築基準法第12条に

基づく定期点検
建築基準法第封2粂第2項の規定に基づく特定建築設l蒲

等の定期点検

電灯設備点検 電灯設備の点検、電球等の交換 随時

開1爾:の維持管理(整理豊嘔、轍損・不具合の確認等 3回/姐
練品の維持管理

1篇 品合帳の管理 随 時

消耗品の維持管理等 消耗品の購入・管理■南綸・交換等 随 時

ごみ拾い 3倒 /週
施設内・周辺の清掃

除車‐こけの除去 1回 /月

床面の拭きl轟 除

便器‐洗画台清掃

銭磨き上げ

汚物処理
3回 /逓

トイレ浩綿

トイレットベーバー‐石けん水補総

1回/日クラブハウスの清掃 施設内溝帰

自ヽ/日倉庫の清掃 倉庫内造掃

その他麓設内外の清掃 施設内外の浩掃 随 時

保安警備業務 聞場時、閉場時における事故・犯罪・災害の予防 通 年

盤車場の安全

`密

保 華ヨ動車等の誘導 随 時

随 時迷慈駐車対策 周辺における迷惑路士車の防止

整地・ブラッシング・ガーネットサンド散布 随 時ガーネットサンド入り人
工芝コート維持管理 専関業者による国民入ポーツ大会前メ斎 ナンス 1024年 |こ 1回

夜閥照明保守点検 電球切れ・点灯状況の確認 羹園/月
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長浜市武徳殿維持管理業務年間作業計画

の項 目については仕様書を超えて実施します a

外観点検

落書き点検 鯛蜘璃服朝事4歯制旧贈働有無森磁腕 11回r″0畜

建築物の定期点検
建築基準法第司2条第2X買 の規定に基づ(建築物の定期
点検の実施t初回2019年 2回 目2022年 3回 目2025年 ユ

1爾/3年

1回 /年
消防設備保守点検 消防法に基づく定期点検

点検

1霞 /年

電灯設懐点検 電灯設f篇 の点検、電球等の交換 : 随時

建築基準法第12条に
基づく定期点検

1睾 築基準法筆12崇露2X質 のユ見定に基づく特定建築設縛
零の定期点検

1回′/年

陰贔機盤鋒犠態〔霊組霊親4験機・不泉台♂ど騨 奪
―

d囲/理
億品等点検

十薦品台帳の管理 随時

鴻牟毛品の管理等 消耗品の購入・管理・捕綸・交換等 朧時

蝉繊末剪定作業 雪 弾 申 申 議 鰤 蝉 的 榊 韓 韓

除車作業 i―1麟 蜂

床面掃き掃除

婦除機発tけ

畳ユェtき清掃

3回 /週
施 設 内 定 期 清 掃

ガラス磨き上げ(全館外回リガラス部分の外側(内綽l〕 1園/年

床面の孝ュtき掃除

モ更器・洗画台清掃

鏡磨き上げ

汚物処理

トイサ清掃

トイレット` 一パー・石けん水拿蒔給

3園 /週

雲聞尉継仰締書婦す森
玄鳳目の清:吊

玄鵬暮I書戸ガ鬱風磨書れ1ザ

電園/員

施設周辺のごみ拾い 3園/退
施設周辺の清掃

除草、こけの除去 3回 /年

玄閉・駐車場の除雪 施設の玄閣周辺・戦車場の除雪 随時

保安警嫌業務 開館時における事故・犯罪・災害の予防 通 年

機械警編 閉館時における競械警備による事故・犯罪・災害の予防 通 年
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長浜球場維持管理業務年間作業計画

長浜市屋外運動場照明施設(西 中)維持管理業務年間作業計画

目については仕1装吉を超えて実施しますち

内外義の仕上げ精の浮き。ひび部lれ・はぬくれ、かび0発
生等の状況を確認および金属部分の腐食状況を確露懇

目回/週
外観点検

フェンスの銀傷等の確B留 1園/題

落書き点検 施設内外における鶏書きの有無を確認 1回 /a日

自家用電気工作物保
安管理

自家用電気二丘作物の保守点検 呵麟/月

電灯設備点検 電灯設備の点検、電球等の変換 随時

傭品の維持管理〔豊理整頓、較損"不興合の確認等 3回/握
備品等点検

イ蒲品台帳の管I璧 F嘘 時

消‡毛品の管理等 消耗品の難入・管理・争南絵・交換等 随時

3回 /週ごみ拾い

1曇 /月
施設内・周辺の清掃

除草・こけの除去

床画の拭き婦除

便器・洗画合満婦

鏡磨き上げ、汚物処理
トイレ清掃

トイレットベーパー・石けん水4蒔給

3鰯 /通

床面掃き掃除
ダッグアウト清掃

ベンチ拭き婦除
3回 /週

床面掃き掃除

机・イス拭き編除
1鶴 /月

クラブハウスの着掃

ガラス磨き上げ 1爾 /年

その他施設内外の清掃 随時施設内外の溝撮

保安警編業務 開場時、閉場時における事故・犯罪 =災害の予防 通無

駐車場の安全確保 砂やl駐準場の砂利違加と不睡豊臨 陸時

迷惑駐車対策 周辺にお1す る逃憩駐車0防止 随時

グラウンド整備 整地・上牟盛充・掘起し・転駐・散水・除草 随時

夜間照明保守点検 1回 /月電球切れ・点灯状況の目視確言ぞ

外観点検
内外襲の仕上げ樹0浮書・ひび鶴れ,はがれ、かびの発
生箸の状況を確紹および金属部分0虜食状況を確認

1回/週

落書き点検 施設内外における藩書きの有無を確認 3回/週

偏品の奪監持管理(整理垂頓、轍娘・不興合の確認等 3回/退
備品等点検

1薦 品台帳の管理 随 時

消耗品の管理等 消耗品の醜入・管理■稿給・交換等 随時

保安警億業務 開場・開場時における事故ⅢJE罪・災害の予防 通年

駐車場の安全 書ヽ保 自動車等の誘導 随時

迷惑駐車対策 周辺にお,す る迷惑戦車の防止 随時

夜閉照明保守点検 電球切れ ,点灯状況の目視確認 1筆ロニ1/月
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④ 予防保全の観点から計画修繕をすすめます

建物・設備の各部分の劣化の状況に応じて適切な時期に修繕を行わないと、劣化はどんどん

進み、公共施設としての快適性も長浜市民の資産としての価儘 低下してしまうことになります。ま

た、劣化が一定以上進んでしまうと、修繕に多額の費用が必要になり、以前の状態に戻すことも

困難になります。

このようなことから、公共スポーン施設として長期にわたつて快適で安全な施設として維持し、ま

た、市民の大切な資産としての価値を保全するために、計画修繕のもと適切な時期に適切な修

繕を行うことが重要だと考えます。

長浜市民体育館では、指定管理期間7年間で以下のとおりの計画修繕を実加し驚ナ.

【修繕貴の執行および計画修繕の考え方】

指定管理料

修繕費
170万円

予防保全の観点から

計画修繕
――→レ 7年間にわたり計画的に順次修繕対応

円

突発修繕   
―

   迅速かつ適切に修繕対応

水、照明交換、消防設備不具合等)

※修経費の計画修繕と突発修繕の費用割合分担は年度当初に確定し実施していきます。

【スポーツ施設7年間の修繕計画 予定】

修繕予定年度 修繕内容 施設名

平成31年度 武徳殿雨漏れ対策工事 長浜市武徳殿

平成32年度 野球場外野フェンス支柱保護材修理 長浜球場

平成33年度 施設北側通路水没対策 長浜市民体育館

平成34年度 体育館多目的室の床面更新 長浜市民体育館

平成35年度 市民庭球場サーフェスメンテナンスエ事 長浜市民庭球場

平成35年度 市民庭球場ソフトテニス用検定ネット更新 長浜市民庭球場

平成36年度 野球場バックネットフェンスー部張り替え 長浜球場

平成37年度 武徳殿木製壁の補修 長浜市武徳殿
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① 個人情報保護条例などに基づいた適切な体制を整えます

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。

ア)長浜市個人情報保護条例の理解

個人情報保護は、個人情報保護法はもとより、長浜市個人情報保護条例を遵守して適切に取

り扱います。

条例第10条第1項には

第 10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を委託しようとするとき、又は公の施設

(地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同

じ。)の管理を指定管理者 (同法第 244条の2第 3項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

とあります。実施機関は、指定管理者制度においては市長が該当します。したがって、当施設

の指定管理者は、条例第3条に規定されている「実施機関等の責務」と同等の責務を負うことにな

ることを理解します。

イ)個人情報保護口公開についての基本的な考え方

公の施設として個人情報保護にとどまらず使用者のプライバシーヘの配慮、また業務の透明

性確保の点からイま情報セキュリティーの観点も必要です。

当事業団では「公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団のプライバシーポリシーの内規」

を制定しています。当施設の運営にあたつては法令、内規に基づき、個人情報の保護、開示に

努めます。

【個人情報等の保護についての基本的な考え方】

日最低限の義務として個人情報保護法を遵守します。

日使用者のプライバシーが守られるよう、配慮します。

日さらに情報セキュリティーを徹底します。

日適切な情報公開により業務の透明性を確保します。

個人情報保護法、長浜市個人情報保護条例では、個人情報とは「生存する個人」に関する情

報とあり、事業者が個人情報を適切に扱うべきことを定めています。関連する法令を十分に理解

して、遵守できるよう、職員の適切な教育が必要です。

とりわけ、次期指定管理者期間は7年間となりますので、その間の取り扱う個人情報は膨大な

数になります。個人情報保護について十分な教育と保護手段の充実が必要です。

しかし、長浜市民体育館の性格上、個人に関する情報の保護だけでは不十分です。長浜市民

体育館等を利用する団体、サークルに関する情報も大量に扱うことになります。個人情報保護法

ではこれら団体等は対象とされていませんが、団体等の情報が外部に流出したりしないよう十分

に管理することも指定管理者に求められています。
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こうした点を踏まえ、プライバシーや業務上の情報セキュリティー対策を計画、実行するととも

に、必要に応じて適切な公開にも留意します。

回長浜市民体育館等の使用に必要な限りで個人情報、団体等の情報 (以下、個人情報等とい

います)を利用し、それ以外には利用しないことを表明します。

日個人情報等の取得にあたつては、使用目的を伝え、使用目的以外には使用しないことを説

明し了承して頂きます。

日取得した個人情報等に関して、正確性の問題などに関し当事者から苦情が寄せられたとき

は適切に処理する体制を整えます。

図業務関連情報も個人情報と同様に適切に取り扱います。

ウ)個人情報等の保護手法

当施設で取り扱われる各種情報を、個人情報、プライバシー情報、業務情報の3つの視ザ点から

適切な保護手法を計画と′、適宜に見直すことで適切な業務遂行をしますし

a.管理体制の整備

個人情報等の保護を確かなものとするため、各施設で保管する個人情報において、施設に

は個人情報管理責任者を定め、担当者は責任者の指示のもと適正に事務処理にあたります。ま

た、事業団本部においても本部組織としてその管理について、文書登録等でその情報について

管理します。

b.管理すべき情報の特定

当施設で扱われる情報を精査して、管理すべき隋報のリストを作成します。管理すべき盾報

は次のようなものが想定されます。

日個人の氏名、住所、長浜市民体育館等の利用履歴

日 団体の名称、代表者名、所在地、長浜市民体育館等の利用履歴

団体力測定等の個人データ

c.情報へのアクセス権限の確定

作成したリストに基づき、情報へのアクセス権限を

担当者ごとに決定します。アクセス権限を持たない職員が

情報にアクセスできないよう管理します。

日アクセス権限グループごとに鍵の掛かる引き出し、あるいはロッカーを用意する。

日鍵はアクセス権限グループの担当責任者が保管する。

日パソコンヘのログインを統括責任者、アクセス権限グループごとにユーザー登録をして、権限

のないものが他の権限が付与されたフォルダー、ファイルにアクセスできないようにする。

d.情報セキュリティー管理

情報セキュリ>ィ ーを確保するために、次のJ煮に取り組みます。
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日職員以外の者が事務室に出入りしないよう、部屋を空けるときには必ず施錠する。

日職員以外の者が立ち入らないよう注意し、市職員、再委託先業者職員等が受付事務室に立

ち入る必要がある場合には、身分証明書の提示を求め、確認のうえ、入退室記録簿に記入し

てもらう。

図市職員、再委託先業者職員が当施設内で作業を行う場合は、作業に必要な最小限の範囲

の立ち入りを許可し、原則として作業に立ち会う。

e.個人情報の破棄

保管期間が過ぎた個人情報の書類は、シュレッダーにて細かく、裁断、または、産業廃棄物

処理業者に委託し、適正に処理をしていただいています。電子機器に格納されているデータは、

データ消去ソフトを用い復元不可能な状態にします。

f.委託事業者への対応

個人情報の収集 目的の範囲内で外部に個人情報を預託する場合は、預託先の業者の個人

情報保護への取り組みを精査するとともに、秘密保持の契約を結び、個人情報の流出を防ぎま

す。

g.職員の個人情報保護の啓発

個人情報を管理するのは、職員ですので、職員の個人情報保護の意識を高めるとともに職員

が容易に持ち出せないよう1こする必要があります。

日着任時、および年1回、情報セキュリティー研修を実施する。

図当事業団に新規雇用された職員に対しては、個人情報保護誓約書の提出と個人情報保護

規定を破った時の罰則を設ける

日教室などの申し込み受付時などの機会をとらえて、職員朝礼や職員会議の場で、個人情報

保護の趣旨について再確認を行う。

図着任時、および年1回、情報セキュリティー研修を実施する。

図書類、データの持ち出しを防ぐため、出勤時に鞄等は各職員のロッカーに保管し、退勤時に

は現場責任者が書類等を持っていないことを確認する。

ア)情報公開についての対応

個人情報等の公開は、情報の保護と表裏の関係にあります。保護について適切に対応するこ

とはもちろん、法令に基づく公開についても十分な認識を持って適切に取り扱います。

a.長浜市からの情報公開要求への対応

個人情報公開手続きについては、長浜市個人情報保護条例第12条ないし第20条に詳細に

規定されています。

② 情報公開についても適切に対応します

70



これらの規定を十分理解した上、長浜市から個人情報の開示を求められた場合には、指示に

より適切に収扱います。

また、開示要求に迅速に対応できるよう、個人情報等の各種情報はインデックスを付けるな

ど、日頃から整理して保管するように努めます。

b.業務情報の開示

当事業団運営に関する業務情報は、ホームページ上や施設掲示板で積極的に開示し、運営

管理の透明性を高めます。

開示する内容は、当施設の利用状況、利用者からの苦情や要望とそれに対する対応、使用

不許可あるいは制限をした場合の理由、その他、利用者の利便性向上や権利保護に必要な情

報とします。
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(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。

長浜市と共に将来にわたつて自然とひとが共生し、快適に暮らすことができるよう良好

な環境を保全・創造することを目指します。

長浜市には、琵琶湖や姉サII、 伊吹山や横山など、美しい自然が数多くあり、市民にうるお

いとやすらぎをあたえ、暮らしやまちが豊かになつてきました。

長浜市民はその恩恵を受けていることを実感し、環境を大切にする人達が住むまちです。

そのようなまち、長浜市で′ム`の施設を運営する指定管理者も長浜市の環境施策をよく理

解し、環境への意識を高めて、当施設を運営管理することが賣務と考えています。

ア)長浜市における環境施策への理解と実践

長浜市では長浜市環境基本条例、長浜市環境基本計画、長浜市再生可能エネルギー利活用

方策、長浜市地球温暖化対策実行計画等の環境施策があります。当事業団は長浜市の事業者

として、長浜市の環境施策をよく理解し、長浜市の施策の支援と自らが実践していきます。

イ)3Rを重視した省資源化の実践

長浜市環境基本計画における重点施策として循環型社会形成推進が

掲げられ、その中の取り組みとして、3Rを重視した省資源化 プログラムが

あります。当施設の管理運営の置いても、3Rを切り日に、さまざまな取り組

みを行います。

Reuso
(両 手りrfま する〉

Rccycte
(「巧生させる )

Reduce
rるJ凝する)

a.具体的取り組み

3R 意味 具体的取り組み

Reduce(リデュース) 減量化

・詰め替え用洗剤や石けん水の利用
・集約印刷、両面印刷による用紙の減量化
・資料、書類の電子化をすすめ、ペーパレス化

を推進
・コアレストイレットペーパー使用

Reuse(リ ユース) 再利用
・印用1ミ スコピー用紙の裏紙を利用
・古封筒や文書ファイルの再利用

Recycle(リサイクル) 再資源化

・ペットボトルキャップの回収
・職員、利用者へのゴミ分別の徹底
・グリーン調達の徹底

b.利用者への呼びかけ

3Rの推進やもつたいないポスターを掲示し、施設利用者への環境への意識を啓蒙し、長浜

市の環境施策への協力を呼び掛けます。

① 3Rを重視した省資源化の実践
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② 省エネルギーヘの取り組み

ア)節電の取り組み

a.こまめな消灯

使用していない部屋は、常に消灯を心がけ、電気のつけっぱなしをな

くします。また、OA機器の電源についても小まめに切り節電に努めま

す。また、職員だけでなく利用者へも節電の啓蒙を行います。

b.間引き消灯

当施設の効用に配慮しながら、バックヤードや利用者に影響のない程

度に通路等で問引き消灯を行い、電力消費を押えます。

電灯スイッチ

c.照明の省電力化、LED化
芳 F_日 R胃 日日 監Ⅲ ヨみ ′ォ、,レ ゑ日う ノヽ‐ヅよち 降併ヨみ I入 ,′テ、廷 私けl′ ァ、1′ 、ア  B彗 私 ′ア、F'_｀t,十trィ ウ カ ノ ,ヽ9′″ Pヽ′″ ルヽ 日掌
ĺ入 I口 ,Aヽ 'ノ」′咄FIス Vノ /」 yヽふ /ψ″ ノ /ヽ処 Fl入「コVノ 中」′ヤ0｀ い― ツY  、ヽ ,(円 /ヽ Vノ

Iクバィc｀ 日́~″
1｀ /´ 1/ Vノ 〔〕Vノ と,(ロ

入します。また LED照明機器は従前の照明機器より高価なので、一度に交換は出来ませんが、

順次、照明の LED化も進め、さらなる電力消費を押えます。

d.冷房中の温度設定

冷房利用可能スペースおよび事務所には、温度計を設置し冷房中の室温が温度設定を

28℃になるよう1こ心がけます。また、職員はクールビズに努めます。

e.自動販売機の節電

飲料自動販売機の商品展示部蛍光灯のサ点灯時間を短縮し、節電します。

イ)節水への取り組み

職員へ節水への啓蒙をするだけでなく、トイレやシャワー室での節水のポスターを掲示し、不可用

者へ節水への協力をお願いします。また各水道蛇口には、取付け可能な場合

節水コマを取り付けます。

ウ)燃料節約への取り組み

公用での自動車使用については片道lkm以上の用務の場合のみとし、そ

れ未満の場所へは、公用 自転車や徒歩で移動します。また運転する際も、ア

イドリングストップなど環境にやさしい運転を心がけます。

ア)びわ湖一斉清掃への積極参加

滋賀県全体で取り組んでいる「びわ湖一斉清掃」、ここ長浜市も毎年7月 1日 に実施されていま

す。当事業団も「母なるびわ湖」をはじめとする自然の意みに感謝し、水環境の保全や美化の推

進など水源の里長浜市の自然環境を守り育てていくための実践活動として、同活動に毎年積極

的に参加しています。今後は職員の参加だけでなく、利用者への同活動の参加呼びかけも行い

ながら、琵琶湖の環境美化に貢献していきます。

駐停車時エンジンロ止

③ 環境美化への取り組み
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イ)コスモ アースコンシャス アクト クリーンロキヤンペーンin長浜 への協力

日本全体の放送局等が、年間通じて全国の海や公園などを舞台に、自然と親しみながら行う

清掃活動「コスモ アースコンシャス アクトクリーン。キャンペーン」、滋賀県では、エフエム滋賀

が主催で、琵琶湖岸に溜まったゴミや漂流物、釣り人が捨てたペットボトルや空きかんを集め清掃

活動を実施されます。滋賀県の水環境。自然環境を守り育てていくための実践活動として、参加、

利用者への参加呼びかけも行

いながら、琵琶湖の環境美化

に貢献していきます。
G。働酌③
EARTtt GON5GDOUS AGT

ウ)クリーンウォークの実施

長浜市民体育館では、毎年「健康増進」と「社会貢

献」を目的に、歩きながらのゴミ拾い美化活動「クリーン

ウォーク」を毎年 5月 に「ながはまウォークらぶ」と協力し

実施しています。1日 で軽トラ約2台分のゴミを収集し、

長浜市豊公園の環境美化に貢献しています。

【過去のクリーンウオーク風景】

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害 口事故等)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第一とし万全の備えと的確・迅速に対癌できる体制を整えます。

緊急事態に的確に対応し、利用者と職員の安全を確保するためには、普段の備えが肝Jb

です。緊急事態に的確に対応するための危機管理マニュアルを整備し、マニュアルに基づい

て、迅速に行動できるように、訓練を行ないます。

緊急事態時には、緊急事態組織体制を立ち上げ、訓練通りの行動と利用者の安全を考え

た臨機応変の対応をいたします。

管理施設においては、前記のとおり利用者の安心安全を第一に考え、事業団本部と
'兄

場施設

のダブルチェックのもと、万全の体制で維持管理を進めていくものとします。また、緊急事態に対

する万全の備えや予防策もとりながら施設管理を行ってまいります。しかしながら、大小関わら

ず、やはり現場では予期せぬ事故も発生してしまいます。そういった万が一の施設内事故につて

は、事業団全体として誠意を持って迅速に対応します。

① 保険加入による事故に対する備え
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指定管理者の責務として、公益財団法人日本体育施設協会の「スポーン施設ファシリティーズ

保険」に加入します。

【加入予定の保険内容】

施設名 施設賠償責任保険

指定管理全施設

対人賠償 (1事故 ) 対物賠償

1.5億円 1億円

緊急事態に対応するためには、遭遇した時にどのように行動すべきかを明確にする必要があり

ます。長浜市民体育館では、さまざまな事態を想定した危機管理マニュアルを整備し、それぞれ

の緊急事態に応じて行動すべきことを明確にしています。

ア)さまざまな事態を想定したマニュアルの整備

当施設では、平成20年に危機管理マニュアルを制定、毎年見直しをして、現在第5版となって

います。マニュアルは下記の通りです。

このマニュアルは、全般的な緊急時対応の他、火災、地震など事案に応じた対応策をまとめた

もので、それぞれの事案に応じて的確に実践に移せるよう工夫しています。

さらに今後は、原発事故対応マニュアルを長浜市作成の「原子力防災ハンドブック」に基づい

て作成予定です。

【長浜文化スポーツ振興事業国日危機管理マニュアルの構成】

② 緊急事態に対する万全の備え

危機管理の項目 概要

緊急
ケガ・事故、停電、突発的な設備・機器の故障、不審者の侵入、不審

電話等の緊急・〕に常事態の対応

火災時 火災発生時の通報手順、初期消火対応、避難誘導など

地震 地震発生時の情報収集、避難誘導、連絡体制など

風水害
大雨・洪水・暴風雨警報が発令され、長浜市の風水害初動応急に連

動した対応フローなど

原発事故 「原子力防災ハンドブック」に基づいて今後作成予定。
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躍a・算常事B対応マ
~‐

アル

① 停電、突発的な設備・強器の故障、不審者の侵入、不審電話等の緊急・非常事態については、

下記の「緊急・非常時体制フロー」とおり対応するもの上する。

② 情報集約・管理は施設においては館長、本部事務局においては常務理事(不在の場合は事務局

長)があたるものとするa

O 重大事故等の発生の場合は、速やかに事敏対策本部を本部事務局に設置し、本部長に1まユ躍事
長が当たるものとする。

【緊急・非常時体制フロー】

1非常事態の発生
:

中

0状況・被審等の把緩
②散助・】F難誘導等実施
⑬館長への連絡

■  構

I

▲
Ｔ
Ｉ
Ｉ

⑪状況・被書等の把橿
②関係機関等へ通報・連絡
③各職員へ対応指示

町 し : 贈 り

１
‥
▼ ↓

__… _1 _

職員調査・修理等 |
1 lf工 :i■ i二こ:ri
保守,修理業者等 |

(電力,ガス・水道後牲等〉 |

‐
こ下事

=万
蘭可冠涌イれ

ど

シティガス 65-7803
水越企業回ぢ62-4101

|

↓ |

0彼害状況等情申段収鍵
②昌日係機関等との連絡・調整
③対策本部の設置(役員・職員等擢集,

0対策協撤と対応指示
⑤報通機閣等への情報提供等スポーツ振興課

私.68-8787

対策本部
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火贅時初路対応マ
~・

_アル

0 長浜市民体育館において「大受報知の町島動」「火災通奪霞ュ発くあった場合は、冷静かつ迅速に

下毎己の r火災時対応フロー」とおり対応するものとする。

② 情報集約・管理は施設においては館長、本部事務局においては鷲務ユ里事(不在の
'轟

合は事務局

長)があたるものとする。

e 重大事故等の発生の場合は、遠やかに事紋対策本部を本部事務局に設置し、本部長には
'理

事長
が当たるものとする。

【火災時対応フロー】

競 e
確認係:EI EIEl

こ戦況 被ヽ害等のl□優
は欄係機関等へ通観・連絡

山火■ 確認係 i□ El □

i 誤 報
I

事務虫

Eユ

Ｉ
Ｉ
Ｂ
エr市民体冑館のOttOOで 火事です。

ただいまOOの状況です。手
t通事【l黒 :El自 誤報の旨放送

消防±1翼 9

遜報係:ロロ|『尾患黒g轟益ごぞ隆さ芦免
着いて

|

「ただいまの非常放進は韻観でし
た。お騒がせお能びいたとます。

通報係:□ B□
| 日本部事務局 :文義会館 S3-7400

B□E】ロロ (自 宅,●●―●●●● 〔携帯)●●●―●●●●…●0●●
B□a□□ r自 宅ン●●一●●●● 〔携帝,●●●―●●●●―●0●●

m i  ■□ロロロ 〔自宅,● ●―●●●● (協 韓)●●●―●●●●―●●●●
i  ■□□□□ 〔自宅)●●―●●●● 〔持帯,●●●―●●●●―●●●●
,__…               Ⅲ                      …

避推e誘 導係:□ □□

・非常口をFォ骨触する
。安全かつ最短の経路で中央公園グラウンドまで

'れ

寄尋する笠

救護係:自 EI El

'利用著点呼確認 ・不明者所在確認  ・けが大等への応急激艇

消火係:日 ロロ

・消火器等による初期消火
0績害状況等横報l慎娘
B聞孫l騰闘等と『

》通構・嗣控
0対策本部の徹避〔投員・H競員等招集,

①対策協触と対Fよ,指示

り報整機閥等への構学口提供等

情報収集係:El□
=l

・消火需等による初期
'H火

スポーツ振興課
已,00中8707対策本部

盛謀■:il:r

瀧 1,|■■却

1鰯|(IIIユと五1亀穏選鶴

舞尊,1 ・斗
・
一

守一　与

騒簸ユ覧
=翻 一
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亀踊 初戯館応マ
~呵

アル

ё 長浜市民体育館において「地震メール」 r防災撫線による予報」等があつた場合は、冷静かつ

迅速に下記の「地震時対応フローJと おり対応するものとするn

② 情報集約・管理は施設においてiよ 館長、本部事務局においてfま 常務理事(不在の場合は事務局

長)があたるものとする。

9 重六事敷等の発生の場合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、本部長には理事長

が当たるも
')と

する。

【地震時対応フロー】

萌

iO地履の大ききの把想

確諺係 :EI Elど・
関係機関等へ通阜1・ 連絡

確認爆:ロロ里
rただいま康震OOの地震が党としました。(の予争眼です)

ものね9窃ちてこない所へ蕗ち贈いて避難してください.J

確認係:D EIEl

■ 場

事‖

狙

事窮童

通報保:El□ Ell

消防 119

被害なし

『市民体膏館のOttOOでけが人ですt

差指いまOOの状況です。ょ
対策本部

本部事務局に逮絡

■ネ都事務局!文 芸会館 63-7400
日E〕[l□ □ (自 宅)0●-0●0● 登携帝)0●●―

"●
●-0●●●

ロロロロロ (自 宅)●●―●●●● 〔携帯Ⅲ●●●…●●●●…●●●●
BロロロEl(自 宅)0●―●●●● 〔焼等,●●●…●●●●―●●●●
EEttl□ El(自 宅チ0●-0●●● 〔協帯〉0●●-0●●●-0● 0●

通報f黒 :El□

避推誘導係:EI B El

・非常口を開放する
・安全かつ最短の経路で中央公園ゲラウンドまで誘導する彎

枚護保:a□ □

と利用者森E乎 確認  ,不 明者所種確認  `け が人等への応急救護

情報収集

: 働観逮機関等への情報提供等

ゆ舛係!E〕 El□ 現場対応:全確貫

・長浜市の対策本部、市1議 員と連携をとりながら訴求な受け入れ態勢をとる!

スポーツ振興課
L.OS-6B82

①機密状況等備線取焦
係:□ □□            ュ ●関係犠岡等との連絡・翻整

e射無本部の設置〔役員・1霊員等招焦,綾審状況等と閲保機関等への連絡 :

`い対策協議と対応指示

一

―

対策本部

隷 革:士 下|li瑯

鰯   【罐
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台■ttt輩もB水書対応マれ アル

C)長浜市において「台風」 rゲ リラ棄面」等があつた場合は、冷静かつ迅速に下記の「地震時対応

フローJと おり対応するものとする。

り 出鋤については、原員1と して、大爾・洪水・暴嵐涌警報が発令され、長浜市の風水害初勤応急休

とも連動しながら、常務ユ理事 (不在の場合は事務局長)の判断により決定する。

e ttЯ尋外時の対応については、常務理事、事務局長、書事、韓佐での事業観全体での対応を初動体

とする4他の囲1員 については 所ゝ在を明らかにし連絡がとれる状態で待機することっ

④ 体制は、以下の「凰水審体制フロ…」のとおりとする独

【風水書体制フロー】

構 爵

確認係:a口鳴

0合風の大きさの櫂緯
は関係機閣等へ鑢鞭=連絡

輌

朗 辮 凛
●台鼠擦抵時に、台胤の備えや、情かが壊れたりした舶と
は大賞危険曾李な 点検や緊急声Ⅲlとでる時は、働aal二よる
船来約を醸に負けて死亡する事敬おt多いのでヽ ルメットや
安全惜をかふることこ

●点検備や対応備も、まず自分9,身を守ることおく量裏.

絶朗に無輻はしない.

館長(移事〕 参事/補償 |

通報係 :□ EIC]・ 「ただぃまOOの状況です.お帰りの際
|は、 十分お気を付1,てお婦りくだき

■ 絹

遠縦最 日本部事務局:文表会館 83-7400

韓

ロロロロロ (自 宅,0●一●●0●
〔鶴韓)●●●…●●●●―●●●●

■ロロロロ (自宅,0●―●●●●
1陰帝)●●●―●●●●―●●●●

日目倒□□ 〔自宅)●●―●●●●

■ロロロロ
働帝)0●●い0●●●―●●●●
自宅う0● ―●●●●

燒帝)●●●―●●●●-0●●●

I属市0労驚本

“

Ⅲ申職R担菫離 とりながら市と口旧した射廊と口心.

0被害状況等l‖0収集

弾関係機関等との連帝岳・観豊
3,館鋒本部の般越i投員。

H臓員等招集〕
0対策協議と対応指示

λポーツ振興課
L.86-3787

i虫lrii:il,11ifil:i

|:|:||― IIキ liとこれ錠| 機 III.I.■屯亀

対策本部

遊静i,11rii:藤

ゴ111i-1111す Fif
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イ)安全管理体制

危機管理マニュアルが整備されているだけでは不十分です。事故を発生させない防災を日常

的に心掛け実践する、いざという時にマニュアルの手順が機能することが必要です。

当事業団本部では、理事長を本部長、危機管理担当者、各施設統括責任者をメンバーとする

危機管理委員会を設置して、危機管理マニュアルの改訂、防災計画立案、防災教育研修、毎年

のレビューを実施しています。

各施設には館長を責任者とする自主防災組織を設置して、防災計画の現場適用、防災教育

研修の実施、万―の場合の出動体制を整えています。

危機管理委員会の取り組み事項

□毎年 1回実施するマネジメントレビューで、安全管理状況を確認し、次年度の安全管

理・事故防止計画、情報セキュリティー計画を立案します。

昭マネジメントレビューに基づいて、改善策を自主防災組織に指示します。緊急性の高

い改善があ要なときは、本部長の判断で随時、マネジメントレビューを実施します。

自主防災組織の取り組み事項

□日常業務で気づいたことなどを黄任者や本音日長に報告し、計画策定へ反映させます。

□安全管理・日′芭災に関する訓練を実施します。 訓練項目 年2回の消防・避難誘導訓

練、救命訓練

口定期点検とは別に、日常点検として消火器・消火栓の状況を芋巴握し、不都合発生時に

は直ちに対処します。

【安全管理体制】

危機管理委員会
長浜文化スポーツ振興事業団

本部長 理事長

的 柳
責任者 館長

組織員 全職員

管轄事項

①安全管理計画、教育研修計画立案
②レビューの実施と改善指示
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③ 利用者の安全を第一に緊急時対応を迅速に行います

発 見 者

長 浜 市

ア)緊急時の体制 (総合版 )

差登幸瞑

環 場 担 当 者

↓ 報告

管理 菅
!  芋旨示

幸侵告 〕‐‐‐‐‐‐‐………………Ⅲt〕 ド| 事 業 爾 本 部

■

【通 報・連 絡 班 】
関 係 機 関 へ の 通 線
及 び施 設 内 アナ ウンス

ヤ
【避 難 誘 導 班 】
施 設 内 利 用 者 の
避 難 誘 導 及 び
避 難 確 認

ヤ
【初 期 対 応 班 】
初 期 消 火 活 動 及 び
急 病 人 ‐

事 故 等 へ の 対 応

【緊急時の組織体制 総合版】

緊急時には、上記の体制をとり、各職員が前記の個別 (緊急・火災・地震・風水害)マニュアル

に従い通報連絡、避難誘導、初期対応それぞれに分かれ、それぞれの役割を同時に行うことで、

迅速に事故対応にあたります。

イ)大規模災害時 (地震、台風等)の対応

a。 利用者の安全確保

大規模災害時には、まず利用者の安全確保を最優先にします。施設内の利用者に、避難を

呼びかけるとともに、訓練で培った実行可能なノウハウと下記の避難誘導経路図に基づき、利用

者を安全な地域へと誘導します。施設内を巡回し、逃げ遅れた人や怪我等で動けない人がいな

いかを捜索します。発見次第、安全な地域への移動や搬送を行います。怪我人に対しては、応

急措置を講じるとともに近隣の病院へ連絡し対応します。

【長浜市民体育館 避難誘導経路図 例】

警 察 署

,肖 防 署

保 健 セ ン ター

電 力・ガ ス 会 社

救 急 病 院
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b.2次 災害の防止

自然災害による施設内の破損個所を特定し、応急処置ができるものは即座に行います。処置

が不可能な場所は、危険個所として利用者の使用禁上、立入禁止処置を施し、2次災害を防ぎ

ます。

c.対策本部の立ち上げ

非常時には、デ兄地対策本部と事業団内に早急に対策本部を立ち上げ、災害に迅速かつ的確

に対応できる明確な指示系統を構築し、現場への支援を行います。現地対策本部での情報収

集と災害対応策の実施、事業団対策本部での長浜市、消防、警察、病院等関係各機関との調

整、現場への支援策の策定や支援を行い、利用者の安全確保に努めます。

大規模災害発生時には、長浜市民体育館が長浜市の指定避難場所に位置付けられています。

当施設では、前記の緊急時の対応マニュアルに従い関係各機関と連携し、特定避難場所として

の機能を発揮するようにいたします。

長浜市地域防災計画 概要版に長浜市民体育館の「避難所」としての応急対策について以下

のとおり明記されています。施設管理者として非常時には全力で受け入れ態勢を整え、この役割

を十分理解し、長浜市の災害対策の一翼を担っていきたいと考えています。

公共施設応急対策 (都市建設部、北部振興局、各支所、各施設管理者)

公共施設のうち、市庁舎、消防署、集積拠点、学校、体育館等避難所予定施設等、

災害応急対策、復旧活動の拠点となる施設の管理者は、自主的かつ迅速に建築物等の

被害状況を把握し、応急復旧を行うものとする。

長浜市地域防災計画 概要版の第3章 第4節 第6より抜粋

その他にも、犯罪。事件、事故の緊急事態や近年では熱中症や暴風雨。雷等の利用者の安全

を脅かす事態が注目されています。これらの対応策や予防策も考えておく必要があると考えます。

④ 市の特定避難場所として避難所開設に向けて迅速に対応します

⑤ その他の緊急事態の発生時の対応と予防策

対応 予防策

犯罪・事件

警察署への通報と緊急連絡網を使つて

職員の情報共有と利用者への注意喚起
を行い、犯罪から利用者を守ります。

警察の捜査協力に全面的に協力し、犯
罪・事件の早期終息へ貢献します。

・日常から、警察と連携し、不審者情

報、犯罪情報の入手
・職員の施設内巡回による施設内の

監視
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事故

事故現場からの利用者の隔離による安

全確保を行い立入禁止措置を請じます。

怪我人等は、程度により、応急措置、病

院への搬送と適切な対応を行います

事故原因を、特定し、対策を施し、再発

防止に努めます。

・施設、運動器具の予防保全の徹底
・利用者への注意喚起
・危険個所への立入禁止措置

熱中症

利用者を涼しいところに移動し、衣類を

ゆるめ、ぬれタオルや氷嚢で体温を下げる

処置を施し、水分補給を行います。病院、

救急へ連絡し適切な対応を取ります。

・暑さ指数(WBGT)に基づく、利用者
への熱中症への注意喚起 (現在気

温、休憩、水分補給等 )

暴風雨・雷

暴雨風による飛散物によるけがや落雷
等の怪我人の発生の場合、程度により応
急措置、病院への搬送と適切な対応を行
います。飛散物、落ち枝等の撤去をしま

す。

・警報の発令周知
_臣 rh.、 ハ n`t汁Ⅲ.´ハ雨 ァド_′ ,、 1_I‐
ザ全 r、Jマ

、、′ノ翼十六L｀′ノ
「

r(〃 /`v't′

・高い本の下から離身14る旨注意喚起
・看板等の撤去又は固定強化

⑥ AED(自動体外式除細動器)の更新を行います

現在、長浜体育館等の施設にはAEDを設置しており、その他屋外のイベン

ト事業でもレンタルAEDを活用し安全対策を図つています。しかし、AEDに
は、バンテリ~や付属消耗品を含めた耐用年数があり、6～ 8年となっていま

す。私たちは、AEDや付属消耗品の日々の日常点検はもちろんのこと、耐用

年数の把握から長期管理者としてのメリットを最大限に活かした更新計画まで

作成し、AEDによる利用者の安全確保に努めてきます。

前記の利用促進の具体的な取組みでも取り上げましたが、今年は歴史的酷暑に見舞われ、エ

アコンのないアリーナでの競技 (卓球、バドミントン、バスケットボール、ボレーボール等)は、非常

に過酷なプレー環境となっていました。最善は、アリーナにエアコンが設置されることですが、これ

には莫大な費用もかかり直ぐに対応するのは困難です。し

かしながら私たちは、経験の知恵と工夫から私たちにでき

る下記のような具体策をとり、利用者を熱中症から守りま

す。また、万が一症状が発症した場合でも、利用者の安全

のため前記マニュアルのとおり迅速かつ適切な対応を取り

ます。

a.業務用大型扇風機 いスポッ トクーラーの設置

b.熱中症計の購入と貸出し

c.避難場所としてのエアコンルーム開放
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⑦ 利用者を熱中症から守る様 な々取り組みを行います

鬱
冷 房 中

お入り(井_さい

強て下 自由に

■ さ 避 贈

【避難場所としてのエアコンルーム開放】



③ デジタ,レlT技術とアナログ地域連携を駆使し施設の監視を行います

長浜市民体育館において、トレーニング用具が設置してあるトレーニング室や高齢者利用の多

い卓球室などは、維持管理、安全確保のため、特に普段から重点的に施設巡回を行っています。

しかし、巡回時以外は目が届かないのが実情です。しかし、災害時の緊急時は、即時、その状況

を把握しなければいけなければと考えています。離れている無人施設、長浜球場、長浜市武徳

殿、西中ナイターの施設に於いては、アナログ的な地域連携から近隣のコンビニや商店等との協

力体制を構築し、事件事故の発生、不審者の侵入、犯罪抑止、災害時の状況確認等のチェック

と報告をお願いします。また、体育館にはWebカメラを活用し、職員が常駐できない部屋につい

ての監視を行います。このようにIT技術と地域連携により利用者の安全確保に貢献します。

【デジタルとアナログによる遠隔監視体制図 案】

事業国本部

長浜市民体育館   長浜市民庭球場 異常があれば

すぐに現場直行 !

地域連絡と協力体制による迅速な報告

長浜西中学校 セブンイレブン 個人商店

西 中ナイター 長浜球場

【市内に点在する無人管理施設】

長浜市武徳殿

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入 してください。

◇ヽ
ヽ
Ｌ
が
〆

カメラWeb

1 li411111till]

ア)公共スポーツ施設

a.神照運動公園

b.長浜市レクリエーション広場

平成元年～ }見在

平成 22年～現在
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c。 新長浜市民プール

d.浅井B&G体育館

e.B&Gプ ール

∴ B&G艇 庫

g.B&Gテ ニスコート

h.浅井球場

i.ふれあいグラウンド

ユ 野外スラージ

k.浅井体育館

1.希望の郷公園

m.農村環境改善センター

n.河川敷GG場。GB場

イ)公共文化施設

a.長浜文化芸術会館

b.長浜サンパレス

ウ)直営スポーツ施設

a.長浜サンドーム

c.長浜ヨットハーバー

b。 すぱ―く浅井

工)過去の管理運営実績

a.旧長浜市民プール

b.長浜市サイクリングターミナル

c.長浜市民会館

d.リュートプラザ

e.浅井文化ホール

∴ 国際交流ハIンス

19年間管理運営

37年間管理運営

22年間管理運営

平成26年～現在

平成元年～現在

平成元年～現在

平成元年～現在

平成4年～現在

平成2年～現在

平成6年～現在

平成3年～現在

平成元年～現在

平成3年～現在

平成4年～現在

平成元年～現在

5年間管理運営

30年間管理運営

80年間管理運営

30年間管理運営

27年間管理運営

29年間管理運営

25年間管理運営

28年間管理運営

30年間管理運営

28年間管理運営

27年間管理運営

30年間管理運営

平成18年～F兄在

昭和57年～チ兄在

13年間管理運営

37年間管理運営

平成12年～現在

昭和57年～現在

平成8年～現在
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7 自由提案

その他施設の管理運営業務の効果的・効率的な取り組みや今回の募集の趣旨達成に向け

た貴団体の独自の取り組み、アピールしたいこと、また地域振興への取り組みについて記載

してください。(例 :国民スポーツ大会開催、開催後に向けた取り組みなど)

長浜市民体育館は、当事業団の定款にもありますように「地域住民の文化及びスポーツの振興

発展と豊かな人間性の涵養に寄与する」ため、現在も施設管理事業・スポーツ振興事業の2本柱

を中心に各種事業展開を行っています。

この目的は、長浜市民スポーツ施設条例の第1条「市民一般の体育及びスポーツの普及振興を

図るため」長浜市運動場照明施設条例の第1条「社会体育の普及、振興を図るため」というスポー

ツ施設の設置 目的と全く同じであり、当事業団はその目的を長浜市と共有しながら長浜地域の

方々のスポーツ振興の裾野を底辺から担い各施設の管理運営を行ってきました。

今 終幸、各スポーツ怖設 の 譜晋 目的升+ノ7,｀丁軍惚 1 /つつ、よリー層の創青工夫を重ね「安 J泌・安全・

平凱 適」な施設になるよう維持管理運営に努めます。またスポーツの振興事業に於いても、子
ど幸ゝから高齢者、しょうがい者まで多岐にわたる 施し、「だれもが、いつでも、どこでも、い

つまでモ)スポーツを楽しめる市民主 スポーン施設」実現を目指します。

しかしながら、当事業団や長浜市民体育館だけでこの目的を達成することは困難であろうと考え

ます。そこで目的達成に向けては、スポーツ協会加盟団体やスポーン少年団等の「活動団体 J、 し

■うがい者 支援センターや支ちづくリセンターなどの「地域団体 |、「総合型地域スポーツクラブ I、

「地元企業」、「行政」、大学や教育委員会等の「教育関係機関」、そして忘れてはいけないのが

「利用者 |や「ボランティア Iなどの「長浜市民 |、 らゆる人や団体と連携。協働しながら長浜市のス

今後も長浜市民体育館では、長浜市民と共に市民の多様なライフスタイルや様々なニーズに対

応したスポーンの普及振興を図り、「長浜市スポーツ振興計画」や「健康ながはま21」 の数値 目標

「成人の週1回以上のスポーツ実施率が50%となることを目指します」の達成に寄与貢献し続けて

いきます。ひいては長浜市とともに市民がいきいきと生活できる健康なまちづくりを進めていきたい

と考えています。

当事業国では、長浜市のスポーツ振興施策に長年携わってまいりましたが、まだまだスポーンを

取り巻く現状には課題があると認識しています。

まず1つ 目は、長浜市の子どもたちの運動離れによる体力低下です。(平成27年度の「全国体

力・運動能力、運動習慣等調査(全国体カナスト)」 滋賀県小学校 5年 39位)現在の子どもたち

の冴スト結果をその親の世代である約40年前と比較すると、ほとんどのテスト項 目において、子ども

の世代が親の世代を下まわっています。一方、身長、体重など子どもの体格についても同様に比

較すると、逆に親の世代を上回つています。このように、体格が向上しているにもかかわらず、体

力・運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示しているといえ
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ます。また、最近の子ども達は、靴のひもを結べない、スキップができないなど、自分の身体を操作

するコーディネーション能力の低 ドも指摘されています。

2つ 目は、低い成人の運動実施率の割合です。(全国平均 42.5%※第2期スポーン基本計

画から 長浜市 42%※長浜市スポーン推進計画から)ライフステージに応じた「いつでも どこ

でも いつまでも」スポーンに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向けた数値目標として

国が掲げているのが運動実施率65%、 長浜市の目標が65%です。長浜市ではこの数値に届い

ていないのが現状です。また現在、長浜市の1人あたりの医療費は年々増加 (長浜市国民健康保

険運営協議会説明資料1より)しており、医療費が増加していくことは、長浜市の財政を逼迫させて

いく要因の一つとも考えられ、予防医学の観点からも市民が日常的に運動に取り組む機会を増や

していく必要があると考えています。

これら2′点の課題、また市のそのイ也の施策方針も十分に
'沓

立 _、 _長浜市民体直館でl‐よ今後も
「KIDS体 力向上事業 |「アスリートキッズの育 ― 卜事業 I「 ウォーキング推准事業 I狩董′点事業

ていきます。

また、滋賀県は2024年には2巡 目の全国スポーン大会・全国障害者スポーン大会が開催され

ます。前回の昭和56年「びわこ国体」の時は、長浜市が水球、柔道、弓道、ソフトテニス等の競技

会場となり、その名残からかチ兄在でもこれらの競技は、長浜市は強豪都市と言われています。202

4年は、現在「柔道」「ソフトテニス」「相撲」3競技が決定していますが、これらの競技や大会全体を

支援することで長浜市を盛り上げ、大会のレガシーを将来の長浜市に残していく役割も担っていき

たいと考えています。

また、同大会は6年も先の大会ですが、そこで活躍が期待されるのは、現在の小学生や中学生、

高校生等の子ども達です。6年後、選手として長浜市の子どもたちが活躍できるよう長期的な展望

の中で、選手育成や支援をしていく必要もあると考えます。そのため長浜市民体育館では、①指

導者の指導技術向上のための事業「ジュニア指導者育成事業」②子どもたちの基礎運動能力の

向上を目的とした「文スポ KIDS体力向上事業の強化」③スポーツ大学と連携したジュニアアスリ

ートトレーニングの実施 (各種スポーツ関係団体とも連携)等を中長期的な視点から推進していきま

す。このようなジュニア育成等の中長期的な観点での取り組みについては、長年長浜市のスポー

ンに携わっている当事業団ならではの取り組みであると考えております。

さら1豊 当事業国はスポーンだけでなく長浜市民の文化振興

じた生き甲斐づくり、健康・趣味といったスポ―ン・文化が共涌に持つ地域活力の創造にモぅ貢献し

ていきます。

私たちは、今後もスポーツや文化を通じて全身全霊で長浜市の「人づくり。健康づくり」「環境づく

り」「まちづくりJに取り組/ッできたいと考えています。
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