
様式第 2号

事業計画書 (提案の概要)

募集施設の名称 妙理の里施設

申
請
者

所在地 長浜市余呉町中之郷 250

団体名 株式会社 ロハス長浜

代表者氏名 代表取締役 月ヶ瀬義雄

1 管理運営についての基本方針等 【審査基準 :条例第4条第 1号及び第 2号】

2 組織体制 日職員配置等 【審査基準 :条例第 4条第 4号】

3 利用促進等 【審査基準 :条例第4条第 1号及び第 2号】

(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

・各地の宿泊施設、観光関連団体とのネットワークを活かした川遊び

や釣 り堀、バーベキューなどのプランを作成します。

指定管理料提案額

令和 2年度 :2
令和 3年度 :2
令和 4年度 :2
令和 5年度 :2
令和 6年度 :2

428,
428,
428,
428,
428,

000円
000円
000円
000円
000円

(1)施設の管理運営に

ついての基本方針

,3つの基本理念

自利利他の精ネ申による地域社会への貢献と地域との共生

感謝の念と謙虚な心を育む自己研鑽
ロハスの精ネ申を基本とした持続可能な取り組みと人材育成

・ 3つの基本方針

地域資源の活用、地域との共生、交流を目指す経営

地域経済への貢献を目指した経営

危機管理や個人情報保護等安心安全を最優先した経営

(2)指定管理者を希望

する理由・目的

・ウンデイパル余呉と連携し、移住定住や地元雇用、地域資源の活用

等地域振興に寄与することを目的とする。

(3)施設の課題とその

対応

・集客のために様々な団体と連携する

・利用されていない施設を活用して地域振興に寄与する

(1)管理運営の組織体

制

事業計画書のとおり(2)管理運営に係る職

員配置及び今後の採

用計画

(3)人材育成の考え方

や職員の研修計画等

・顧客満足を高め、地域振興に寄与できる人材を育成します。
・様々な研修に参加させ多くの方と触れ合える環境を提供します。
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した自主事業の展開

を含む。)及び達成

目標

・移住交流を含めた利用促進、イベントの開催を行います。

・ とち餅の販売推進や小原かごの展示等地域資産を活かす事業を行

います。

(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

・株式会社ロハス長浜は、地域で活躍されている各種団体、ボランテ

ィア団体と協力 しながら地域振興に努めてお り、妙理の里について

も同様に進めます。

(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

・SNSを活用した情報発信を行います。
・近隣の宿泊施設と連携したプランを作成し集客に努めます。

4 サービス向上等 【審査基準 :条例第4条第1号及び第2号】

5 施設の管理運営等 【審査基準 :条例第 4条第 3号及び第4号】

6 その他 【審査基準 :条例第4条第4号】

(1)利用者等からの二

―ズの把握方法

・アンケー トをとり継続的な業務改善に努めます。
・各種団体との会合を定期的にもちます。・

(2)利用者等からの苦

情等に対する対応

。苦情のレベルにあわせて適切に対応し、クレームを真摯に受け止め

ます。
・クレームをファイル化して再発防止に努めます。

(3)その他サービスの

質を維持・向上する

ための取組

。当たり前の事をしつかりと行い、挨拶と清掃を徹底いたします。
・社員研修を実施します。

(1)施設の管理運営に

おける経費節減のた

めの取組

・弊社全体でのバックアップ体制により効率的な人事に努めます。

・物品の一括購入など行います。

(2)利用料金の設定及

び設定根拠

。当初の予定通りの使用料金とします。

(3)維持管理業務 (清

掃・保守点検・警備

等)の内容、方法、

頻度、今後の修繕計

画等

・添付の通り、妙理の里維持管理業務仕様書 7ページに従い維持管理

に努めます。

(1)利用者の個人情報

を保護するための取

組

・個人情報保護に関する法律及び長浜市情報公開条例に則 り適正な

管理をいたします。

(2)施設の管理運営に

おける環境に配慮し

た取組

・節電や環境にやさしい商品の利用をいたします。

(3)防災、防犯その他

緊急時 (災害・事故

等)の対応及び危機

管理体制

・災害時には対策本部を設置し、関係部署への速やかな連絡とその封

応をいたします。
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)

(4)同様 “類似の業務

の実績等

。同様の類似施設はありませんが、ウッディパル余呉の運営時に妙理

の里の活用も以前より行つております。

7 自由提案 【審査基準 :条例第4条第2号及び第5号】
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

・余呉小中学校や地域づくり協議会との連携等地域に根ざした取り

組みを行います。

・集客のために宿泊施設や各種団体との交流と広域での事業展開を

実施します。

・社員がいきいきと活躍できる環境づくりを行います。

※提案の概要は、次頁からの事業計画書に基づきA4版片面4枚以内で作成してください。

※審査基準にて示す条例は「長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」のことです。

｀
一

)
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事業計画書

1 管理運営についての基本方針等 【審査基準 :条例第4条第 1号及び第 2号】

(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。

長浜市の指定管理施設を運営していくためには、何のために施設を運営するのか、ど

の様な地域振興ができるのか、安心安全の施設運営、公明正大な施設運営を目指さなけ

ればなりません。株式会社ロハス長浜では、こうした施設運営を持続可能的に行うにあ

たり3つの基本理念と3つの基本方針を打ち出し施設運営の基としております。

03つの基本理念

1,自 利利他の精神による地域社会への貢献と地域との共生

我々が運営する施設だけがよくなる事でなく、地域全域が繁栄していく取り組み

を行つてまいります。

2,感謝の念と謙虚な心を育む自己研鑽

先人の取 り組まれてきた地域振興に感謝をし、その取 り組みを学び、自分を高め

ながら施設の運営に取 り組みます。

3,ロハスの精神を基本とした持続可能な取り組みと人材育成

自分たちの世代だけが良いというのでなく、持続可能な地域づくりを目指すには

人材の育成が不可欠です。移住者の雇用も含めた次世代を担 う人材の育成を行い

ます。

● 3つの基本方針

1,地域資源を活用、地域との共生、交流を目指す経営

長浜市には多くの文化資源や観光資源、地域で活躍する団体があります。こう

した資源を活用し、団体と協力しながら施設の運営を行つてまいります。

2,地域経済への貢献を目指した経営

地域振興を進める上で、その地域が経済的に潤わなければ継続的なまちづくり

は行なえません。長浜市で生業を営む会社や事業所が潤うような取り組みを行

ってまいります。

3,危機管理や個人情報保護等安全安心を最優先した経営危機管理や個人情報の取

り扱い等、安全安心を最優先に施設運営をいたします。危機管理マニュアルを作

成し、現在に即した形の危機管理の体制とします。利用者の問い合わせや要望、

苦情はそのレベルに応 じて現場での対応に加え弊社現有社員全員で適切な姑応

に努めます。日常的な点検や定期清掃により、施設や周辺植栽等の適切な維持管

理に努め、危険箇所などを発見した場合は直ちに長浜市や関係部署へ連絡する等

適切な対応を図ります。AED講習など社員研修を行い利用者の安全に努めます。
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個人情報の取扱には充分考慮し、「長浜市個人情報保護条例」の規定を遵守しま

す。文章などの開示等情報公開については「長浜市情報公開条例」に準じ適切な

公開に努めます。定期的に利用者アンケー トを実施し、自己評価を行うとともに

長浜市に報告し、業務改善に努めます。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

妙理の里は、ウンデイパル余呉から更に奥に位置し、丹生ダム建設の後にはその地域

振興のシンボルとして運営される予定と伺つておりました。丹生ダム建設の中止後には

その利活用に向けて地元中心に様々な話し合いが行われてきましたが中々進まず、ウッ

ディパル余呉を運営する株式会社ロハス長浜でも地域全体で伸びるという観点から一

緒に地域振興を行つていきたいと考えておりました。今回、妙理の里が指定管理施設と

して募集されるということに対しまして、地域全体での取り組みを推進するため指定管

理に申請をさせて頂きました。

(3)施設の課題とその対応について提示してください。

妙理の里は、バーベキューハウスを始め釣 り堀や加工施設がありますが、現在は PR

不足で殆ど利用がないのが現状です。また、妙理の里は丹生サ||の最上流に位置している

ため何かのついでに寄るという場所ではありません。こうした施設の利用促進のために

は、奥びわ宿の会や余呉地域づくり協議会、地域で活動する団体等各種団体との連携、

協力体制を構築しなければなりません。そして、収入を得るものが少ないため持続可能

な経営を行つていくためには、将来的にはキャンプ場の運営等も視野にいれながら施設

運営に取り組まなければならないと考えます。また、施設に関しては老朽化が進んでお

りますので、早めの修繕を行い丁寧な清掃や剪定等を実施することで継続的な施設美化

に努めていく必要があると考えます。養魚施設についてはビワマスやイフトコナマズ等

の養魚も考えられ、専門家に確認の上、実証実験を行いたいと考えています。

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 B職員配置等 【審査基準 :条例第4条第4号】

株   主

代表取締役

取締役会 (5名 )

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

組織図

長浜文芸会

(8人 )

施設管理 (パー ト)

(2)管理運営に係る職員配置及ぴ今後の採用計画を提示してください。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

施設長 施設運営全般 (責任者) 甲種防火管理者 常勤
9 :00-18 : 00

(18:00-8:00

施設管理 草刈 り・清掃等 週 1～ 2回 9 :30-16:30

施設管理 草刈 り。清掃等 週 1～ 2回 9 :30… 16 : 30

施設運営 予約・受付等 週 1～2回 9 : 30-16 : 30

施設運営 予約・受付等 週 1～2回 9 :30-16 :30

施設運営 宿直 (キ ャンプ実施時) 年 30日 18:00-8:00

(職員の採用計画)

*施設長はウンデイパル余呉と連動して考え、9時 30分から16時 30分以外の会館時

間外はウンデイパル余呉にて事務処理等にあたります。パー トは地元からの雇用を考え

ています。

(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。

●人材育成の基本的な考え方

①顧客満足度を高め、お客様や市民に心から喜んでいただけるように取り組みます。

②地域の発展を考えながら施設運営することが自分達の会社の使命と捉え、またその

ことが自分の会社の発展に繋がる事を共通の認識とします

監査役  (1名 )

高山キャンプ

場 (13人 )

浅井文化

ホール (5

臨湖

(4人 )

lVP余 呉

(20人 )

サンパレス

(5人 )

妙理の里 施設長

施設運営 (パー ト)
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●職員の教育と訓練の実施

①会社の行うO」 Tに参加する

(ウ ンデイパル余呉と共同開催・臨湖、文芸会館などの講演会等)

全員年間 1回以上参加

②民間団体が行う人材育成研修や交流会に参力日  責任者年 1回以上

③消防訓練 (AED含む)   全員年 2回

④危機管理研修 (個人情報含む) 責任者年 1回

⑤資格関係取得関係     随時

⑥人権研修         全員年 1回

⑦営業会議         責任者月 1回

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。

3 利用促進等 【審査基準 :条例第4条第1号及び第2号】

(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,各地の宿泊施設、観光関連団体 とのネ ットワークを活か した取 り組み

妙理の里の利用促進には、近隣の宿泊施設や観光施設、飲食関連施設 との連携が不可

欠であります。弊社では、長浜北部の宿で構成 している奥びわ宿の会に加盟 し、また各

種宿泊施設会合にも参加いた してお ります。こうした長浜市内の宿泊施設 との連携、特

に川遊びや釣 り堀、バーベキュー等の宿泊プランを組んでもらうことで相互に施設の利

用促進を図ることができると考えます。また、一般社団法人長浜観光協会や、長浜から

米原にかけての里山の宿で運営する、みやまの物語協議会等様々な団体と連携を取りな

がらグリーンツージズム、エコツーリズムの拠点として利用を進めてまいります。

2,移住交流を含めた利用促進

空き家に関するイベントや移住者、地域おこし協力隊等が関わる移住交流イベントに

は積極的に参加し、魅力ある里山暮らしの情報発信と移住交流を含めた地域活性、施設

の利用促進、イベントの開催を行います。現在、弊社全体では移住者、Uタ ーンを10

名採用しておりこうした PR活動に積極的に参加させています。

3,地域資産を活かす事業

この丹生谷の地域には様々な文化資源、観光資源、自然資源があります。小原かごや

とち餅の文化、高時チ||の 渓流魚釣り 鯨占等)、 洞寿院、源昌寺、東林寺等の寺社仏閣や観

音様、丹生の茶碗祭 り、七々頭ケ岳、胡桃谷の水等自然の宝庫です。こうした様々な地

域資源を活用し、共にPRを行いながら、妙理の里の運営に活かしてまいります。特に高

時川源流の森と文化を継承する会と組んでのとち餅の販売や小原かごの展示等地域資

源の PRに努めます。また、作業棟を多くの方への利用してもらうため有料による施設

貸し出しを行います。
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【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

令和 2年度 6000人 バーベキューハウス 30人 *25団体=750人

(毎年 5団体増)

釣 り堀 25人 *6団体=150人 (毎年 2団体増)

レス トラン 200人/月 (4月 ～11月 )=1600人

川遊び 1500人/年 (毎年 100人増)

とち餅つき等イベント1500人 /年

キャンプテン トサイ ト500人 (毎年 100人増)

*DAYキャンプも含め最初は日を絞つての運営

を行います。

令和 3年度 6400人

令和 4年度 6800人

令和 5年度 7200人

令和 6年度 7600人

(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください

弊社が指定管理を受ける6施設では、それぞれの各地域で活動する様々な団体と協働

して事業を行つてまいりました。引き続きこうした取 り組みを維持してまいります。余

呉では地域づくり協議会をはじめ地元自治会、地元で活動されている小lPO法人子ども自

立の郷ウォームアップスクールここから、よごの民話語 りべの会、高時)|1源流の森と文

化を継承する会等各種団体と協力して地域を盛 り上げてまいります。特に現在 レス トラ

ンの実証実験をされている卜iPO法人ここからさんとは、活動趣旨や適正な管理運営、事

業内容が合えばレス トランの運営の委託を考えてお ります。

(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,HPの作成はもとより、SNSの活用、特にフェイスブックやインスタグラム等いち

早い情報を届けるシステムを利用し、効果的に情報の提供を行います。また、パンフレ

ットやチラシによるPRも 実施します。チラシにはQRコ ードを付けたりしSNSと の関連

づけやウッディパル余呉と連携した PRを行います。

2,奥びわ宿の会との連携により利用者を増やしてまいります。特に近隣の大見いこい

の広場とは緊密な連携をとり相互の誘客に努めます。

3,田舎暮らし関連のイベントにも積極的に参加し、交流人口増を含めた取り組みを行

います。

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。

-10-



4 サービス向上等 【審査基準 :条例第4条第 1号及び第2号】

(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,施設の利用者アンケー トを実施 し、継続的な業務改善に努めます。

2,施設利用者、各種まちづ くり団体、ボランティアグループの方 と年数回の会合を設

けて、市民や利用者のニーズにあつた事業を展開 します。

(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,禾U用者からの問い合わせや要望、苦情等にはそのレベルにより、現場での対応に加

え弊社現有社員も含めた適切な対応に努めます。

2,ク レームについては真摯に受け止め、利用者の立場に立って積極的かつ不ピー ド感

を持つて対応するとともに、苦情内容によつては弊社全体で対応します。

■初期対応 O相手の立場に立った情報収集

○丁寧な説明と非があつた場合の適切な訪子罪

■2次対応 O責任者が中心となって全体で対応

○必要な場合は市や関係部署と協議

■再発防止とトラブル根絶のため、各クレームは文書ファイルとして

保存し、今後の運営に活かします。

(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。

1,社員はもとよリアルバイ トに至るまで、掃除と挨拶を徹底し、施設内の美化を心が

けます。

2,パー トやアルバイ トも社員研修を受けることにより、よりよいサービスの提供を心

がけます。

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。

5 施設の管理運営等 【審査基準 :条例第4条第3号及び第4号】

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

1,危機管理対応等における弊社組織の人的なバックアップ体制を確立することによ

り、日常管理は最小限の社員配置とし、効率的な人事に努めます。特にウッディパル余

呉とは常に連動した運営を実施いたします。

2,物品を弊社全般で購入することにより事務費の節減に努めます。

3,除草や除雪を直営で行うとともに、実施時期も考慮して効率的な管理運営を行いま

す。

4,LED電球や環境にやさしい商品を採用し節電や環境に配慮します。

-11-



(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。

※この金額は、妙理の里条例の一部改正 (令和元年 10月 1日施行)並びに消費税率の引上げ

(3%→ 10%)を 想定しています。

区分 単位 使用料 利用料金 (案 )

釣 り堀 1人 1回 1,330円 1,330円

バーベキューハウス
一般 1人 1回 610円 610円

小学生 。中学生 1人 1回 300円 300円

(利用料金の設定根拠 )

現在の利用料金を踏襲いたしますが、施設責任者や雇用者の意見を聞きながら徴収

しやすいよう端数の切り捨てなどは考えてまいります。

(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等について提示

してください。

1,基本事項

弊社では取締役が行 う経営会議と各施設長が全員参加する営業会議を毎月開催し、

保守点検等の問題・課題についても協議いたします。

また、修繕項目や時期についても協議し、その対応については長浜市と協議の上

実施いたします。

2,I医適な環境の維持

妙理の里施設管理運営業務仕様書 7ページに記載されている業務内容及び清掃頻度

につきまして規定の通 り実施いたします。

○外観点検            1回 /年

○落書き点検           1回 /週

○防火対象物定期点検       2回 /年

○空調設備保守点検        6回 /年

O消防設備保守点検        2回 /年

O電灯設備点検          随時

○備品の保守管理         随時

O消耗品管理           随時

○植え込み剪定作業        1回 /年

○除草作業            4回 /年

○その他植栽の維持管理      随時

O床面掃除機がけ         随時

O床面ワックスがけ        1回 /年

Oガラス磨き上げ         1回 /年
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Oト イレ清掃

○畜養魚池、釣り堀清掃

○その他施設内外の清掃

O保安警備業務

*その中でも注意点といたしまして

i施設内における草刈りは草の伸方を見ながら随時実施し、剪定についても専門家

に伺いながら実施をします。

五冬季間は積雪や雪囲いの準備等、施設により閉鎖となりますが、積雪の状況に

応じて除雪を行います。

五カメムシの多い時期は、お客様の迷惑にならないように殺虫斉1の散布などを行

います。

3,安全安心の確保

i防火訓練を年間 2回実施 し社員の防火意識を高めます。

五消防設備保守点検、自家用電気工作物保安点検等の法定点検を確実に実施 し、

不具合が見られるときは長浜市と協議の上、早急に修繕いたします6

保安警備

iキ ャンプ場の運営を実施する場合は夜間の人的体制を整え保安業務を行います。

五施設内の点検については規定のとおり行います。、また菅並自治会との連携をとり

ながら管理運営に取り組みます。

/年

時

回

時

時

随

”・

随

随

4

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。

6 その他 【審査基準 :条例第4条第4号】

(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。

①個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市個

人情報保護条例」の規定を遵守し、適切に取り扱います。

②文書等の開示等情報開示については「長浜市情報公開条例」に準じ、適正な公開に

努めます。

③個人情報に関する資料は鍵をかけて施設長が管理を行います。特に重要とされる

ものは警備のあるウンデイパル余呉にて管理いたします。

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

①可能な限り電気は消灯するなど、節電に努めます。

②省エネ型商品を採用します。

③アイドリングストップなの看板掲示やチラシ配布により、エネルギーの削減に

努めます。
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④ゴミの分別を徹底するとともに、リサイクルなどの徹底により、排出ゴミの削減

を図ります。

⑤ 環境にやさしい商品の購入は、滋賀グリーン購入ネットワークに加盟し、そのネッ

トワークに登録されている商品を取り扱うよう努めます。

⑥ トイレットペーパーなどは湖北会等の福祉施設の商品を購入し、しようがい者の自

立支援に寄与したいと考えております。

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

①弊社全体での取り組み

弊社社長を責任者に、対策本部を設置し、情報収集と分析や長浜市や関係部署への

報告、マスコミ等への対応などの担当を設けます。

②現場での対応

責任者である支配人の指示で、通報、救護、消火被害状況の報告を行います。

■対策本部長 (社長) 情報の収集と分析 。関係機関への連絡調整・報道

機関への情報提供・現場応援

■現場責任者 (施設責任者) 通報・情報の把握 。指示

(現場社員)初期消火・救護や避難誘導

*ウ ンデイパリ余呉との協力

③危機管理マニュアルの蓮守

④情報伝達ルー ト

連絡等→長浜市・警察・消防

通 知→保険会社

現   場 連 絡→警察・消防・病院

⑤防災訓練による周知徹底

訓練により日常から危機管理手順や対応能力を高め、リスク管理に努めます。

*弊社は長浜市防火保安協会伊香支部の副支部長を務め、指定管理の各施設が防火保安

協会に加入するなど、平素より防火活動に積極的に参加をしております。特に山間部で

は防火の意識の向上が必要と考えています。

(4)同 様・類似の栄務の実績等があれば、記入してください。

同様ではあ りませんが、 ウンデイパル余呉の運営時に妙理の里の活用も以前より行つ

ております。

と
口

↑

報

↓

示指

↑↓

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 【審査基準 :条例第4条第 2号及び第5号】

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)

ウンデイパル余呉の運営に携わりながら、この妙理の里も含めた丹生ダムの跡地の活

用は大きな課題でありました。この丹生谷も少子高齢化が進みせつかくの地域資源も活

用しきれていないのが現状です。幸い少しづづではありますが移住者が増え、この地域

に興味を持たれる方も増えてまいりました。今後は移住者の雇用や交流人口を増やすこ

とで地域の活性化を図りたいと考えております。

① 地域に根ざした取り組み

弊社では平素より余呉小中学校と様々な取り組みをおこなつております。魚つかみの

実施や職業体験、文化祭への参加等今後のこの地域を担う人材、地域を愛する人材の

育成に寄与してまいります。また、地元自治会や地域づくり協議会とは常に情報の共

有を行つております。ウンデイパル余呉も含めた地元の方の雇用から地域課題の解決

等地域振興に努めてまいります。

② 集客のための地域間交流と広域での事業展開

長浜と米原の里山の宿泊施設で提携 している「みやまの物語協議会」や 「奥びわ宿

の会」との連携、長浜観光協会や北びわこふるさと観光公社、商工会や青年会議所

等の各種団体、北近江観光等の旅行会社との協力体制をとって、この地域全体の集

客と、自然体験などこの地域の魅力を発信 してまいります。また、大手レンタカー

会社のタイムズとも業務提携をし、全国のタイムズ会員 120万人に向けた PR活動を

奥びわ宿の会で共有 したのもこうした地域活性化の一環であります。

③ 社員がいきいきと活躍できる環境づくり

昨今の企業の業績は効率化の元、リス トラや配置転換など非常に厳しい環境に置か

れているのが現状です。弊社では危機管理を考慮した上で、できる限り社員の意見

を尊重し、プランの作成やイベント企画、体験教室等の実施をさせています。また、

社員が希望する研修にはできる限り参加をさせています。就業関係では就業規則を

遵守し、有給の取得や産体や育休後の就業時間の短縮等、育児中の女性が働きやす

い、復帰しやすい職場を目指しています。指定管理を受託している6施設との交流

を持ち、社員間の相互扶助、誰もがいきいきと働ける職場づくりを目指します。社

員が施設運営に責任を持ち、経営者としての目線を養いながら持続可能な会社運営

を目指してまいります。

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。

審査基準にて示す条例は「長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」のことです。
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様式第3号

収支計画書 (総括表 )

1 収入

2 支出

(単位 :千円)

]

卜と

0ヽ

]

合計

12,140

4,115

4,800

21,055

4,125

0

25,180

令和6

2,428

1,118

960

4,506

975

5,481

令和5

2,428

984

960

4,372

900

5,272

令和4

2,428

805

960

47193

825

5,018

令和3

2,428

671

960

4,059

750

4,809

令和2

2,428

537

960

3,925

675

4,600

科 目

指定管理料

利用料金収入

その他の収入

小計 (指定管理業務)

自主事業収入

合計

合計

10,438

10,315

1,000

0

21,753

2,000

0

23,753

令不日6

2,456

2,063

200

0

4,719

400

5,119

令和5

2,149

2,063

200

0

4,412

400

4,812

令和4

2】 149

2,063

200

0

4,412

400

4,812

令和3

1,342

2,063

200

0

4,105

400

4,505

令和2

1,842

2,063

200

0

4,105

400

4,505

科 目

人件費

維持管理費

修繕費

その他支出

小計 (指定管理業務 )

自主事業費

合計

※審査基準で示す条例は、「長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」のことです。



様式第3号の2

収支計画書 (年度別内訳表)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 2,428 指定管理限度額

利用料金収入 537
バーベキューハウス利用平均450円 *750人 =337,500円
釣り堀150名 *1,330円 =199,500円

そ
の

他

テナント料 960 レストラン8万 *12月 =96万

計 960

小計 (指定管理業務) 3,925

自主事業収入 675
イベント1,500人 *200円 (客単価)=300,000円
キャンプ3,000円 *125]長 り(500人 )=375,000(DAY含 む)

合計 4,600

年度 令和2年度 (令和2年4月 1日 ～令和3年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 1,842
180千円*14月 =2,520千 円 *0.6(0.4はウッディパル勤務)

交通費及び社会保険料550*0.6

維
持
管
理
費

光熱水費 600 前年実績より算出

清掃費(革刈り含む 378 900円 *6時間 *70日 (延べ )

警備費(受付含む) 365 870円 *6時間 *70日 (延べ)

消耗品費 120 前年実績より算出

印刷製本費 100 チラン、パンフレット作成

通信運搬費 150 携帯電話料

保険料 200 利用者用保険

支払い手数料 50

委託料 100 消防設備保守点検等

計 2,063

修繕費 200

そのイせ

計 0

小計 (指定管理業務) 4.105

自主事業費 400

合計 4,505

注 事業年度ごとに記入してください。
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様式第3号の2

収支計画書 (年度別内訳表 )

Ⅲ

年度 令和3年度 (令和3年 4月 1日 ～令和4年3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

2 支出

ジ

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 2,428 指定管理限度額

利用料金収入 671
バーベキューハウス利用平均450円 *900人 =405,000円
釣り堀200名 *1,330円 =266,000円

そ
の
他

テナント料 960 レストラン8万 *12月 =96万

計 960

小計 (指定管理業務) 4,059

自主事業収入 750
イベント1,500人 *200円 (客単価)=3001000円
キャンプ3,000円 *1503長り(600人 )=450,000(DAY含 む)

合計 4,809

科 目 金額 積算根拠等

人件費 1,842
180千円*14月 =21520千 円*0.6(0.4はウッディパル勤
務) 交通費及び社会保険料550*0.6

維
持
管
理

費

光熱水費 600 前年実績より算出

清掃費(草刈り含む 378 900円 *6時間 *70日 (延べ)

警備費(受付含む) 365 870円 *6時間 *70日 (延べ)

消耗品費 120 前年実績より算出

印刷製本費 100 チラン、パンフレット作成

通信運搬費 150 携帯電話料

保険料 200 利用者用保険

支払い手数料 50

委託料 100 消防設備保守点検等

計 2,063

修繕費 200

その他

計 0

小計 (指定管理業務 ) 4,105

自主事業費 400

合計 4,505

注 事業年度ごとに記入してください。
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様式第3号の2

収支計画書 (年度別内訳表)

|

年度 令和4年度 (令和4年4月 1日 ～令和5年3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 2,428 指定管理限度額

利用料金収入 805
バーベキューハウス利用平均450円 *1,050人 =472,500
円  釣り堀250名 *1,330円 =3321500円

そ
の
他

テナント料 960 レストラン8万 *12月 =96万

計 960

小計 (指定管理業務) 4,193

自主事業収入 825
イベント1,500人 *200円 (客単価)=3001000円
キャンプ3,000円 *175張り(700人 )=525,000(DAY含 む)

合計 5,018

科 目 金額 積算根拠等

人件費 2,149
180千 円*14月 =2,520千 円 *0.7(0.3はウッディパル勤
務) 交通費及び社会保険料550*0.7

維
持
管
理
費

光熱水費 600 前年実績より算出

清掃費 (草刈り含む 378 900円 *6時間*70日 (延べ)

警備費 (受付含む) 365 870円 *6時間*70日 (延べ)

消耗品費 120 前年実績より算出

印刷製本費 100 チラシ、パンフレット作成

通信運搬費 150 携帯電話料

保険料 200 利用者用保険

支払い手数料 50

委託料 100 消防設備保守点検等

計 2,063

修経費 200

その他

計 0

小計 (指定管理業務 ) 4,412

自主事業費 400

合計 4,812

注 事業年度ごとに記入してください。
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様式第3号の2

収支計画書 (年度別内訳表)

)

年度 令和5年度 (令和5年 4月 1日 ～令和6年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千 円)

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 2,428 指定管理限度額

利用料金収入 984
バーベキューハウス利用平均450円 *1,300人 =585,000
円  釣り堀300名 *1,330円 =399,000円

そ
の
他

テナント料 960 レストラン8万 *12月 =96万

計 960

小計(指定管理業務) 4,372

自主事業収入 900
イベント1,500人 *200円 (客単価)=3001000円
キャンプ3,000円 *200張 り(300人 )=600,000(DAY含
む)

合計 5,272

科 目 金額 積算根拠等

人件費 2,149
180千円*14月 =2,520千円*0.7(0.3は ウッディパル勤
務) 交通費及び社会保険料550*0.7

維
持
管
理
費

光熱水費 600 前年実績より算出

清掃費(車刈り含む 378 900円 *6時間*70日 (延べ)

警備費(受付含む) 365 870円 *6時間*70日 (延べ)

消耗品費 120 前年実績より算出

印刷製本費 100 チラシ、パンフレット作成

通信運搬費 150 携帯電話料

保険料 200 利用者用保険

支払い手数料 50

委託料 100 消防設備保守点検等

計 2,063

修経費 200

その性

計 0

小計(指定管理業務) 4,412

自主事業費 400

合計 4,812

注 事業年度ごと1こ記入してください。
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様式第3号の2

収支計画書(年度別内訳表)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 2,423 指定管理限度額

利用料金収入 1,118
バーベキューハウス利用平均450円 *1,450人 =652,500
円  釣り堀350名 *1,330円 =465,500円

そ
の

他

テナント料 960 レストラン8万 *12月 =96万

計 960

小計 (与旨定管理業務) 4,506

自主事業収入 975
イベント1,500人 *200円 (客単価)=300,000円
キャンプ3,000円 *225張り(900人 )=675,000(DAY含 む)

合計 5,481

年度 令和6年度(令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 )

l J又入 (単位 :千円)

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 2,456
180千円*14月 =2,520千円 *0.3(0.2は ウッディパル勤
務) 交通費及び社会保険料550*0.8

維
持
管
理
費

光熱水費 600 前年実績より算出

清掃費(草刈り含む 378 900円 *6時間 *70日 (延べ)

警備費 (受付含む) 365 870円 *6時間*70日 (延べ)

消耗品費 120 前年実績より算出

印刷製本費 100 チラシ、パンフレット作成

通信運搬費 150 携帯電話料

保険料 200 利用者用保険

支払い手数料 50

委託料 100 消防設備保守点検等

計 2,063

修繕費 200

その他

計 0

小計 (キ旨定管理業務) 4,719

自主事業費 400

合計 5,119

注 事業年度ごとに記入してください。
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