
様式第 2号

事業計画書

の書式で別紙 (A4版 )

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。

当該施設は、長浜市の総合計画にもある「交通体系の整備 日維持」として、

「鉄道の利用促進 と利便性の向上」の主旨に則 り、虎姫地域及びその周辺地

域 を含め 」Rの 利用者や観光客の公共の足 として大変重要 と考えています。

また、コミュニテ イー施設 として就業者の手軽で便利な交通の手段である自

転車の駐輪場 と しての役割 を果 し利用者の利便性 と財産の保全 を提供する

のみな らず、県内外か ら数多 く訪れ る観光客や商店街の利用客、近隣の就労

者のために、安全で快適、健全な景観の保全、通行の危険の防止、放置車の

防止、盗難の防止等駐車秩序、社会秩序の向上の上でな くてはな らない施設

である。公の施設であるとの認識を持ち美化を図り、不特定多数の利用者に考慮し、

安全管理に万全を期さなくてはならない。又、利用者のニーズに的確に応えサービス

の向上を図る事を基本方針とします。

重点管理方針
1、 安心、安全な施設運営

2～ 利用者の利便性最大化

3、 地域活性の拠点

(2)指定管理者を希望する理由 日目的を提示してください。

弊社は、虎姫駅前の賑わい創出、地域活性化を目的に設立された会社として、合併

以前より、隣接する商業テナント施設との相乗効果で、虎姫駅前の活性化、地域振興

を手掛け、平成 18年からは当該施設の指定管理者として駅利用者に安全で安心感を

提供し、心地よく駅を利用 していただけるように努め、利用促進を図つてまいりまし

た。

昨年度からは商業施設に地元の障害者施設「湖北タウンホーム」が障害者の就労継

続支援施設B型事業所を開設され地域の賑わいに繋がつています。

(株)ま ちづくり虎姫の設立時の目的である駅前の活性化、地域振興を夏に促進し

ていきたく、 10年を超える実績をもとに継続し指定管理者を希望するものです。

が不足する場合は、同
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を作成してください。



2 組織体制 L職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

券売業務にっいては4人体制を組み、隔日ローテーション就業の出勤体制をとる。
普F費より健康管理に気を酉己り、業務に支障のない様にする。
全体管理については、週3.5日 の勤務体制で 1名 (駅長)ィ が業務運営にあたる。

駅員

指定管理責任者

管理運営総括 事務総括 職員の人事 B服務
苦情処理、安全管理

駅長

受付業務 施設・設備の修繕 受託予算の編成 H執行
物品調達 日管理・処分 文書の収受 B管理
施設の管理運営 月例業務報告書の作成
職員勤務ローテーション作成等
経理 B管理 苦情処理 安全管理 防火管理者

駅員

発券事務業務

定期点検業務

受付窓口業務等 4人隔日ローテーション勤務

法規 人ヽ権・接遇等おいて研修を実施。

山内 健次

藤本 利夫

職員 (4人 )
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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。

(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しヽ。

」R施設を併用している為、JR職員経験者を採用し、安心 。安全の確保と

利用者の利便性を考慮する。

更に該当職員には、サービス業の基本的な接客応対研修を実施し、公的施設で

ある事を認識させる為の社内研修に務めます1

社員教育の充実等資質の向上を図り年に 1～ 2回、職員に接客研修を行う。

また、職員と取締役とで、課題等の意見交換を行い、問題点があれば、改善に

向けての対応をしていく。

役職 担当業務内容 資格 a能力等 雇用形態 勤務形態

(例)館長 甲種防火管理者 常勤
通常勤務

8:30-17: 15

駅長 管I塁業務 甲種防火管理斉
元」R管理者

常勤 9:00-16 :00

駅員 窓園券売業務 元 」R職員 常勤 7 : 10-16:40

駅員 窓回券売業務 元」R職員 常勤 7 : 10-16 : 40

駅員 窓口券売業務 元 」R職員 常勤 7: 10-16:40

駅員 窓口券莞業務 元」R職員 常勤 7 : 10-16 :40

が不足する場合は、同様の書式で (A4版 )

幾

してく さヤヽ。



3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的
含む。)及び達成目標を提示してく

な取組 (施設の特色を
ださい。

活か した自主事業の展開を

1、 併設テナント施設の有効活用と地域、福祉貢献に向けた取り組みとして、現在ダ
イニングカフェや就労継続支援 B型施設の集客相乗効果と認識度アップを進めて
います。

具体白勺には
。両テナント通り抜けの確保
口まち会社とテナントとの定期情報交換会
ロチラシ周知
。多目的広場での共同イベント (カ フェ、施設含めて)

2、 虎姫写尺前多目的広場 (通称ココ広場)の活用
口自治会納涼祭
口就労施設における作業場所

特に、多目的広場の活用促進を図るための宣伝広報を、チラシ等を作成 し、虎
姫駅また、旧虎姫町以外に向けて行う。
近隣地域に偏ることなくインターネットのホームページ、広報チラシ等を活用し
て、広く町民に周知し利用を促進 します。
誰もが気軽に利用できる、楽 しい街のシンボルとなるコミュニティハウスを目

指 します。

3、 レンタサイクリングの活用、拡大

地域の自然、特色ある史跡めぐりのスター ト拠点としてのサイクリング利用客の
更なる普及と増加をはかリサイクリング利用料の増収をはかります。
そのために、

①認知度の拡大
H施設入口に立て看板設置
Hチ ラシ配布

②将来的には電動自転車導入による利用者拡大

【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠
平成 31年度 700人 /日 人口の減少と、定期券等がカー ド化になり、当駅で

の販売ができなく、利用者のユーズに答えることが
できないため厳しい状況である。しかし、現状維持
を目指す。

平成 32年度 710人 /日
平成 33年度 720人 /日
平成 34年度 730人 /口
平成 35年度 740人 /日

同様の書式で別紙 (A4版)を

ド
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(2)地域・関係機関 ヨ

ださい。

ランテイア等との連携についての考え方や方策を提示してく

H市行政をはじめ県関係機関、商工会 B観光協会、地元虎姫本町や小中学校・社会福

祉協議会等との緊密な連携を重視し、地域のコミュニテイー施設としての機能充実に

努めます。

特に

①虎姫地域づくり協議会との連携

②東浅井商工会との連携

③虎御前山顕彰会との交流

④」R長浜駅及びJRハイキング等との情報交換

・地域の防犯・防火 B交通安全等の生活の安心安全のために、虎姫警部交番および

東浅井消防署と連携し、啓発活動等に参画します。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

1 広報活動
日施設のPRや情報提供のために会社ホームページの活用や掲示板を作成し

情報を発信します。
と虎姫時遊館と一体のなつたPRやイベント発信を実施します。

2、 お迎えチランの作成 日配布
B他地域からの来場者の方に虎姫地域や周辺の観光案内や施設紹介のチランを

作成し、駅の出入口に設置し周知をします。

(A4版 )欄が不足 る場合は、
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してください。



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。

①利用者に対して、積極的に声かけをして、利用者ニーズの把握に努め、改善に活か
します。特に利用者等に、アンケー トを実施し、お客様の要望及び意見を把握して、
サービスの向上を図ります。
具体的なアンケー ト内容は

定期的な利用者アンケー トを実施ニーズ把握と対応検討
①利用者満足度

②職員応対度

③要望等

②職員にお客様ニーズ観察、把握
駅職員の顔の見える施設として乗車券等の発券を実施していますが、駅職員の

経験とその特徴をいかしお客様や来場者との交流 日ふれあいを通じニーズの把握や利
便性の改善に努めます。

(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。

1、 苦情や トラブルが発生した時は、相手の主張や要望を聞き、共感的に理解しな
がら、運営管理のルールを説明し、誡意ある対応をするよう努めていきますし

2、 苦情等の情報は駅職員の全員が共有するとともに対応の均一化をはかります。

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

1、 駐輪場内の整列駐車の推進
たくさん駐輪できるように、整理し長期駐車している自転車に、警告等の
貼り紙をします。

2、 マナー向上指導

特に学生のマナーが悪いので、マナーアップに向けての指導等を今以上に、き
め細かく進めます。

3、 施設内外の美化

日々駅職員が施設の美化や整理整頓を意識 した行動を進め、週一回、市内福祉
施設の清掃実施を依頼実施します。

欄が不足する場合は、 書式で別紙 (A4
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5 施設の管理運営等
(1) の 営における経費節減のための取組について提示してく さい。

固定費的な経費の圧縮を図ると共に、水道光熱費等変動に係る経費については、努

力項目とし、全体的な経費の圧縮に努めます。

最低限の照度を確保する照明により、経費肖1減を図る。

しかし、建設後、20年近いという期間が経過し、あちこちに傷みが発生している

状況である、平成31年度に施設現状調査並びに修繕個所の優先順位と自前、専門業

者等への依頼を3か年計画で進める。

(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

虎姫駅前多目的広場 1時間 200円

H水道代 (1日 )

500円
・電気代 (1日 )

500円

(利用料金の設定根拠)

施設面積が小さいので現料金が妥当であると考える、収入は現状より増を狙う。

【利用料金の承認申請額設定の考え方】

商工観光の振興及び地域産業の健金な発展を通して、商店街の活性並びに地域住民

等のふれあいの場として幅広く活用される施設になるよう、一人でも多くの方々に利

用して頂ける様、気軽に利用し易い設定とする。

【減免の考え方】

学校関係や市内等の各種団体 (公、長浜市免除団体)が利用方針に賛同出来る者の

使用料は、免除します。
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(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示し
てください。

①維持管理業務 何●別紙 1

施設点検を絶えず行い異常を発見した時は速やかに修理をする。(早期発見、早期修
理を心がける。)

②防災

火災については店舗が棟続きであり、大変な事態になる事が想定されるので火の用
心に常に心がける。店舗との共同訓練を執り行う。事故発生時対応のマニュアルの掲
示と研修。

③危機管理 B D● 別紙 2
危機発生時のマニュアルを作成、表
緊急時連絡体制をしつかりと作りⅢ

し

示

示

表

、危機発生時の対応を訓練する。
するとともに研修をする。

常に、きれいな清掃の行き届いた施設管理に努め、利用者の視点に立った運営管理
をし、施設利用者増に繋げます。

管理タイムスケジユールの明記、作業時間割の作成等、管理業務に必要なマニュア
ル化による、業務均一化。
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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。

再資源化に努めます。

顧密爆を耳ヂ塞聖暮京attg慧与裂冨漏品
を基元晶写已愁て発常湧置でピ堪暴躁

取得はしない。

)。

ミを得る。

望にして、本人の同意を得る。

身所に保管する。

⑥ 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。

.デ争二冷詰営甕禽遭督瞥畠鎚窟∂偽毎書多會艤 ∵こ至培1麟零 §縛

防

だ

災

て

防

し

３ 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

さい。

とi縄鷲冨吾至幕琵隻上語憂賽T躍継愁盤塾呈彊盟碧嵌評市民(利用者)の生命の

3、 言雹堰壱望需 吉膳亮とな災害発生が考えられる場合は、利用者に早期に掲示板や

整捻霧塁たな原岳al関係機関に第一通報と同時に、管理責任者に速やかに連絡

4、 亀湯肇穐亀観呂穫を実施する。

(4)同様 口類似の業務の実績等があれば、記入してください。

口虎姫時遊館の指定管理者 (平成28年 4月 より)

で別紙 (A4 版)を作成
欄が不足する場合は、同様の書式

L(:)

してください。」



7 自由提案
その他施設の

アピールしたし
務 を効果的 推進 て ヽ ため こ提案した と 員 自性やし し く じヽ

とが あ第化1式 記入 て だ さ 例 女 it 石 ■ヨ の 参画 資材等の地デE,調達 な ど
し く しヽ

)

株)ま ちづくり虎姫は法人の中にあって住みよい地域づくりを目指す公益性の高い会
社組織です。その中でJR虎姫駅コミニュティ施設の指定管理者受託と併せ、平成 28
年4月 から虎姫時遊館の指定管理者を受け活力ある地域づくりをめざし活動していま
す。

①指定管理者として11年間の管理運営実績と信頼

虎姫駅コミュニティハウス関連施設の指定管理者として 11年にわたり大きな トラブ
ルも無く今日まで管理運営が出来ました。
施設に併設するテナン トも安定した集客とファンを確保し営業を進めています。

また、平成 29年 1月 より福祉関連事業である就労支援B型事業所が開設され福利活動
の当施設の役割が大きく展開されることが期待されます。

②虎姫コミュニティ施設を起′点とした地域連携 鬱賑わい化

当施設 (駅/テナン トお福祉施設)を起点とし歴史の山 (虎御前山地域)～支去 e歴
史の館 (虎姫時遊館)～おみくじ寺院 (玉泉寺)をつなぐ街道イメージの面展開で
ぐるっと史跡めぐりができ各場所で地元野菜を

'中
心に屋台で食事が出来るような活動を

進めます。

、同様の書式で別紙 (A4 い 。
欄が不足する場合は

託 乙

を作成してくだ


