
様式第 2号

事業計画書 (提案の概要)

申
請
者

所在地 長浜市地福寺町4番 36号

団体名 公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団

代表者氏名 理事長 松居繁隆

募集施設の名称 長浜伊香ツインアリーナ

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 ¬号及び第 2号】

2 組織体制・等 【審査基準 :条例第 4条第 4号】
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(1)施設の管理運営に

ついての基本方針
管理運営基本コンセプト ～施設の整備コンセプトより～

市民のだれもがスポーツを通じて、絆や連帯感を深め、生涯の健康づくり
に取り組める地域のスポーツ・コミュニティーの拠点を目指します。

基本方針 ①公共施設として安全 。安心・快適な空間提供を行います

②「する」「みる」「ささえる」「つなげる」スポーツ環境を充実さ
せます

③地域に密着 し市民やスポエツ団体と共に地域の活性化をはか

ります

④高い専門性を有する運営体制で的確な業務遂行を行います

⑤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

(2)指 定管理者を希望

する理由・目的
。私たちは、長年、長浜市内で長浜市民体育館等、数多くのスポーツ施設を

管理運営してきたその経験により培つた高い専門知識やノウハウを活かし、
市内企域でスポーツ振興を図つていくことができます。
。また、各種スポーツ団体等 と連携関係にあることから、国民スポーツ大会、
全国障害者スポーツ大会を目前にした今、長浜市のスポーツ連携の一体化に

向けてその一翼を担 うことができます。

(3)施設の課題とその

対応
課題

対応

。長浜市の人口集中地区から離れた施設立地
。魅力ある教室プログラム、 トレーニング室プログラムの提供
・逆転の発想からくる合宿や大会、イベン ト等の積極誘致
・施設特性を活かした新 しい利活用の提案
。営業担当、地域コーディネーターの配置よる営業強化

(1)管理運営の組織体

常4

詳細は事業計画書のとお り
。事業団の総合力で確かな管理体制を構築
。国民スポーツ大会に向けた確かな人員配置
・利用者の安心 。安全管理を強化する人員配置
。経験豊かなスポーツ施設運営の専門家を育成 し配置

(2)管理運営に係る職

員配置及び今後の採

用計画
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(1)施設の利用促進に

向けた具体的な取組

及び達成目標

具体的な取組み
。「する」スポーツの実施による利用促進
。「みる」スポーツの実施による利用促進
。「ささえる」スポーツの実施による利用促進

・施設の新しい利活用の提案による利用促進

・施設特性を最大限活用させた地域に根差した利用促進

地域のスポーツの拠点としての取 り組み

地域のコミュニ>ィ ーの拠点としての取 り組み

達成目標  ・事業計画書のとおり

(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

。市民や地元スポーツ関係団体や総合型地域スポーツクラブ等との連携

・地域ボランティアとの連携
。学術機関 (大学等)や民間企業 (ス ポーツメーカー等)と の連携
。その他関係機関 (長浜市や地域団体等)と の連携

(3)国民スポーツ大会

開催に向けて、地域

のスポーツ振興に資

する取組

。大会に向けた選手強化や指導者育成に関する事業の実施

・大会に向た市民や関係団体の機運を高める事業の実施
。関係団体と共に大会を盛 り上げる事業の実施
。大会からレガシーを残す取 り組み

大会前

大会前

大会中

大会後

(4)国 民スポーツ大会

開催をはじめ、大会

の誘致など利用者の

増加を図る取組

。営業担当と地域コーディネーターの配置
。他のスポーツ施設との連携による合宿 。大会誘致
。地元宿泊施設や旅行会社との連携強化

(5)ト レーニング室の

運営について、利用

者への指導内容やそ

の手法

。有資格者の配置による トレーニング室運営
。目的別 トレーニング室利用講習会の実施
。外部の専門 トレーナーによる各種 トレーニングプログラムの監修 。提供
。トレーニング相談会、市民健康相談会の実施

(6)ト レーエング室に

設置するトレーニン

グ機器

・スポーツメーカーとの連携によるトレーニング室コーディネー ト

私たちが提案する トレーニング室の整備コンセプ ト
。安全で操作性の良い日本人にあつた国産メーカーの機種を選定
。あらゆる年齢層に対応できる健康増進機能を有する機種の選定
。継続意識を高める環境づくり
。障がい者や高齢者への対応

(7)施設の PRや情報

提供など広報活動に

ついて効果的な取組

。事業や施設利用の段階的な幅広い広報
。ITを活用 した空き情報の発信

(3)人材育成の考え方

や職員の研修計画等

。長浜市のスポーツオご継続に支える人材を計画的に育成
。安全 。安心なスポーツ環境を提供できる人材の育成

3 利用促進等 【審査基準 :条例第 4条第 1号及び第 2号】

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)利用者等からの二

―ズの把握方法

。利用者アンケー トの継続によるニーズの把握
。PDCAサ イクルを活用 した利用者満足度の分析
。その他さまざまな手法による利用者の声の把握
。施設を利用していない未利用者のニーズの把握

・外部評価委員会 (ス ポーツ振興推進委員会)の専門的な見地からの助言
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(2)利用者等からの苦

情等に対する対応
・苦情に対 して迅速で誠意ある対応
。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

(3)その他サービスの

質を維持・向上する

ための取組

・地域のスポーツ・コミュニティーの拠点としての機能強化
・快適にスポーツできる環境整備 (利用前・利用中・利用後のサービス充実)

。国民スポーツ大会会場として、大会や合宿時のおもてなし
。大会や運動会開催時の休館 日開館や開館時間の延長等柔軟な対応
。飲食・物品販売及びレンタル事業

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)施設の管理運営に

おける経費節減のた

めの取組

・各種団体との連携や事業団のスケールメリットによる人件費の節減
・スケールメリットを活かした複数施設一括管理における経費節減
・予防的な保全によるライフサイクルコス トや修繕費の節減
。電気供給会社の変更による光熱水費の節減
。公正な事業国会計ルールによる細かな経費節減

(2)利用料金の設定及

び設定根拠
設定

根拠

・利用料金は条例の料金体系を採用
・利用料金設定の考え方について
。施設の利用料金について
・利用者から利用料金の改定要望多数の場合は市と協議対応特記

(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

・予防保全や 日常点検を徹底 して利用者の安全 。安心を確保する取 り組み
。利用者に快適な環境を提供するための取 り組み

・スポーツ施設の特性を熟知 した維持管理の取 り組み
。安全性 と快適性を追求した トレーニング室の維持管理業務
。安定的な維持管理と仕様書を上まわる業務の遂行
。北部地域特有の大雪に対する除雪対応
・予防保全の観′点から修繕計画の作成と実施

(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考え
・個人情報保護に関する管理体制の整備と強化
・個人情報取り扱いマニュアルの整備と遵守
・職員への教育の徹底
・プライバシーと人権に対する十分な配慮
・情報公開請求への対応

(2)施設の管理運営に

おける環境に配慮 し

た取組

。3Rを重視 した省資源化の実践
。日常の管理運営における省エネヘの取 り組み
・地域に根差す公共施設としての環境美化への取 り組み

(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

・保険加入による事故に対する備え
。緊急事態に対する万全の対応体制の整備 (マ ニュアル整備)

。その他の緊急事態の発生時の対応と予防策
。緊急時に備えた教育訓練 (緊急避難訓練、通報訓練、消火訓練等 )

。応急用機材 。救急用品等の完備
・市の指定緊急避難場所 として避難所閉設に向けた迅速かつ適切な対応
・利用者を熱中症から守る様々な取 り組み
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(4)同様・類似の業務

の実績等 長浜市内の公共スポーツ施設
。長浜市民体育館    昭和 55年～現在 40年 間管理運営

・長浜市民庭球場    昭和 55年～現在 40年間管理運営

※2024年 国民スポーツ大会 ソフトテニス競技会場
。長浜市武徳殿     平成 5年～現在  27年 間管理運営
。長浜球場       昭和 56年～現在 39年間管理運営

・西中ナイター     昭和 55年～現在 40年間管理運営

・神照運動公園     平成元年～現在  31年 間管理運営
。長浜市レク,エ

ーション広場  平成 22年～現在 10年間管理運営
。長浜市民プール    平成 26年～現在  5年間管理運営

・浅井B&G体育館   平成元年～現在  31年 間管理運営

・B&Gプール     平成元年～現在  31年 間管理運営
。B&G艇庫      平成元年～現在  31年 間管理運営

・B&Gテ ニスコー ト  平成 4年～現在  28年 間管理運営
。浅井球場       平成 2年～現在  30年 間管理運営

・ふれあいグラウンド  平成 6年～現在  26年 間管理運営
。野外ステージ     平成 3年～現在  29年 間管理運営

・浅井体育館      平成元年～現在  31年 間管理運営

・希望の郷公園     平成 3年～現在  29年 間管理運営

・農村環境改善センター 平成 4年～現在  28年 間管理運営
。河川敷GG場 。GB場 平成元年～現在  31年 間管理運営

長浜市内の公共文化施設
。長浜市民交流センター 平成 31年～現在 半年間管理運営

長浜市内の直営スポーツ施設
。長浜サンドーム    平成 12年～現在
。長浜コントハ~バ~  昭和 57年～現在
。すぱ―く浅井     平成 8年～現在

20年間管理運営

38年間管理運営

23年間管理運営

7 自主事業・自由提案 【審査基準 条例第 4条第 2号及び第 5号】

※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。
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(1)施設の特色を生か

し、利用促進及び利

用率の上昇につなが

るような自主事業の

計画

(2)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

自主事業
。「する」スポーツ事業
。「みる」スポーツ事業
。「ささえる」スポーツ事業
。「つなげる」スポーツ事業
。地元総合型地域スポーツクラブ 「きのもとeye' s」 との協働事業
。市の施策と呼応 した事業 (ス ポーツ事業、健康増進事業、観光事業)

。障がい者スポーツの推進
。地域特色を最大限に活かしたスポーツイベン ト事業
。スポーンだけにとどまらない地域活性化事業や文化振興事業

当団体のアピール
。事業計画書のとおり



事業計画書

1 管理運営についての
―

卜等【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
―

卜を提示してください。

管理運営の基本コンセプト    
～
雁翻建鈴コンセプトより～

市民のだれもがスポーツを通じて、絆や連帯感を深め、生涯のl建康づくりに取り組める

地域のスポーツとコミュニティーの拠点を目指しま硯

長浜伊香ツインアリーす (以下「当廠艶 という)は、B訴□53年に竣工された「本之本運動広場体育館」

私 主也i或のスポーツ拠点として再整備された2つのアリーナを有する体育館で、市民r般の体育及びスポーツ

の普及振興を目的に設置されます。

これらの施設を、私たち 公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団 (以下「事業団」という)が管理運営

するにあたっては「2024年に滋賀県で開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会をスポーツ

の普及振興の好機として捉ス「長浜市スポーツ推進計画」でも目指す姿に掲げられた「スポーツの力で すべ

てのひとを笑顔に ～する・みる。ささえる。つなげ訃 」にも貢献すべく、「する」だけでなく「みる」「さ

さえる」といつたスポーツの新しい楽しみ方を広め 、「人と期  「人と題劾「スポーツと地域資源」などの絆

を「つなlザる」ことで、施設周珈 さらには長浜市全域の活il生イとを目指していきます。

まな 大会に向けた選手強化・育成の支援はもとより、大会開催後においても31き続き管理施設をスポーツ・

コミュニティーの拠点施設として活用することで 、地域スポーツ、生涯スポーツの発展に継続的に脅与するこ

と力派ムたちの使命であると者えます。

私たち|よ 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」の目指す姿にも貢献すべく、5つの基本方針のもと当施設を管理運営じていきます。

―

―

ア)利用者の安全 L安心の確保

スポーツ施設は、事故やけがが起こりやすい施設です。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。しかし、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つを重点的に取り組んでいきます。

a.予防保全の徹底

当施設は新しく整備された施設となり、その設備や機構も最新のものとなり以前のものとは大きく違っ

てきます。私たちは、いち早くその特性を把握し、市の水準を上回る維持管理を行いながら予防保全を徹底

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.運動器具やトレーニングマシンでの事故ゼロ活動

運動器具 (バスケットゴールやネット巻き取り器等)。 トレーニングマシン・ボルダリングウォール等

においては、施設の日常点検と業者による専門点検だけでなく、設備のl吏用前、イ吏用後点検も行いスポーツ

施設としての安全性を確保します。

c.非常事態に対する備えと体制

事故や犯罪、災害などの非常事態に対する万全の備え、マニュアルの作成や教育、訓練、研修を重ね、

いざという時には、迅速かつ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。

① 公共施設として安全田安心・快適な空間提供を行います
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イ)公共施設としての平等性の確保

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、

経験、体力、国籍、しょうがいの有無等による不当な差別の利用制限を

いたしません。あらゆる方に利用いただきやすいよう環境整備を行い、

多くの市民が気軽に立ち寄れるコミュニティー場を創出します。

また、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、利用機会の平等性を確保 します。

ウ)快適なスポーツ環境の提供

私たちが施設の管理運営あたるうえで、更に重要と考えるのが快適な環境の提供です。利用者が各利用ス

ペースにいて官持ム主く利用し́ていただき、気持ちよく帰っていただくことは当然のことながら、選手がプ

レーにおいて最高のパフォーマンスを発揮できるようようなフロア状態や利用者が最高のコンディションで

取り組めるトレーニング室の整備状況等にまで糸酌きの注意をはかりながら快適な空間を提供します。

a.ハー ド面の環境整備

当施設の整備事業基本計画書によると、ユニー

バーサルデザインに基づいた整備がなされていま

す。私たち、そこからもう一歩踏み込んだ右図の

ような整備についても提案いたします。

b.ソ フト面の環境整備

まず私たちは、すべての利用者に対しておもて

なしの心、ホスピタジティーを忘れず対応しま

す。市民に一番近い立場で業務することを常に意

識し、心のこもつた対応を心がけます。

また―、「長浜市スポーツ推進計画Jでは、その

重′点目標として「身近なスポーツ活動の場の提供の推進」と掲げられています。当施設では、その趣旨に添

い、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

ポーツを楽しめるさまざまな自主事業を展開するととヰゝに、それに姑応できる渾動器具やプログラム脅準備

し、気軽tC灰適にスポーツを楽しんでいただける施設とします。

―
 「

市民が主体的にスポーツに関わるには、「するJ「みるJ「 ささえるJといった多様な形でのスポーツ参嵐＼

日の拡大が必要不可欠と考えています。すべての人々が主体的にスポーツに取り組むことで、人生を楽しく

健康で生き生きとしたものにすることができます。

当施設が「身近なスポーツライフの場」「スポーツヘのきっかけづくりの場」であると感じていただけるよ

う、まだ当施設を利用したことがない方への利活用の提案をして働きかけることが重要です。

7

体育施設管理士によるフロア管理 金利用者

上級管理士によるスポーツ機器点検 全機器

コミュニティースペースの確保 金利用者

更衣室へのドライヤー設置 金利用者

アメニティー空間の充実 女I性

玄関へのスツール(腰かけ)設置 高齢者

キッズスペースの充実 子ども達

授乳室への調乳ポッ晴姫 育児家族

②「する」「みる」「ささえる」「つなげる」スポーツ環境を充実させます



そのためには、私たちは北部地域に立地する当施設の潜在的な鬼ムカや新たな魅ラオ」を伝えるとともに、「す

る」スポーンだけでなく、スポーツイベントボランティアなど「ささえる」スポーツ、「みる」スポーンの多

方面から、スポーツの楽しさや喜びを市民へ届けられるよう、最大限の努力を行います。

また、当施設の管理置営やスポーツ事業等を通じ「人と人」「人と婉   「スポーツと地域資源」などの絆

を「つなげる」ことも私たちの大きな役割であると認識しています。

朝

ア)総合型地域スポーツクラブ「きのもとoye' s」 とのパー トナー関係の締結、それからの協働事業

当施設は、仕様書にもあるように総合型地域スポー

ツクラブの処点となります。私たちは、今回の申請に

あたりこの地元クラブとパー トナー関係を締結しまし

た。クラブと私たちの目指す目標は合致しており、共

に地域のスポーツを振興しながら地域を滑性化させて

いくことで合意しています。さらに、地元地域のスポーツクラブと|ケJl動することにより、長浜市のスポーツ

施策 「長浜市スポーツ推進計画」に寄与貢献した事業展開が可能になります。総合型地域スポーツクラブ、

事業国、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、省力化し、スポーン振興事業の効果は、より大きなものにしていきます。

イ)スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ推進員会等 地域スポーツ団体との連携事業

私たちは、現在長浜市のあらゆるスポーツ関係団体と連携関係にあり、長年にわたり構築してきた信頼関

係や固い絆があります。現在も各種連携事業を実施していますが、当施設の管理運営をさせていただく場合

は、ここを北部地域のスポーツ拠点として位置づけ、当施設を各団体の北部地域での活動拠点にしていきま

魂

また、国民スポーン大会・全国障害者スポーツ大会に目前に控えた今、当施設を地域の核として、必ず長

浜市のスポーツ連携の一体化に向けて一翼を担うことができると確信しています。

ウ)スポーツ大学やプロのトレーナー組織との連携事業

競技レベルの向上やアスリート育成には、専門的な見地から導かれる最新

の指導方法やプログラム提供が必要となってきます。私たちは現在、びわこ

成曖スポーツ大学やアスリートをサポートする兵庫県のトレーナーグ′レープ

「SMART SYSTEM STRENGHT」 と連携 して事業展開を行

っています。当施設においても、国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大  【プロのトレーナーグループ】

会に向けての選手育成事業や幼少年期の運動能力の向上の事業を、高い専門的な指導方法を取り入れ展開し

ていきます。

またトレーニング室においては、多岐にわたる年代やニーズに応えることができる「マシンを利用したト

レーニングプログラム」を外部のスポーツトレーナーが監修し提供していきます。

工)地域プロスポーッ団体、スポーツメーカーとの連携協働事業

滋賀県のプロバスケットボールチーム Bリ ーグ「滋賀レイクス

ターズ」と連携 してクリニンクやイベン ト、バスケットボールスク

ール等を行ないスポーツヘの関心を向上させて、地域スポーツの活

性化を果たします。

また、国内大手のスポーツメーカー 「ミズノ株式会社」と協働で

教室運営や トレーニングマシンの導入も行い、さまざまなスポーツプログラムの提供を行います。
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オ)地元宿泊施設や旅行会社との連携事業

私たちは、現在、長浜市民体育館や浅井陸上競技場、長浜市民庭球場で、旅行会社や地元宿泊施設連携を

活かし、大学や高校等の合宿受入れを積極的に行っています。当施設においても、その連携実績を活かしな

がら、新規に営業担当や地域コーディネーターを西己詈ヒし積極的な合宿誘致を行い、地域の活隆化にもつなげ

ていきます。

力)地域を元気づける文化事業の展開

当施設は、900席からなる観覧席と冷暖房可能なアリーナを有しています。これは、スポーツイベント

にとどまらず文化事業や大きなイベントを実施するのに最適だと考えます。各事業やイベントも実施し、ま

た誘致し、スポーツや文化でにぎわいを創出し地域を元気にしていきたいと考えています。

キ)】ヒ部地域でのウォーカー、ランナー、サイクリス 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「ウォーキング」「ランニング」「サイ

クリング」の人気が上がっており、長浜市内のウォーキングやマラツン大会の参

加者やビワイチ (琵琶湖 1周 )サイクリング参加者は、年々増加傾向にありま

す∪平成 30年度の 「健康なが l―すま21策定F伴 うアンケー ト調査」の結果をみ

ると「やつている 。やつてみたいスポーツ」の 1位がウォーキングで、 4位がラ

ンニングとなっています。この結果と当施設の立地条件から、当施設発着のラン

ニングやウォーキング、サイクリングコースを設定し、また更衣室やシャワー室

の開放も行い、当施設を「ランニング&ウ ォーキング&サイクリングステーショ

ン」として位置づけます。若い世代に人気のランニング、サイクリングと中高年

人気のウォーキングを当施設で積極的にサポー トをしていきます。

―
 「

当施設では、多種多様なスポーンを安心して楽しんでいただける体制を整備することが不可欠です。特

に、 トレーニング室の管理運営には特別な資格経験が求められ、国民スポーツ大会の柔道会場としての運営

も仕様書の配置水準を上回る有資格者を配置する必要があります。私たちは高い専F]l生を有する運営体制を

必ず構築します。その体制により、利用者の安全・安心を確保し、質の高いサービスを提供します。

ア)事業団の管理運営実績から生み出す独自の運営体制

当事業団の職員は、長年、体育館や陸上競技場、プールや野球場等のスポーツ施設の管理運営に携わって

おり、その管理運営に関する知識やノウハウは、決して付け刃で

はありませ疵 力Hえて、その知識や経験に満足せず、日本体育施

設協会の公認資格 「体育施設管理士」「体育施設運営士」「上級体

育施設管理士J等の資格取得も複数名で取得し、常に自己研鑽に

も努めています。私たちは、スポーツ施設管理のスペシャリスト

として的確に業務遂行することをお約束します。

【運営体制のフロー図】

イ)各種連携から生み出すさらに高い専門性を有する管理体制

私たち職員に加え、右図のとおり、地元の総合型地域スポーツ

クラブ「きのもとeye' s」 「ミズノ株式会ネ土」「びわこ成喚ス

ポーツ大学」「長浜市スポーツ協会」等の協力団体とも連携し、当

施設において、さらに高い専F〕陛と地域府着に重きを置く運営体

制を確立します。
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④ 高い専門性を有する運営体制で的確な業務遂行を行います

スポーツ
メーカー

長浜文化ス

ポーツ振興

事業団

スポーツ
関係団体

スポーツ
大学



ウ)国民スポーツ大会に向けた確かな人員配置

当施設は、2024年の国民スポーツ大会の柔道会場となっていることからも、大会に向けた確かな人員

配置で業務遂行にあたります。

―
r

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、豊かなスポーツライフを実現する

ことと、市民の声が反映されて、市民     【PDCAに基づく改善マネジメントの仕組み】
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

ツ施設を実現 します。また、PDCA
サイクルについても、本部と施設の両

サイクルを循環させることで、常に業

務改善を図つていきます。

計画

見直し
ア)さまざまな手法を用いた広報活動

多くの市民に、何回でも利用 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D市
民から直接、苦清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、事業団独自の外部評価委員会
「スポーツ振興推進委員会」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

様々な方策を考え、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、寄せられた苦隋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障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為芯できない場合でも、苦庸や要望の提供者に

は誠意ある恭忘をさせていただきます。

改善  マネジメント 実行
サイクル

1鈷正

斯
耀

日常業務
マネジメント
サイクル

点検

⑤ 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
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【私たちが提案する5つの基本方針のフロー図】

高い専門性を有する運営体制と的確な業務遂行

公共施設として安全 B安心 B快適な空間提供

(2)指定管理贈隆希望ける理由・目的を狙示してください。

当事業団は、定款において公益財団法人として目的を、「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酒養に寄与する」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

金の提供及び文化教養講座の主催と実施、⑥心身の健全な発達と健康増進を目的》するスポーンイ

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、これらは当施設の設置目的や募

集趣旨とも合致します。そのことから、私たちは公益財団法人としての目的と、施設の設置目的の

両方を達成するため、当施設の指定管理者となることを希望します。

さらに、当事業団は長浜市の100%出 資によつて設立された経緯があり、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」と定めていることからも、市民にとつて身近な長浜市の公

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、今回私たちは、その施設規模から、当施設に長浜市北部地域のスポーツやコミュニ>ィ ー

の拠点としての機能をもたせたいと考えています。事業団では現在、様々なスポーツ関係団体の事

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とともにスポーツ

振興事業に携わってきました。その知識や経験、スポーツ関係団体との絆を最大限に活かし、地元

の総合型地域スポーツクラブや住民の皆さまとともに地域の活性化にも貢献いたします。

私たちは、長浜市のスポーツ行政に40年近く携わらせていただいてお ります。長年にわたり構

築されたスポーンに関する高い専門知識や施設管理のノウハウ、スポーツ振興の醸成に不可欠なコ

ミュニティー、そして安定した指定管理の実績は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を

目前に控えた今、長浜市のスポーツ連携の一体化に向けての一翼を必ず担 うことができます。ま

た、選手強化・育成の支援、大会開催後の地域スポーツ、生涯スポーツの発展にも必ず貢献できる

と確信 しています。

そのためにも当事業団が、長浜伊香ツインアリーナ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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私たちが考える課題  【市の人口集中地区から離れた施設立地】

(3)施設の調題にその対応について提示してください。

例えば都市部で民間スポーツクラブが標的とするマーケットは、施設から2km圏内ともいわれており、ス

ポーツジム運営の場合、英小商圏型のビジネスモデルが主流となっています。 (平成27年度体育摘設置営士

教本より)当施設をみると、長浜市域の北部に位置し、国の総務省統計局が平成29年 3月 に更新した「人口

集中地区」からも直線で約 15kmも離れた場所に立地しています。施設周辺の人口が少ないことは、集客の

面では大きな課題であると考えています。

しかしながら、私たちはその課題に対しても経験と実績から克服する術を持ち合せています。

ア)魅力ある教室プログラムの提供

私たちは、現在土浅井地区スポーツ施設も管理しており、その施設についても長浜市の「人口集中地区」か

ら離れています。しかしながら、様々な魅力ある教室やイベントを、ニーズの高い時間帯に実施することに

より、「人口集中地闊 から離れていても、多くの参加者を集客することに成功しています。今回もこの経験

と実績を活かしながら、国内の大手スポーツメーカー「ミズノ株式会社」プロのトレーナーグループ「SM
ART SYSTEM STRENGHT」 とパー トナー提携することにより、さらに発展させた 「魅力あ

る教室プログラム」の提供を行いその課題を克服します。

【ミズノ株式会社と連携し実施予定の教室プログラムー例】

イ)魅力あるトレーエング室プログラムの提供

今回、当施設にはトレーニング室が設計されておりそのトレーニングマシン機器の導入や運用に関しても

提案審査基準となっています。私たちもパートナーの「ミズノ株式会社」とともにその導入について提案さ

せていただいています。

※ 詳しくは、39頁～  3利用促進等 (5)(6)で提案しています

【市の人口集中地から離れた施設立地】に対する私たちが提案する対応策

キッズ忍者チャレンジ アリーナA 幼児

鉄棒・マット跳び箱・苦手克服教室 アリーナA 幼児～小学生

パフォーマンス向上 筋トレ講習会 トレーニング室 一般・アスリート

ナイトヨガ教室 多目的室 女性

ナイトピラティス控 多目的室 女性

介護予防教室 トレーニング室 中高年

転倒予防教室 トレーニング室 中高年

いきいき体離 多目的室 トレ室 中高年

健康相談会 多目的室 トレ室 中高年
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今回提案させていただくトレーニング機器については、その導入内容も重

要と考えますが、それ以上にその機器をどう活用させて、利用促進につなげ

る力ヽ こ特に重点を置いています。私たちは、「ミズノ株式会社」とアスリー ト

や介護予防まで幅広いプログラムを提供できるプロの上級 トレーナーグルー

プ「SMART SYSTEM STRENGHT」 と共に、多岐にわたる

年代やニーズに応えた「トレーニングプログラム」を監修し提供します。

下記のような「魅力あるトレーニング室のトレーニングプログラム」の提供

を行いその課題を克月Rします。
【導入予定マシン】

【ミズノ株二式会社とSMART SYSTEM STRENGHTと 連携し提供予定のプログラムー例】

ウ)逆転の発想からくる合宿や大会、イベント等の積極誘致

前記のとおり当施設の立地場所は、普段の集客には少し苦戦するかもしれません。しかし、その立地場所

も逆転の発想と他分野施設の管理経験で、私たちなら利用促進につなげることも可能です。例えイ武 長浜市

民体育館には、毎年多くの大学や高校の合宿希望の問い合わせが、連携関係にある旅行会社から入つてきま

す。しかし、合宿シーズンが重なっていることもあり、多数お断りしているのが現状です。どの大学や高校

も合宿場所の確保には苦慮されています。特に吹奏楽やマ

ーチングの合宿については、合宿場所の確保が難しく、広

い練習スペースに加え、練瑠の際に大きな音が出るため、

防音設備がなけれイ武 都市部での合宿は難しいのが現状で

す。実際、長浜市民体育館でも過去近隣住宅のから苦清を

いただき、その経緯から利用をお断りしています。

しかし、当施設なら広い2つのアリーナ (1つは冷暖

房完備)を有し、また立地場所から騒音問題も発生しませ

ん。周辺は水田ですので、スポーツや演奏に思いっきり集      【マーチング合宿の風景】

中できる最適な合宿環境です。私たちはこの立地環境を逆

転の発想からメリットととらえ、組織に営業担当と地域コーディネーターを配置し積極的に合宿を誘致し、

地元宿泊施設とも連携し、この地域を合宿地のメッカとして滑性化させます。今回の指定管理が長浜市のス

ポーツツーリズムの成功例となることを確信しています。

体成分測定会 インボディ470 一般

筋カアップ利用講習会 全種機器 男性

美ボディのための講習会 全種構器 女性

パフォーマンス向上のための利用講習会 全種機器 アスリート

筋トレプlログラム ウエイトマシン・フリーウエイト 一般・アスリート

ダイエットのための月旨肪燃贈ラ噛グラム 有酸素系マシン 生活習慣病予備軍

筋力維持のためのプログラム コンディショニングマシン 高齢者

障力北ヽ者対応プlログラム 車いす対応機器等 身体障がい者

トレーニング相談会 健康相談会(見直し会) 全種機器 一般
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一般のマーチングバンドグループ アリーナA・ B 宿泊あり

高校の吹奏楽部 アリーナA・ B 宿泊あり

大学のスポーツ合宿 アリーナA・ B 宿)白あり

【合宿や大会、イベント等の誘致予定―例】

工)施設の特性を活かした新しい利活用の提案

当施設は、冷暖房完備で900席の観覧席を有することから「マーチングや吹奏楽の練習くヽつ発表会」「ス

ポーツダンス競技会」や 「よさこい練習」、「ダンス発表会」「フリーマーケット」「子育てイベント」等、新

しい禾U活用についてチラシやパンフレントを作成し広く市民の皆さまに提案します。またそのための営業担

当職員、地域スポーツコーディネーターを配置します。

オ)営業担当職員と地域コーディネーターの配置による営業活動の強化

私たちは、当施設に新しく施設の利用促進向けて営業活動を行う営業担当と地域とのパイプ役を担う地域

コーディネーターを配置し、地元のスポーツ活動やイベントの誘致、地元企業への福利厚生施設としての営

業、競技団体と連携した大会誘致、地元宿泊施設、旅行会社と連携しての合宿誘致などを積極的に取り組み

ます。
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2組紳体需u・職員配置等【審査基準:乗行J第4柔第4号】

利用者の安全・安心・快適なスポーツ環境を提供するため(また国民スポーツ大会の会場として、】陪&tイと域

のスポーツ・コミュニティーの拠点として施設運営に跡要なスポーツ専門資格者を配置します。

私たちは、過去40年間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

資源を持っています。当施設の施設管理にあたっても当事業団の総合ぬと地功や企業や大学といつた様痕な連

携を活かした確かな体制で管理運営にあたり、利用者には町び安全・割い・快適なスポーツ環境を提供し続け

ていきます。また、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|よ 跡要なスポーツ専門費格者の配置

越サでなく育成についても継続して行つていきます。

(1)管        を提示してください。

当事業団は、過去40年間近く指定管理者、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伊香ツインアリーナの運営体制

当事業団は必ず長浜市内に組織本部を設置し

ます。本部事務局は当事業国全体のスタンフ部

門の役割を担い、長浜伊否ツインアリーナだけ

でなく、当事業団が運営する他施設も含めた統

括管理をしま坑

事務局は当該施設運営に必要な業務のうち、

現場で蕊応する業務以外の総務、経理、定期点

検などの維持管理業務を担当します。

a.長浜伊香ツインアリーナ職員の体制

当施設の職員体制は、スポーツ施設管理運

営を20年以上行う細験豊富な責任者として正規職員 「施設長」を配置し、合宿や大会誘致等の利用促進

にむけた営業活動や各種事業やイベントを僻 Hする正規職員 「事業企画 。営業担当」、主に施設管理や トレ

ーニング室運営、地域スポーツコーディネー トを担う正規職員 「施設管理運営担当」、受付窓口、清掃、経

理その他、日常業務など管理面を主として担当する「受付経理担当J、 トレーナー資格を有しトレーニング

室の運営や健康増進事業事業の企画を担う「専任職員」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「事業担当J、 年末年始以外の定期休館日のない日々 の施設管理運営担当を担

う「管理運営担当」を配置します。

主担当者は特定の職員が担いますが、私たちの組織の特徴として、実働場面では全員がそれぞれ知恵を

出し合い、だれもがどのシーンでも汗もかくマルチタスク化を採用しています。今後もこの事業団一体と

なった体制で確実な業務遂行、万が一のバックアップ体制をお約束します。

総務・経理・維持管理業務
のバックアップ

① 事業国の総合力で確かな体制を確立し管I甲担営します

長浜文化スポーツ振興事業団本部

他の管理運営施設 長浜伊香ツインアリーナ
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b.スポーツ、コミュニティー拠点として地元総合型地域スポーツクラブ『きのもとeye's」 職員の配置

私たちは、市内のさまざまなスポーツ関係団体と連携関係にあります。こうした連携をいつそう深め

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「きのもとeye' s」 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、地域のスポーツ振興

を市民連携・協働で進めています。その連携や調整をはかる地域

コーディネー ト担当職員 (地元総合型地域スポーツクラブ「きの

もとeye' s」 メンバー)も配置します。

また、障がい者スポーツ推進にも注力するため、障がい者雇

用も積極的に取り組んでいきます。

イメージ

※ 詳しくは93頁 7自主事業 (1)⑥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、パックアップ体制で運営します

昨年、ウォーキング事業の実施にあわせ福井国体への視察も行つてきました。その経験から国民スポーツ大

会や全国障害者スポーツ大会が迫ると、どの会場施設や行政の担当部署、スポーツ関係団体も莫大な大会開催

準備業務に追われることが推察されま丸

そのような状況を想定し、私たちは事業国組織として施設間の兼務体制を整え、大会期間中になるべく多く

の職員が柔道会場としての管理業務に携われるようマルチタスク化を進めます。

国民スポーツ大会の柔道競技会場として、他市の他競技会場に負けない受け入れ態勢を整えます。

イ)競技団体の連絡調整もスムーズ行える人員配置

私たちは、長浜市スポーツ協会の事務局をお預かりしていることから、競技団体や県や中央の競技団体との連絡

司罐 もスムーズにいくと考えています。国民スポーツ大会の施設管理者としては、効率よく連絡調整が進められると

考えています。

ア)防火管理者2名体制で運営します

当施設には、必ず有資格者 (甲種防火管理者講習修了者)である施設長を防火管理者に選任して配置しま

す。また他の職員にも、新たに甲種防火管理者講習会を受講させ、最低 2名以上の有資格者で開建体制をと

ります。さらに、勤務する職員には可能な限り防火管理者新規講習にも参加させて、より安全な施設運営を

進めます。

イ)スポーツ施設の維持管理・施鞘u営に必要な技術者を配置します

仕様書によると、当施設の維持管理に必要な人員として、防火管理者以外に灯油の貯蔵タンク設

置に必要な乙種第4類危険物取扱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、第 3種電気主任技術者、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

ケールメリットを生かしバックアッ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事業団全体で次のように配置します。

【長浜文化スポーツ振興事業国で配置可能な維持管理に必要な資格 一部】

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

0安全管理をより強化する人員配置をします

乙種第4類危険物取扱者 灯油貯蔵タンクの適正な維持管理
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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 火災による被害の防止、消防計画の作成、防火管理業務

普通救命講習修了者 緊急時の人命救助対応

AED講習修了者 緊急時の人命救助対応 AED使用の基礎知設 使用技術習得

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)

高所作業車運転技能免許 施設の適正な維持管理

トレーニング指導士(予定) 施設設備の適正な維持管理 (トレーニング機器等)

に1経験豊かなスポーツ施設運営の専門家を育成し配置します

鰈 団卸

ア)施譜運営に必要なスポーツ専門資格者を配置します

当施設では多種多様なスポーン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、スポーン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、長年他のスポーツ施設においても、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。今後もこの人員体制を維持するとと

もに、国の 「第 2期スポーツ基本計画」の中の今後 5年間に総合的かつ計画的に取 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の質的充実」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、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 し配置を目指します。

また、今回新 しくトレーニング室が整備されるため、「ウエイ ト・ トレーニング、サーキット・

トレーニング等の指導経験のある人に対しィて、指導者とし́ての資質をさらに高め、正 し′い トレーニ

ングの普及 。発展と国民の健康と体力づくりの能力を認定する資格」の 「トレーニング指導士」に

ついても配置 します。

【長浜文化スポーツ振興事業団葡配置可能な専門資格(協力体制も含む)一部】

体育施設管理士 適正なスポーツ施設の管理

体育施設運営士 適切なスポーツ施設の運営

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 子ども対象教塵の指導

トレーニング指導士 トレーニング室のプログラム提供や指導

レク1リエーションインス慌ンクター 各種教室の指阜 地域イベント等への指導
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第1種中学校教員免許(保健体育) 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

しょう力北ヽ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アシスタントマネージャー 総合型スポーツクラブの活動支援

障がい者指導員 障力北ヽ者事業や教室などの指導

」TA認定 上級トレーナー
幼少年期から介護予防まで専門的なプログラ

ム提供(協力団体)

(事業団ハ二十本l

イ)マルテスタッフ化による万全のパックアップ体制と経費節減と円滑な施辞覆営を実施します

当事業団では、過去40年ちかく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により、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により効率化が進み、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】

>
▼

ム

||IIIIIIIIIIIIIIIIII)〉

人的支援 情報やノウハウ支援

管理文化施設 長浜伊香ツインアリーナ
より円滑な管理運営

効率化→経貴節減

人的支援 ′庸報やノウハウ支援

他の管理スポーツ施設

(2)管理返営に係る職員配置及蜘 計画を肌 てください。

施 設 長

※経験年数20年超

管理運営総括責任者

汐ψ判担当

甲種防火管理者

危険物取扱者 (Z4)

AED・ 救命講習修了者

上級体育施設管理士

トレーニング指導士

常勤
8:30ハΨ17: 15

12:45-21 :30

事業企画

営業担当

管理運営責任補佐

事業企画

営業

甲種防火管理者

備 動 誕 泄

AED講習修了者

脚

常勤
8:30-17: 15

12:45-21 :30
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鰍 管腿 営

担当

管理運営責任補佐

管理運営

地域コーディネー ト

甲種防火管理者

AED・ 救命講習修了者

トレーニング指導士

総合型地域ポーツクラブ資格

(アシスタントマネージャー)

翻

常勤
8:30ハΨ17:15

12:45ハ∀21 :30

受イ輔 鯉

担当
受付経理全般 。営業補助

鯉 鞠  鶏腺 用

AED・ 救命講習修了者
常勤

8:30-17 : 15

12:45ハ V21 :30

事業企画

施設管理

トレーニング室足営専任

事業企画補佐・施設管理補佐

トレーナー資格 新規採用

AED・ 救命講習修了者
拗

8:30ハV17:15

12:45ハΨ21 :30

事業担当

地域コーディネーター

施設管理運営全般

地域での事業企画

AED。 救命講習修了者

醐 昭

非常勤

パー ト

8:30-17:15

12 : 45-21 130

管理運営担当

屋外管理‡日当

鰍 鯉 営釧

施設管理全般 信抄鰍

AED・ 救命講習修了者

障がい者雇用 新規採用

AED・ 救命講習修了者

施設管理経験者 新規採用

非常勤

パー ト

非常勤

パー ト

8:30ハV17: 15

8:30-17: 15

管理運営担当 施設管理運営全般
AED。 救命講習修了者

力脚 昭

非常勤

パー ト
17:30ハψ21 :30

管理運営担当 線 管電襲酔望釣投
AED。 救命講習修了者

新規閑昭

非常勤

パート
17:30ハV21 :30

管理運営担当 施設管理運営全般
AED・ 救命講習修了者

翔爛 羽

非常勤

パー ト
17:30ハΨ21 :30

※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。

(職員の採用吾「画 )

当事業団では、当施設に必要な職員に関しては、正規職員2名、臨時職員2名 、パー ト職員 6名程度の新

規採用を計画しています。採用は、公平公正ながらもできる限り地元から行い地元の雇用を創出します。ま

た、障がい者雇用についても、現在の総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye' s」 の採用を継続する

かたちで、地元高等養護学校とも連携しながら取り組んでいきます。

(3)人材育成の考え方や胆 の研修許十離 提示してく,段蟹い。

私たちの財産は、長年の管理運営経験から導かれるノウハウとそれを身につけている人材だと考えていま

す。私たちは人本オ育成において、単に教育、訓練といった狭義の活動ではなく、主体l生、自立隆をもつた人間

としての向上をはかることに重点をおき、長期的視野に立って長浜市のスポーツ振興に貢献できる人材を育成

していきます。

また、指定管理期間ありきの短期的なノ齢欄 や人材育成はせず、長期的に公共施設に勤務する職員とし

て、見識や行動規範を身につけ、高潔であることはもちろん、提案書 1の (2)指定管理者を希望する理由

にも示したとおり長浜市のスポーツ連携の一体化に向けての一翼を担うことができる人材を育てていく必要が

あると考えていま丸

① 長浜市のスポーツを継続的に支える人材を計画的に育てます
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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、人権意識、

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 OFF」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。

【公共施設職員として必要な教育副廠計画 例】

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 O」T

鋤 管I甲幣督者として必要な知識の習得
夕常[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ll青に応じた清掃・植栽手法

施設長
ベテラン職員

毎年度当初

随時 O」T

人醜
性差甥」、メンタルヘルス、パワハラ、マタハラ、

アルハラ、同和差別などに対する正しいテ里角翠
専門外部講師 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

O」T

螂 椛
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 個人情報の取り扱しЧこ関する知識
外部研修会
へ参加

期間1回

イ)スポーツ施設を管理運営する専門能力の習得

当施設で実施する自主事業等の各種スポーツ振興事業を企画立

案、 トレーニング室の運営するにあたり、職員には、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習得

させていきます。専門能力習得方法としては、下図のような研修に

ついて計画するか同目的の外部研修会を職員に受講させま坑

【専門性に関する教育訓練計画 例】

トレーニン失 シン運営研修
トレーニング室の運用やマシンの使用方法プ

ログラムの作成手法の習得

外部講師

招聘

年1回

都度

トレーニング指導士研修
トレーニング室の運用やマシンの使用方法プ

ログラム作成等の知識習得

外部講習会

へ参加
期間1回
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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

帰 B醸
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
外部講習会
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
外部講習会
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
外部研修会

へ参加
年1回

総合型地域スポーツクラブ

アシスタントマネージャー

請習会

総合型地域スポーツクラ引こおいて、クラブ

運営の諸活動をサポードするノウハウ習得

外部講習会
´ヽ参加

年1回

ウ)研修効果を測定し、教育計画を立案します

研修実施後は、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もそのため、私たちは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 ト等を必ず提出させ、十分達成出来ていないと判断された場合には、OJTでフオローアップします。

また、人事異動時等の着任当初、各年度には、金融員の勲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現

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。特にあらゆる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

は怠りませ猛

【安全日安心を担保する教育副廠計画 例】

2安全日安心なスポーツ施設提供ができる人材を育てます

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

ニュアルのテ里角罪

施設長、湖北

地域消防本部
年2回

救急救命講習会 心月市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

′
脚 鯉 椛

個人情報保護、プライバシー保護、情報管理の

基礎

施設長、外部

講師
期間1回
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3利用促進等 【審査基準:条椰U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及び達成目標を提示してください。

市民が気軽に足を運んでいただき、満足してl帰つていただくためあらゆる利用促進策を諸します。

利用促進を進め施設利用者を増や呟 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。

私たちが計画します1叢農な利用促進策を遂行し利用者を増やすことにより、長浜市スポーツ職 果が策定し

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

目標達成に寄与でき、長浜市健康推進課が「健康なdまま21」 で目標に掲げる、健康寿命の延伸にも貢献で

きると考えています。

また施設の利用増から収入増にもつな1哄 利用者、事業参加者、地域へ還元することによリサービス向上や

地朔 性化にもつなげていきます。

注 :利用者を増やすということは、施設を利用していただく団体や個人を増やすこと、自主事業やイベントを展P珂

呟 それに参加いただき施設利用者増につなげること箸ヽ 各種の取り組みが留接に関連しての利用促進策であると者

えています。ここで|よ 利用促進策としての自主事業にも触れながら説明しま硯 自主事業について|よ 提案項目 7
の自主事業の項目で詳しく説明させていただきます。

ア)多岐にわたる自主事業の展開

私たちは、現在管理するスポーツ施設で多岐にわたる数多くの自主事業を展開しています。乳況期や幼少

年期の子どもから、高齢者までの幅広い年代をターゲットにし、また女陛や障がい者といったスポーツ参加

機会の少ない人を対象にきめ細かくフォローし、だれでも気軽に参加できるスポーツ教室やスポーツイベン

トを実施しています。当施設においても、同様の自主事業を展開し利用促進につなげますD

また、この自主事業は、施設の利用が少ない閑散曜日や時間帯に設定することで、稼働率の向上と施設の

滑陛化も目的にしています。

※ 詳しくは87頁～ 7自 主事業 (1)で提案しています。

イ)総合型地域スポーツクラブ「きのもとoye' s」 の事業の協働実施

私たちは、今回の申請にあたり地元総合型地域スポーツクラブ「きのもと

eye' sJとパー トナー関係を締結しました。クラブと私たちの目指す目

標は合致しており、共に地域のスポーツを振興しながら地域を滑陛化させて

いくことで合意しているからです。

よって、現在クラブで実施されている事業やイベント等についても、協働

℃継続発展させて実施していくことを提案させていただきます。

※ 詳しくは93頁 7自主事業 (1)⑤で提案しています。

は イメージ

と

【地威クラブが力を
注ぐユニカール】

ウ)ト レーニング室を活用した取り組み

当施設には、後に提案するとおり市内で最高レベルのマシンが揃うトレーニング室が整備されます。私た

ちは、この立派なトレーニング室を利用促進につなげない手はないと考えています。整備されたハード部分と

魅力あるプログラム提供等、下記のようにソフト部分を充実させることで、その両面を融合させて、広く市民

に当施設をPRし、不可用いただき不U用促進につなげます。

①「する」スポーツを展開することによる利用促進
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a. トレーニング室利用回数券等の発行

利用回数券については、長浜市民プールや河川敷グラウンド・ゴルフ場で、現在発行しており、利用促

進による収入増と利用手続きの簡素化によるサービス向上の両面から成果があがつています。この経験を

活かし、当施設においても利用回数券を発行し、利用促進とサービス向上につなげます。また、利用者の

要望に応じて、新たな展開として民間クラブのような月会員制の導入についても検討していきます。

b.魅力あるプログラムの提供   ※ 詳しくは39買～3不J用促進 (5)(6)で提案しています

前記のとおり整備されたハード部分を活かすのは、その中身のソフト部分の充実だと考えています。

私たちは、 トレーニング室のプログラムについても、大学、スポーツメーカー、 トレーナーグループによ

る外部の専門的な見地からプログラムの監修を行つていただき、魅力あるプログラム提供を行ヤヽ禾U用促進

につなげます。このことが、市内南部の人口集中地区からの集客にもつながります。

監修口提供プログラム (案 )

a アスリートのためのプログラム監修 (アスリート対象) びわこ成際スポーツ大学監修 (仮 )

b.ダイエットのためのプログラムの監修 (生活習慣病予備軍対象) ミズノスポーツ (仮)

c`美ボディのためのプログラム監修 (女性限定)         ミズノスポーツ (仮)

d.筋力維持のためのプログラム監修 (高齢者対象) SMttT SYSTEM STRENGHT監 修 (仮 )

c.各種利用請習会の実施     ※ 詳しくは39買～3不可用促進 (5)(6)で提案しています

長浜市民体育館では、新しいトレーニング室利用者を開拓するためにトレーニング室利用講習会を実施

しています。私たちは、この講習会の実施により講習会受講者が、新規利用者となり常連の定期利用者に

なる光景を長年目の当たりにしてきました。当施設では、さらに発展させ、目的別に実施することによ

り、多岐にわたる新規利用者を開拓し、定期利用者につなげ利用促進をはかります。

実施講習会 ―例

a.パフォーマンス向上ための利用講習会  (アスリー ト対象)

b.ダイエットのための利用講習会  (生活習慣病予備軍対象)

c.美ボディのための利用講習会  (女性限定)

d.筋力維持のための利用講習会  (高齢者対象)

土曜午前コース (仮 )

平日午前コース (仮 )

平日夜間コース (仮 )

平日午前コース (仮 )

工)個人利用しやすい環境整備による利用促進

当施設には、新しく個人禾U用設定がなされます。近年長浜市民体育館や浅井体育館でも、バレーボールや

バスケットボールのチームによる団体利用より、卓球やバドミントンの個人利用、またチームスポーツであ

ってや、1～少人数で楽し才∬匿l亦齢叫用が増えてきています。少人数でも気軽に利用できることから、流設へ来

られる回数も自然と増えています。私たちは、こうした個ノ噺 J用 についてもしつかり取り込み、利用促進に

つなげます。

a,個人利用回数券の発行

長浜市民プールや浅井の測 II敷グラウンド・ゴルフ場の成功から、当施設の個人

利用においても利用回数券を発行し、利用促進とサービス向上につなげます。

イメージ

b.卓球台とパ ドミントンコー トの個人利用開放

現在、長浜市民体育館の卓球室利用については、平口ほぼ毎日午前年後とも団体

利用が入つており、多くの中高年の方にご利用いただいています。また、その間を

縫って個人不可用も、卓球台が6台直ぐ埋まるほど利用いただき、非常に高い稼働率となっているのが現状

です。これほど卓球は、中高年の方にとつて気軽に楽しめるスポーンとなっています。
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しかし残るながら当施設には専用の卓球室がありませ疵

私たちは、平日の昼間の稼働率をあげるには、中高年の方に多く

利用していただく必要があり、それを卓球利用者を外して考えるこ

とは難しいと考えています。よつて、空調設備のあるアリーナAを

平日昼間は、個人不」用に開放し、半面に卓球台 6台、半面にバ ドミ

ントンコー ト2面を常設することで、個人不可用者を増やし利用促進

につなげます。 【アリーナの卓球台Fテ散 イメージ】

オ)施設の無料開放日の設定

私たちは、浅井B&G海洋センターで地域の方や施設利用者に日ごろの感謝の意味を込めて「施設無料開

放デー」の取り組みを「B&G感謝祭サマーフェスティノシレ」として実施しています。この日は、約200
0人以上の方に、浅井文化スポーツ公園にお越しいただきスポーツやプーノ虫 遊具を楽しんでいただいてい

ますDまたこの取り組みは、下過性の利用増にとどまらず、施設の良さや魅力を知っていただく良い機会で

もあり、ここから施設の利用者へつなげることも可能です。当施設においても、この取り組みを導入し、多

く方に来館いただき、一過′
l生の利用増と今後の利用定着としての利用増の両面の利用促進につなげます。

力)企業の福利厚生施設としての施設利用

当施設のトレーニング室は、企業の福利厚生施設としてご活用いただくのに最適です。安全安心のマシン

導入によるハー ド面の整備に加え、前記のとおり、魅力あるプログラム提供によるソフト面も充実していま

すも施設周辺地域には、日本電気硝子や兵神装備など大企業もありますので、このような企業に打診し、提

携を結んでいきたいと考えてきます。また、市町村共済組合に関しては、現在も連携関係にあることから、

新しい補助施設として採択いただく予定です。

②「みる」スポーツを展開することによる利用促進

ア)国民スボーツ大会の開催支援による市民の集客

当施設は、国民スポーツ大会の柔道会場です。この大会には、全国各地から多くの

柔道関係者が来館され、国内最高レ■レの本気の試合が行われます。私たちは、この

大会を市民の皆さまにも多く観戦いただきたいと考えています。このような大会を好

機と捉え、市民の「みる」スポーンを推進し、柔道の面白さを知っていただき、大会

時に当施設に多く集客したと思います。そして地域の滑性化にもつなげていきます。

イメージ

軋
イ)ハイレベルな大会、合宿誘致による市民の集客

ハイレベルな大会や合宿を誘致することにより、その試合や練習、 トレーニング風景を見学したいという競

技者や指導者、スポーツ関係者も自然と集まつてこられます。また、当施設のアリーナAの観覧席は、他施設

のものより低く、より選手に近い位置で臨場感あふれる観戦が可能です。このように、施設の特l生を活かしな

がら、大会主催者や合宿学校と協力体制を構築し、大会や合宿を見学自由にすることで、来館者を増やし「み

る」スポーツの推進と利用促進により地域冊l生につなげます。

※ 詳しくは37頁～ 3不J用促進 (4)で提案しています

ウ)一流アスリー ト招略によるスポーツイベントの実施による

私たちは、長浜市民体育館や神照運動公園、浅井B&G海洋セ

ンターで、協力関係にある「ミズノ株式会社」と連携し、一流選

手を招聘し数多くのスポーツイベントを実施してきました。

今後このような、イベントを北部地域の当施設にも誘致するこ

とで利用促進につなげます。
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その場合、市内外から多くの観覧者が来館されることから、施設の魅力の発信や施設認知度アップにも貢

献できると確信しています。

※ 詳しくは35買 3利 用促進 (3)イ )で提案しています

ア)パブリックビューイングによる集客
「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「みる」ことにより長浜市民の

スポーンに対する関心を高めることができると考えております。スポーツ導入のきっかけづくりも含めてスポ

ーツに触れる機会、「みる場」を提供し利用促進につなげます。

※詳しくは90頁 7自主事業 (1)②で提案しています

ア)スポーツ団体の連携や活動支援からの利用促進

今回の申請にあたり、地元総合型地域スポーツクラブ (き のもとeye's)と

パー トナー関係を締結したことは前記のとおりですが、他にも北部地域には、西

浅井、余呉、高月等それぞれの地区に総合型地域スポーツクラプはあり、それぞ

れ地元で熱心な活動を展開されています。私たちは、こういったスポーン団体の

活動支援をすることで、団体に積極的な事業展開をはかっていただき、その活動

の場を当施設にしていただくことで利用増につなげていきたいと思います。各団

体は、活動拠点ができるメリットがあり、私たちも利用増になることから、お互

いが WIN WINの 関係 l生になり、その効果は大きいと考えます。

その他、前記の連携関係にある大学や高校、企業にも、同じような支援を行予ヽ禾U用増と地域連携の]釘ヒを

はかります。このことで、当施設の地域のスポーツ・コミュニティー拠点としての地位も確立します。

イ)指導者育成研修会 ロスポーツボランティアの研修会の実施

私たちが現在実施している指導者育成に関する事業を、当施設でも実施

します。当施設は、座学に必要な研修室 。会議室・多目的室と実技に必要

な2つのアリーナを有していることから、大規模な研修会でも受け入れ可

能だと考えられます。私たちが事務局を受け持つ、長浜市スポーツ協会、

長浜市スポーツ少年団、長浜市スポーツ推進委員会の県事務局との関係か

ら、県レベルの講習会や研修会も積極的に誘致しまサ毛当施設が、湖岸道

路からも、北陸自動車道木之本インターからも近い立地であることも誘致

に山好条件となつてきます。

【テーピング語習会実施例】

1の基本方針 (3)施設の課題と対応でも示したとおり、私たちは、営業担当や地域コーディネーターを配

置し、スポーツだけでなく「マーチング」や「吹奏楽」といった文化事業や「フリマ」や「スポーツダンス」
「子育てイベント」といった地けイベント等、当施設の新しヤヽ不可活用方法を広く市民や県内外に提案し合宿や

大会利用、イベント利用を増やし利用促進につなげます。

当施設の施設特陛として、「2つのアリーナ」「名調設備有するアリーナA」 「ハイクラスのトレーニング

室」「地域のスポーツとコミュニティーの拠点」があげられると考えられます。これまでこれらの特l生を活か

し、「2つのアリーナ」や 「空調設備を有するアリーナA」 を活用した大会、合宿の誘致やアリーナの新しい

、 i /イ
メージ

O「ささえる」スポーツを展開することによる利用促進

CI新しい利用活用の提案による利用促進

14 施設特性を最大限に活用した地域に根差した利用促進
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利活用の提案、「ハイクラスのトレーニング室」を活用した魅力あるプログラムの提供について提案してきま

した。

最後に私たちは、当施設が「地域のコミュニティーの拠点」として地域に根差し、地域で愛される施設とな

るような不可用促進策を提案します。

ア)地域のスポーツの拠点として

当施設を、地域のスポーンの剋点として位置づけ、下記のような 地域に根差し、愛される取り組みを行い

利用促進につなげていきます。

a.幼稚園、保育園の運動会会場としての利用

現在長浜市民体育館では、市内の多くの保育園の運動会利用をい

ただいています。園では、雨天の心配や熱中症、駐車場問題などが

発生するため、近年屋内施設での実施が増加傾向にあります。まだ

北部地域では、定着していませんが、今後、園やPTAに利用につ

いての提案をすることで、幼稚園や保育園の運動会を誘致していき

ます。
【保育国の屋内運動会利用】

b.冬期の部活動場所としての部活動支援

雪が多い冬期の部活動において、―番難しいのが屋外スポーツの練習場所の確保です。当施設は、2つ

のアリーナを有していることから、練曙スペースは豊富で、伊香高校、木之本中学校からは自転車で来ら

れる距離に立地しています。私たちは、冬期の部活動支援 (用具の預かり、運動用具の貸し出し、競技別

トレーニングプログラムの提供)を行い利用促進とともに地域のスポーツ支援も行つていきます。

c.冬期の子ども達の運動スペース提供

雪が多い冬期は、運動好きの子ども達でも、どうしても家の中に

引きこもりがちになります。私たちは、当施設の暖房の効くアリー

ナAを運動スペースとして開放し、地域の子ども達の運動機金を増

やし、子ども達の運動支援の取り組みも行っていきます。開放日に

は、ニューススポーツや鉄棒、マットなども用意し、簡単な指導も

行い地域の子ども達の運動能力向上にも貢献します。

また、キッズスペースにあるウォールボルダリング設備も活用し

地域の元気な子ども達や子育て世帯のご家族を応援していきますD

【冬期の運動スペース開放イメージ】

イ)地域のコミュニティーの拠点として

当施設を、地域のコミュニ>ィ ーの拠点として位置づけ、下記のような 地域に根差し、愛される取り組み

を行ヤヽ禾U用促進につなげていきます。

a.地域イベントの誘致

施設周辺地域でも各種イベントやお祭り等を実施されています。これらのイベント等を、当施設内や駐

車場、後に整備されるグラウンドを使つて盛大に開催できるよう可能な限り誘致を行いますも地域との深

い関わりのある、地域コーディネーターがそのパイプ役となり取り組んでいきます。

b.子育てイベントの開催

当施設のアリーナAは空調設備完備です。このスペースを利用し、北部地域で子育てイベントを開催

します。広いアリーナは、床面はタラフレックスで温かみがあり、走りまわつてもぶつかるものもな

く、小さい子ども達にとっては安全なスペースです。ここを利用し、お父さんお母さんと子どもたち

育珠
餓

・Ｐ一一秘
と

占激
↓矛

毎

秘
・

イメージ

♪
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が、集いふれあえる楽しい子育てイベントを開催しま丸

開催は、長浜市の子育て支援課とも連携して行っていきます。当施

設は、授乳室やキッズスペースも整備されますので、このようなイベ

ントには最適な施設です。

c.文化振興事業の実施

私たちは、基本方針の前文でも示したとおり、長浜市の文化とスポーンの担い手として存在する公益財

団法人です。このことは、私たちがスポーツ施設を管理するにあたつても大きな柱のひとつであり、この

ようなスポーツ施設で文化事業を展開することは、私たちの強みでもあります。

私たちは、今まで数多くの文化振興事業を実施してきました。そして現在も、長浜音楽協会や関西フィ

ルハーモニー管弦楽団等とは連携関係が継続しており、こう言つた文化芸術団体と協働で文化事業を展開

することは可能です。

前記のとおり、当施設のアリーナAは空調設備完備で市内では最大の収容人数となりますので、このス

ペースを最大限活用するようなコンサー トや文化ベントを実施し利用促進につなげます。

※詳しくは96買 7自主事業 (1)⑨ ア)で提案しています

【私たちがイメージする文化事業】

【スポーツゲンス交流会】 【体育館でのコンサー ト】

【達成目標】

イメージ

年度 利用者数 積算根拠

令不日2年度 47, 000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力M司えます。その

一方、65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、長浜市が示した

年間利用者、利用料金収入の見込みから、現在の伊香体育館や浅

井体育館の利用状況と、上記の利用促進案や自主事業を含めたあ

積み上げ達成目標を設定しました。

指定期間において、スポーツ実施率の向上とともに着実な利用

者の増加を目指します。

ただ達成目標は、利用ルールや トレーニングマシン等の整備後、

長浜市と再協議し状況の変化により見直す場合もあります。

令不日3年度 48, 000人

令和4年度 49, 000人

令和 5年度 50, 000ノ、

令和6年度
53, 000人

※国スポ大会開催

令和 7年度 52, 000人
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(2)題或。関係機関。ボラン労 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図ります

長浜市には、あらゆる地頭や年代、競技スポーツや生涯スポーツ等の様々なスポーツを推進する団体があり

ます。私たちは、それらの団体とホ叢々 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や閉動する

ことにより、長浜市が掲げる「長浜市スポーツ推進計画」の施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、率経望凹u或スポーックラブ(スポーツ推進委員会、スポーツ少年団、事業団、長浜市がそれぞ

れ単独で事業を行うのでなく、お互しヽ朝 制動することにより事業負担はなるべく車到弘 省力化呟 スポーツ

振興事業の効果や推進力を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8跡□56年びわこの団体を網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、大学や勢 気 企業や市民全員のマンパワーを集結する

財要があると者えます。そのためにも地域の各種スポーツ団l本やP増係機関、長浜市や学校等との連携や1翻動は

ィヽ口」欠であると考えます。

長年私たちが取り組んできたあらゆる連携により北部地域や市域全体の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酒

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ツコンシェル

ジュ機能を持つ長浜民市体育館をはじめとした長浜市のスポーツ

団体の核として、あらゆる団体や市民の方々と連携 。相互理解・

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。これからは、当施設の指定管理者として、】陪呂地

域でもその関係を構築、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、私たちは、更なる連携により必ず   【私たちが取組んできたあらゆる連携】

長浜市のスポーツ連携の一体化をはかり、必ず地域の滑隆化をさ

せていくことをお約束します。

ア)総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye' s」 や他のクラブとの連携と協働

当施設は、仕様書にもあるように総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye' s」 の活動拠点となりま

す。私たちは、今回の申請にあたりこの地元クラブ「きのもとeye' s」 とパー トナー関係を締結しまし

た。クラブと私たちの目指す目標は合致しており、共に地元でスポーンを振興しながら地域を滑陛化させて

いくことで合意しています。

さらに、長浜市企域の総合型地域スポーツクラブとも連携し協働事業を展開することにより、長浜市のス

ポーツ施策 「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します。

① 市民やスポーツ関係回体と共に地期スポーツの活性化を図ります

ホll用 団1本

1回入沐ll用 地域団体

相 Iョ 理解

情報交換連 続

貢 献

協勧事業

】狐
一父

行政

② 総合型地期スポーツクラブB長浜市スボーツ協会等、 ツ関係団体との連携
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きのもとeye's

長浜地区スポーツコミュニティクラブ

その他多数

・協働で教室や大会を実施
・障がい者スポーツ教室への協力
・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
・hbody体成分測定会の派遣
・各種スポーツイベント ボランティア協力

【総合型地域スポーツクラブとの具体的な連携や支援 例】

特に、文部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、今後の総合型地域

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が可能です。

【第1の提言】 魅力ある地域スポーツ空間の整備

γ 長浜伊香ツインアリーナ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 事業団とミズノ、びわこ成縣 ポーツ大学、プロトレーナーとの連携により、指導者等の派遣を行うことが可

能です。

【第3の提言】 情報発信の強化

γ 同じ地域でスポーツ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 地域に根差す事業国として、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。

イ)長浜市スポーツ推進委員会との連携事業

長浜市では、国のスポーツ基本計画に基づき地域のスポーツコーディネーター役としてスポーツ推進委員

を配置しています。そして各委員は、市内各地域でスポーツ活動により活躍されています。私たちは、スポ

ーツ推進委員会の各種事業を、支援し連携して、市民の生涯スポーツの推進にも取り組んでいきます。

また当施設を、北部地域のスポーツ推進委員の活動拠点としても位置付けます。

【スポーツ推進委員会の体力測定会時の事業回ブース】   【スポーツ推進委員会のボッチャ研修】
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③ 地域ボランティアとの連携

私たちが現在実施するスポーツイベントでは、必ず一般ボランティアの募集を行い、毎回多くの地域ボラン

ティアの方にお手伝いいただいています。このような連携を、当施設でも推し進め、地域を滑陛化させ国民ス

ポーツ大会や全国障害者スポーツ大会に向けて「ささえるスポーツ」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

「するスポーツ」は、年齢的、技術レベル白勺に参加が難

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「ささえるスポーツ」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も私たちは、多岐にわた

る数多くの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、学争_ヽく教 `l生、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場を提供して
【スポーツイベント時のゴールボラン労 ア】

いきます。このような取り組みは、市民の生きがいづくりにもつながってくると考えています。

イ)「滋賀県スポーツボランティア支援事業」ゲームコンダクターSHIGAと の連携

滋賀県では、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

に向けてのスポーツボランティアの育成を図るため、「滋賀県

スポーツボランティア支援事業」ゲームコンダクターSHI
GAを立ち上げられました。「ささえるスポーツ」への取り組

みがますます広がりを見せています。私たちも、この事業に

賛同し、長浜市民のスポーツボランティア登録が増加するよ

う広報していきます。

また、現在私たちが実施するいくつかのスポーツイベント

やスポーツ大会で、この事業からスタッフ協力をいただいています。

ウ)イ ンターンシップ実習生や就労体験の受入れ

現在私たちの組織内で、スポーツ大学生の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つて

いますDどちらの受入れも、かえつて施設職員の日常業務を増やす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つながり、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。

私たちは、前記のとおり長年のスポーン振興事業の展開により様々な連携関係を構築していきました。特に

新しいパー トナーとしては、学術機関や民間企業といったところとも

パー トナーシップを結んでいます。

この絆を当施設の管理運営にも活かしていきます。

ア)びわこ成際スポーツ大学との連携事業  「な力Чよまスポーツ

キッズフェスティ′コレ」

びわこ成曖スポーツ大学では、滋賀県の子ども達のスポーツヘの

意欲嘆起と体力向上を目的とした「ながはまスポーツキンズフエス

ティバル」を県内各地で実施され、今年も300人近くの参加があ

ヤ赫

♂河〃f

④ スポーツ大学やスポーツメーカーとの連携

ゴゝ

諄

口
島

Ⅲ
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りました。私たちも同目的で「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

業を実施しま坑

運動が楽しいと感じ、子ども達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〕釘ヒし、当施設においても同様の事業を展開していきます。

イ)ミズノスポーツとの連携事業
3利用促進 (1)一流選手を招聘してのスポーツイベントでは、長年スポーツメーカーのミズノ株式会社

と連携しており、今回の提案においても、 トレーニング室の監修やプログラム提供、自主事業の協力でパート

ナー関係を締結しています。今後も当施設においてこの関係性を継続していきます。

私たちは、他にも行政や教育委員会、地域の団体等さまざまな連携関係を構築しています。この絆は、地域

のスポーンとコミュニ>ィ ーの処点としての当施設の管理運営に必ず大きな力となると確信しています。

ア)長浜市や市内小中学校との連携 口協働

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'0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

課や健康企画課、観光を担う観光振興課、地域の振興を行う北部振興局、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坑

【長浜市との具体的な連携や相互協力の具体例】

CIその他関係機関との連携

健康推進アプリ「BIWA― TEKU」 &びわ湖長浜ツーデーマーチ&なんЧままウォークらぶ

月例ウォークのPR連携 健康な力Чまま21に対する取り組み

健康推進課

健康企画課

観光振興課 合宿誘致、大会誘致等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

】陪[振興局 地域イベントや地域

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力酎こ関する協力

アリーナ内での運動会開催に対する協力

litナ
 ′

|

長浜市教育委員会 事業へのPR協力・後援 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′Yオ大学 イベントボランティアでの参加 長浜市

教育関係機関

滋賀文教短期大学
授業連携協定によるイベントボラン

ティアの参加
長浜市
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ウ)その他 地域スポーツ団体の連携 L協働実績

私たちが長年施設管理運営や各種スポーツ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

きた団体は他にも多数あります。その団体は、スポーツ団体にとどまらず、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。下記に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・協働・協力関係にある団体例】

湖北地域しょうがい者支援セン

ター
しよう力北ヽ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 長浜市福祉関係機関

スペシャルオリンピックス日本

滋賀
しよう力ヽ 者ヽスポーツ事業を協働 大津市

長浜市卓球協会 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜市ノ■ミントン協会 教室や大会実施での協力 長浜市

長浜ソフ貯 ニス連盟 教室や大会実施0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

長浜市スポーツ推進委員会 事務局機能受け入れ 長浜市

競技団体

スポーツクラブ

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

な力Чままウォークらぶ ウォーキング事業において連携 長浜市
市民団体

NPO法人
スポーツ(社交)ダンスサークル スポーツ(社交)ダンス大会開催支援 長浜市
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市民団体

NPO法人

観光ボランタリーガイ脳 会 ウォーキング事業での協力 長浜市

地域づくり協議会 土曜学び座等の事業で協力 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

企業等

タウン誌町ぎでじやこ倶楽部」 一部事業ヾ R連携 長浜市

子育て支援情報誌

「ままここつと」
一部事業ヾ R連携 長浜市

長浜信用金庫 イベントボランティアでの参加 長浜市

ミズノ株式会社 協働スポーツイベント実施 大阪市

NHK大津放送局
NI IK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

北近江リゾート 「スポーツツーリズム」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

彦根地域勘労者互助会 事業参加費割引で支援,PR連携 彦根市
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(3)国民スポーツ大会開催に向けて、U頭のスポーツ振要41こ翼する取組について提示してください。

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の競技会場である「長浜市民庭球場」と連携畝 大会に向けて、

市民やスポーッ関係団体と共に地域スポーツの活性化を図ります

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ズ〕`▼弄日催されます。前国の昭

和56年びわこの国体を縄験している当事業団は、当大会が行政や一部の開l雀不重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、大学や剖虞 市民全員のマンパワーを集結する町要が

あると考えており、そのためにも1)』或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|」〔不可

欠であり、私たちは長浜市や市民の方々と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】
将来の長浜市の子ども達に |

十

大会後 STttP③
選手・観覧者等に向けて 大会からレガンーを残す取り組み

大会中 STEPa
大会を盛り上げる取り組み

長浜市民に向けて

大会前 STEPII

週手強化や指導者育成への取り組み

市民の機運を高める取り組み

ア)「ささえるスポーツ」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7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北部地域

でも展開し、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

スポーツ大会に向けて、びわこ成隈スポーツ大学とともにジュニア

期の選手;釘堕。育成の支援もしていきます。

また、長浜市民体育館とも連携し育成のサポー 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(蝋ジュニアアスリ

ー トプログラム」を作成し、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。

0

大会に向けて (大会前)
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イ)スポーツで子ども達に夢と感動を !

なんЧよまスポーツ夢プロジェクト事業の実施

私たちが実施してきた将来の長浜市を担う子ども達が一

流の選手の指導を受けることにより、子ども達に夢と希望

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、オリンピックメダリストや一

流アスリートから、夢に向かつ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ツに大切な心技体

を直接指導いただくことは、子ども達にとつて貴重な思い 【滋賀レイクスターズバスケットボールクリニック】

出と経験となり、それが糧となり長浜市のジュニア期のスポーツ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」を実施していきま丸

【招聘した講師実績】

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 !」 「指導中の平手打ち」このような指導方法は、今となっては、大きな事故や睡

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、何の根拠もなく

当たり前に子ども達に指導されていました。

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。そういつたものに指導者

がい力Wこ敏感に反応し、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達の将来にも繋がっていきま
―
,孔

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

スポーツ関係者、保護者を対象に指導者育成講習会を長浜

市内の各種スポーツ関係団体とともに実施します。

柔道
リオオ1ジンピック令メタ`)スト

大野将平選手

心校体の講話とキ支等の実技指導

キッズによる難 チャレンジ

バスケットボール
Blリーグ

滋賀レイクスターズ

バスケットボールの基本技術指導

デモンストレーションゲーム

バレーボールの基本技術指導

質問コーナー
バレーボール

Vプレミアリーグ

東レ/ローズ選手

妥亨〕K
侍ジャパン U-12監督

仁志敏久氏

キャッチ、スローイングの基本技術指導

バッティングの基本技術指導

陸上
北京オリン蟄ンク銀メタ`リスト

朝原宣治氏

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

鶴置
い
霞

イr

“

■

昭

置

四

晴

―

・
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@大会に向けて市民や関係団体の機運を高める事業の実施 (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」幣目撲」競技が確定しており、

当施設は柔道会場となっています。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能l生がありま

す。私たちは、スポーツ初心者の方を対象に、長浜市開催の種目の仰験や観戦ポイント解説、アレール説明等

の体験会を、関係団体とともに開催し、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理解していないのが実J晴です。私たちは、市

民イこ「どのような種目があるの力ち」また「どのようなルールなの

力ち」を取りまとめ、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。

地元長浜市の北部地域には、シンテイングッベレーの元日本代表

選手もおられます。そういった地元の障がい者スポーンの一流選      【シツ労 ングパレー】

手や、長浜市身体障害者福祉協会長浜支部とも連携し、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、各種事業時のチラン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、各不重イベントや事業実施等に、国民スポーン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ツ大会だと認識しています。私たちは、施設管理者

として全国から参加されるプレーヤーに、持っている実力を遺感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。

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等

長浜市と連携して実施していきます。

イ)施設管理者として、全国からの訪問者におもてなしを伝えます

国民スポーツ大会は、全国から長浜市に選手や観覧者等をお迎えします。大会実施中は、事業団のバック

アップ体制により当施設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、快適な応

援、観覧環境を提供します。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サ芯

対やおもてなしブースの出店などの取り組みも実施します。

ア)長浜市開催種ロスポーツ競技団体の絡続支援

私たちは、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を下尚陛の祭典で終わらせてはいけないと考えて

います。大会後も市民が引き続き「する」「みる」「ささえる」「つなげる」スポーンに取り組めるよう、競放

団体を継続支援していくことも私たちの役割です。特に当施設での開催種目「柔道」に関しては、大会後も

競技団体と協働で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る

⑤ 関係団体と共に大会を盛り上げる事業の実施 (大会中)

① 大会からレガシーを残す取り組み (大会後)
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と考えています。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)当施設のコミュニティースペースにおける記念パネルの常設展示と記念植樹

前回の滋賀国体から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臆に深く刻みこまれる

スポーツの祭典で、滋賀県にとつても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私たちが感じることとして、日伝えの人々のHttl臆だ

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ンの担い手たちに

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、施設周辺に記念植樹を行 うことと、大会風景を写真パ

ネルにして当施設のコミュニティースペースに常設展示することを提案します。

【パネル展示イメージ】

(4)国民スポーツ大会開催をはじめ、大会の調斡慮B利用者の増加を図る取組を提示してください。

長浜市民庭球場と連携し国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を起爆剤とした利用促進を図ります

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|よ 乗通会場となる当施設

―にとつて大会誘致や合宿誘致の起爆剤になると確信しています。

そのこと|よ 長浜市民庭球場でも証明さているとおりで、会場の整備とともに競技団体や旅行会社との連携|

|を3餌し呟 施設のPRや営業を繰り返すことで、期間はア〕`ん`ります成 少しずつ着実に大会や合宿利用を増や|

|せるものと者えていきます。

1 1の基本方針 (3)施設の課題と対応でも示したとおり、私たちは、この地域を合宿地のメッカとして活性
|

1化させ、今回の指定管理が長浜市のスポーツツーリズムの成功例となることを確信してしヽます。      |

ア)競技団体と連携関係にある営業担当の配置による大会 H合宿誘致

私たちは、長浜市民庭球場で数多くの大会を誘致してきました。その成功の一番の要因と考えるのが、地

元競技団体との良好な関係′性と施設を売り込む営業です。大会誘致営業としては、まずは大会主催に利lttl性

や魅力を知っていただく必要があります。その時絶対に必要なのが、地元の競技団体の理解と協力だと考え

ます。まずは地元の競放団体に大会利用いただき施設状況を知っていただきます。それが上手くいけば自然

と噂はロコミで広まっていくことも期待できます。私たちが考えるよりも、競技団体同士の情幸蹄岡は広く、

その伝達は早く、団体同士の信頼関係は強回です。

私たちは、この成功例を参考に、当施設に地元の競技団体と連携関係にある営

業担当を配置し、良好な関係から大会を県南部で実施されている大会を誘致しま

す。しかしながら、それの関係陛だけに頼らず下記の手法で積極的な合宿誘致営

業も行つていきます。

a. ホームページでの合宿誘致

b. 専用チラシ配布による合宿誘致  (県外近隣スポーツ協会へ送付)

c. 宿泊施設や旅行会社との合宿プランの設定による合宿誘致
イメージ

イ)地域コーディネーターの配置による大会 ロイベント誘致

私たちは、当施設に地域コーディネーターの配置を計画しており、この職員に北部地域のスポーツ事業やイ

ベントのコーディネートをさせま現 地域のイベントや地元スポ少の練習大会、フリマやスポーツ会合等を当
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施設に集約させることで、当施設のスポーツ・コミュニティー拠点としての位置づけを確立し、そのことで地

域の活性化にもつなげます。

ウ)新しい利活用の提案からの利用促進

配置する営業担当や地域コーディネーターは、 1の基本方針 (3)施設の課題と対応でも示したとおり、ス

ポーンだけでなくマーチングや吹奏楽といつた文化事業やフリマーケットやスポーツダンスといつた地域イベ

ント等、当施設の新しい不可活用方法を提案し合宿や大会利用、イベント利用を増やし利用促進につなげます。

ア)私たちの管理施設との連携

私たちは、6その他 (4)類似の業務の実績でも明記していますとおり、長浜市内で23の類似施設の管理

運営を行つています。このスケールメリットは、大変大きいと感じています。大きな大会時や合宿時に、練習

会場やコー ト数が不足する場合は、必要に応じ他のスポーツ施設と連携し利用調整を行います。この利用調整

をができるのは、私たちだけで、長浜市内で多くの類似施設を市内で管理しているからです。

【過去の利用調整実績】

イ)他の団体の管理施設との連絡調整

他の団体が管理を行う施設であつても空きがあれば利用が可能です。他施設への空き状況の確認を大会主催

者や旅行会社に代わり行いますもこれにより、大会主催者や旅行会社との信頼関係も築けま坑

② 他のスポーツ施設との連携による合宿・大会誘致

バスケットボール コート面数の不足
長浜市民体育館と浅井体育館に分けて大会実施

決勝は長浜市民体育館で実施

ソフトテニス コート面数の不足
・長浜バイオ大学ドーム、長浜市民庭球場、浅井文化スポ

ーツ公園テニスコートで実施

サッカー コート面数の不足 神照運動公園と浅井応、れあいグラウンドで大会実施

③ 地元宿泊施設や旅行会社との連携強化

ア)地元宿泊施設や地元旅館業組合との連携による利用促進

県内外からの大型合宿を受け入れるには、当然宿泊施設が必要になってき

ます。私たちは、現在長浜市民庭球場において、Hotel&Resorts NAGA

HAMAや YES長浜みなと館、伊吹高原荘等、さまざまな宿泊施設と利用

者の連絡調整を行つていますもこれらの宿泊施設イ断町用者の送迎も行ってお

り、】鮮焉地域の施設でも大人数の移送が可能です。当施設にいても、宿泊施

設と連携し大型合宿を積極的に誘致していきたいと考えていま坑
【合宿バス送迎イメージ】

また、当然施設周辺地域の旅館業組合や宿泊施設、地元のお弁当業者とも、積極的に新し連携関係を構築

し、地元にしっかりお金が落ちるような仕組みづくりにまで発展させていきたいと考えています。

イ)旅行会社強化による合宿誘致

私たちは、現在いくつかの旅行会社と連携関係にあり、者卜度大学や高校の合宿場所を紹介、確保していま

すЬ今後もこれらの連携を大切にし、新しい当施設にまで合宿を誘致してきますもそのために、まず旅行会社

の合宿担当者に施設の魅力を知っていただく必要があります。旅行会社向けのパンフレットの作成や旅行会社

向けの施設見学会なども行つていきます。
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① 有資格者の配置によるトレーニング室の運営

(5)トレーニング室の贈 について、利用者への指導内容やその手,法について提示してください。

ア)ト レーニング室への職員配置

私たちは、2組織体制 (2)職員配置でも示したとおり、当施設にトレーニング指導のできる職員を隊ず

配置し、利用者に安全・安心・快適なトレーニング環境を提供します。特に専任職員は、 トレーニング指導

だけでなく、 トレーニングメニューの作成、 トレーニングマシンの

構造も理解しそのサ1敵も行えるように教育訓練していきます。

イ)ト レーニング室の運営方法 適切な利用ルールづくり

不特定多数の利用者が、安全かつ快適、そして効果的にトレーニ

ング取り組んでいただくためには、 トレーニング室の利用ルールは

必ず必要になってきます。私たちは、当施設が市立施設であること

を十分理解し、私たちの決めたルールを一方的に利用者の押し付け

るのではなく、長浜市、利用者代表、私たちと今回のトレーニング

室を監修したミズノスポーツとで、設置者、管理者、利用者、マシ

ン納入業者のすべての立場のものが納得できる利用ルールを施設開設日までに協議し策定します。

この利用ルールの決定には、十分時間をかけ熟慮し、全国一律のルールを当てはめるのではなく、当施設

の立地条件や特l生にあつたものになるようにします。

ア)安全で正しいトレーニングをすすめるための利用講習会の実施

どんなに最新の高価なトレーニングマシンを導入しても、適切な運動プ

ログラムを提供しても、不可用者が間違ったマシンの利用をしていたら、ケ

ガの危険性も高くなり、せつかくの努力も思ったより効果がみられなくな

ります。また、高価なマシンの故障につながることも想定できます。

利用者には、やはり正しい不可用方法を習得いただき、安全で効果的にト

レーニングをササ
~め

ていただくことを望んでいます。私たちは、そのため

にもトレーニング事の利用講習会の実施は不可欠だと考テています。

【利用謂習会の実施イメージ】イ)ト レーニングの目的別利用詰習会を実施

利用講習会では、マシンの正しヤヽ不可用法だけでなく、 トレーニングにあつたプログラム提供も行います。

利用者の筋力や体の状態は、千差万別ですので佃別に多少修止は必要となりますが、そこは専任トレーナー

が的確に指導を行います。よって利用講習会は、下記のとおりその目的別に実施するとより効率的になり、

きめ細かい対応が可能となります。また、実施曜日や時間帯にも注意を図り、対象者が受講しやすい時間帯

に設定し実施しま坑

実施講習会 ―例

a.パフォーマンス向上ための利用詰習会  (アスリー ト対象)

b.ダイエットのための利用講習会  (生活習慣病予備軍対象)

c.美ボディのための利用諾習会   (女性限定)

d.筋力維持のための利用詰習会   (高齢者対象)

土曜午前コース (仮 )

平日午前コース (仮 )

平日夜間コース (仮 )

平日午前コース (仮 )

一む

韓 こ
　
ぃ

イメージ

② 目的別トレーニング室利用講習会の実施
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e外部の専門トレーナーによる各種トレーエングプログラムの監修・提供

ア)外部の専門トレーナーの招聘

私たちは、 1(1)基 本方針の③でびわこ成燦スポーツ大

学やプロの トレーナー グノレー プ 「SMART SYSTEM

STRENGHT」 、スポーツメーカ ミズノ株式会社 と連携 し

北部地域のスポーツを滑 l生化 させ ると提案 しま した。

日々 のトレーニングにメリハジをつけるためにも、年数

回、外部講師として「びわこ成際スポーツ大学」や 「ミズノ

スポーツ」や「SMART SYSTEM STRENGH
T」 から専門の指導員や トレーナーを派遣していただきま

すЭこのことにより、一流アスリートと同様のトレーニング指導が、当施設で受けることができます。これ

は利用者にとって大変魅力的であり、人口集中地区からも多くの集客が出来ると考えています。また、当施

設の専任トレーナーの学びの場にもなると考えています。

イ)ト レーニングプログラムの監修、提供

トレーニング室のプログラムについても、大学、スポーツメーカー、 トレーナーグループによる外部の専

門的な見地からプログラムの監修を行っていきます。最新のトレーニング方法は、日々 進化しておりその最

新データに基づき導き出される最適なトレーニング方法を、連携の絆から私たちのトレーニング室に提供し

ていただきます。

監修プログラム (案)

a.アスリートのためのプログラム監修 (アスリート対象) びわこ成際スポーツ大学監修 (仮 )

b.ダイエットのためのプログラムの監修 (生活習慣病予備軍対象) ミズノスポーツ (仮)

o.美ボディのためのプログラム監修 (女性限定)          ミズノスポーツ (仮 )

d.筋力維持のためのプログラム監修 (高齢者対象) 酬想T SYSTEM STRENGHT監 修 (仮)

e.ジュニアスリートのためのプログラムの監修(スポ少等対象)びわこ成限スポーツ大学監修(仮)

f.幼児期の運動プログラム監修 (幼少年期対象) SMART SYSTEM STRENGHT監 修 (仮 )

ウ)プログラムの見直し

スポーツ大学、スポーツメーカーや トレーナーグループ監修し提供いただいたプログラムですが、定期的な

見直しも必ず行い、利用者のために常に最新で最適のものを準備しておきます。

ア)ト レーニング相談会の実施

トレーナーに提供されたトレーニングを続けても、成果があがらなかった

り、 トレーニング途中で体の故障箇所が見つかつたりすることも当然ありま

す。その場合利用者は、やはり自分で納得してトレーニングをすすめたいと考

えられ、時にはパーソナル トレーニングを求められることも当然発生します。

私たちは、日常的にトレーニング相談会を実施し、個別に利用者のプログラ

ム作成や相談にも対応し、パーソナル トレーニングとして利用者に最善のトレ

ーニング方法を指導します。

【トレーニング相談陰イメージ】
イ)市民健康相談会の実施

中高年の利用者には、閑散時間になるであろう平日の昼間、市民健康相談会も実施します。看護師、理学療

法士や保健師等に来館いただき、運動と生活習慣の両方を問診していただき、今後の健康増進に向けての計画

イメージ

④ トレーニング相談会、市民健康相談会の実施

ｎ

Ｌ

イメージ
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づくりを行いますもまた、この会は、定期的に開催するため時系列の経過観察が可能となり、医療費削減にも

つながる市民の個表を持続させていく事業としては最適です。長浜市の健康企画課と連携し、健康推進アプリ

「BIWA― TEKU」 のポイント付与事業への登録も目指していきます。

(6)トレーニング室に設置するトレーニング檎謡について麟 してください。

国内最大手のスポーツメーカー「ミズノれ式会社」の監修による国内メーカーでのコーデイネート

当施設の特徴の一つが、充実したトレーニング室の整備であると認識しています。市内の他のスポーツ施設

と比べても、これだけのマシンを導入している施設はほぼないに等しく、◆国市内でもっともハイレベルのト

レーニング室になると考えられます。

私たち|よ 限られた予算の中で、高価ではあるがヽ安全で信用度の高いミズノの子会社「国内メーカー

Senoh(セ ノー)」 の国産機種を多く取り揃え、安全を確保しながらも、バリエーション豊富莉筋輯 を

行い提案しています。

③ スポーツメーカーとの連携によるトレーニング室のコーディネート

ミズノ株式会社の子会社国内メーカー「SenOh(セ ノー)」

の国産機種を選定し提案

今回、連携企業であるミズノ株式会社に監修いただきトレーニ

ング室の提案を行います。暫南に関しては、以下の4つのコンセ

プトのもと、アスリー トから_賓
′陛、高齢者、障がい者の方までも

が気軽にトレーニングに取り組めるようなマシンを導入します。

安全陛・不llttJ性・操作性、どれをとつても安心の国内メーカー

trト ス畢 言 山冬nマ ぐノ /`ナー去 不 示 ス カ龍 桂 1イ 1ハ ヤ十

韓

特
Ｔ

,ゴ

鱒摯鰹起揺

コンセプト① 安全で操作性の良い機種の選定

整 備 要 件 :口 利用上の安全性を配慮した器具の選定と優れた操作性を有すること

整備のポイント:・ メンテ等もすぐに対応できる国産であること (日 本人に合つた機器)

・事故防止設計と安全な処方であること

ヨ耐久I性に優れた設計であること

コンセプト② あらゆる年齢層に対応できる健康増進機能を有する機種の選定

整 備 要 件 :・ 日常生活における運動量の減少や高齢化社会の進展といつた状況の中

で、生涯を通じて健康な生活を送るために、生涯の各段階でそれぞれに

適した健康づくリトレーニングを実践できる器具を設置すること

・フリーウエイトスペースも十分に設置し、オールジヤンル、オールジ

ェネレーションに対応した器具の設置を考慮すること

ロトレーニング種目のバリエーションをもたせること

・誰でも乗り降りしやすい言館十であること

・取言ルミネルと分かりやすい調節機構であること

整備のポイント
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コンセプト③ 継続意識を高める環境づくり

整 備 要 件 :・ トレーニングの効果は、1週間に2～ 3日 、継続して実践することが望

ましく、長時間休止すると一度獲得したトレーニング効果は失われます。

そこで継続的に実践する意識を高めるための環境をつくること

整備のポイント:日 効果が得られやすいこと

「快適で飽きの来ないこと

・清潔で入りやすいこと

コンセプト④ 障がい者や高齢者への対応

整 備 要 件 :・ 車椅子利用者や高齢者への対応が可能であること

整備のポイント:日 車椅子からも乗り降りしやすい機構であること
日品齢者でも乗り降りしやすい機構であること

トレーニング室レイアウト国 ミズノ株式会社監修
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トレーニング室導入予定マシンー覧 ミズノ株式会社監修
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② マシンの安全性(事故防止)の確保

今回提案した機器には、以下のような安全l生を確保する設計がなされています。

◆安全性 :事故防止設計と安全なトレーエンゲ処方

ウエイ聞 フルカパー対応による事故防止      1
諜 案する筋カトレーニングマシンは、全ての機種で
ウエイトがフルカバーとなっており、手を挟むなどの

事故を防止する設計となつております。

a

■

日
ぃ .

●.....●定脈舶トレーニング

コードレスパイクは、国立循環器センターの協力を得て開発した、高精度でスムーズな定脈
数コントロールです。国標とする心抱数に対し、適切な負荷がかかるように設計されており、

安全に利用可能です。事実病院での心臓り八ビリテーションにも利用されております。

牲栞方工〔当社方式

1‐

↓・
す

●

中

Presentation

今回提案した機器には、以下のような利便陛 (誰でも乗り降りしやすい)を追求した設計がなされています。

◆使悸中すさ:誰でも乗降りしやすい設計

商齢者にも乗降りしやすし蝶 々な締

シートの高さな庄レパクト設計で、誰でも乗降りしやすい設計になつています。
また、ウォークスルー機構、手すり付等、様々な乗りやすさを重ネ見した機構が取り入れられています。

マシン追定のポイント
トレッドミ,b

ロング手すりにより乗降りが簡単

ヂ

各

ユ
ウエイトマシン
コンプ(ク トき絹十により、
女性や高齢者も乗降りし易い

―

,

リカンベント,ゞイク
ウォークス,レー機構の採用で
乗降りに障害が少ない

―
・「

▲ ■「IF

Presentation

一
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④ マシンの操作性(使いやすさ)の追求

今回提案した機器には、以下のような利イ更̀性 (誰でも使いやすい)を追求した設計がなされています。

◆使いやすと:誰でも操作 しやすい設計

日本語の取扱説明メゞネルJ読―され訪 式の目立つ調節梅欄

弊社のマシンは本体に日本語の取扱いノヾ才、ザレを付け、初心者の方でも鍛える 筋肉と使い方が分かり
やすくなつており、スタッフ様の手間を省きます。 (パネ,レイ乍成に関しては種類な狼財日談の上対応を致します)

また、シートやメ勘ドの調節機構は誰でも分かりやすいように黄色に着色され、調節方法も全てレパーや
ピンを引く形式にし、簡単に操作可能です。

シートに座つた状態で
見える位置に分かり

やすし取 扱説明が付属
調節機構は黄色で着色され、レ′(―やピンを
引く動作により、調節周 脅ヒになります

しン`クエクステンション

田 困 ^‐
,I′)茸 ,世 ▼ .

園 ::i!||…
'

Presentation
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1 事業や施設利用の段階的な幅広い広報

(7)施設のPRや脚椒提供など的 についての効果的な取t己を担示してください。

利用者への事業広報や施設利用広報は、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。長浜市域の方々にとどまらず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

私たちが現在管理しているスポーツ施設では、施設利用者に対して「玄関モニター掲示板」「コミュニテ

ィー掲示椀 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」を使つた広報まで近隣

地域から幅広い地域まで盾報発信を行つていま坑

しかし当施設は、長浜市域で言うと北部地域に位置しており、市域南部の方には、馴染みの浅い施設の可

能性もあります。今後l主、新 1ノ く整備さね′るにあたり、市域北部地域にとどまらず南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。

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、「人に何か脅伝える

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同体との連携し「地元主義」「地域密着」と「face tO face」 での施設や

事業の広報を行つていきます。

【具体的な広報活動案】

数力月先までのイベント、教室案内を一覧群 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。

施設内のコミュニティー掲示板やモニターを最大限活用し、事業やイ

ベン時 のあらゆるf時報も同時に発信しています。

自治会回覧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

ラシを酉己布し、積
～
五的な情報発信を行います。

広報な力Чままの事業団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団管理施剖こてイベントポスター掲示

地域事業(健康推進まつり等)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。

カ グやFacebookを利用した情報発信港行います。
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イ)施設パンフレットや事業チランの作成

私たちが現在管理しているスポーツ施設では、下記のようなスポーツ施設ガイドを作成しています。これ

をみると、私たちの管理するスポーツ施設 約 20施設の使用料金、体館日、所在地や問い合わせ先までもが

一目瞭然となっており、これ 1冊で市内のあらゆる施設の内容がわかると好評をいただいています。

当施設につきましても、施設独自のパンフレットの作製は当然のことながら、市内スポーツ施設の一体化

に向けて施設ガイ ドに集約できるものは集約し総合版の案内ガイ ドを作成していきます。このことは、私た

ちならではのスケールメリットを活かした提案だと考えます。

また、実施事業についても必ず見やすい募集チラシを作成し、広報のタイミングやエリアを十分に検討し

たうえで広く市民に参加を呼びかけます。

【スポーツ施設の総合ガイドパンフレット】

現在私たちが管理しているスポーツ施設においては、下記のとおり段階的に施設の空き情報の提供を行つ

ています。このことはある程度市民に定着したものとなっております。 ITを活用しての利用促進は不可欠

なものであるものの、利用者には中高年齢者や団体などのリピーターも多く、急な変化はかえつて利用者の

困惑を招きかねませ疵

そこで私たちは、まず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ヤヽます。

STEPl 現在の施設利用者に

∀

STEP2

∀

STEP3

【私たちが考える

空き情報発信の段階的な取り組み】

更なる利用者の増加を目指します
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② ITを活用した空き情報の発信

アリーナA・ B&多目的室の

利用状況をlヶ月先まで

コミュニティー掲示板で掲示

来館釜 ない利用希望者や
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4サービス向上等 【審査基準:乗椰J第4乗第1号及び第2号】

利用者ファースト研見点に立ち、ニーズを才日屋畝 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|よ ます利用者ニーズをしっかり子巴:屋 呟 その利用者ニーズに応えていく

ことが不可欠であると者えています。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!屋のためには、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

ンによる声推‖サから始まり、年2回のアンケートによる利用者満足度調査 外部言引面委員会である「スポーツ

振興推進委員会」による専門的見地からの意見等(さまざまな手法を用いて、利用者の声や改善の声を集めま

す。時には曽晴をいただくこともあろうかと思いますが、苦情は施設運営改善のヒント「業務改善の宝」であ

る者え真摯に述応します。

そして、私たちはそのさまざま声を施設の管理運営の改善に活か呟 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。

(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。

私たちは、他の管理スポーツ施設で毎年、年 2回の利用者アンケー トを実施しています。ここ数年のアンケ

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。

当施設においても、アンケー トを実施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力Чこして、

業務遂行の評価をします。また実施する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

を行いま丸

上記調査を実施した結果内容を集約し、各種意見・要望等を「P:計画J「D:実行J「 C:言詔面」「A:改

善」に分別し、マネジメント・サイクルに沿った分析及び検証を行い必要な改善策を検討します。

想定される改善策のうち、実施可能なものは早急に改善に取組みます。また、当該改善結果等は、施設内

掲示板に掲示し具体的な改善内容を市民ヘフィードバックします。

私たちは、アンケー トによる調査にだけではなく、以下の表のようなあらゆる手法により利用者ニーズを

把握していきます。そしてこの声を施設の改善に活かしていきます。

∝ ll用者アンー トの鰯側嗽 在 rズの処ほ そしてF健義へ

② PDCAサイクルを活用した利用者満足度の分析、そして改善ヘ

③ その他さまざまな手法による利用者の声を脈 そしてし改善ヘ

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。
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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心力Чザています。

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。

アンケートや利用者満足度調査

雑 '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
利用者アンケートを年2回実施していきます。外部評価委員会のスポーツ振興推進委員会か
らも客観的、専門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
沢1し、利用者のニーズの把握に努めています。

④ 施設を利用していない未利用者のユーズの把握、そ

施設の利用促進のためには、現在利用されている方だけでなく、潜在利用者の発掘も必要とだ考えていま

す。とくに当施設が】鯖Б地域での立地ということも考慮し、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「長浜市スポーツ推進計画」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。

的な見地からの助言、そして改善ヘ

当事業国では、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 「スポーツ振興推進委員会」を毎年、年度末に開催

しています。

会議のメンバーは、スポーツ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。

イメージ
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① 苦情に対して迅速で誠意ある対応

(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

苦晴を受けることは、私たち施設管理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、苦晴をゼロにすることは難しいと考えます。私たちが大切にするの

は、皆晴にどのように対応するかであり、苦障肥供者に気持ちよく、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J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Jを、いただいているという姿勢を持

って期′と、します。

b.ス ピード感をもつた迅速な対応

スピード感をもつて迅速に対応することが、早急に苦晴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、苦晴提供者に潮芯するようにします。

^  上ロギ ハ 持 権ユ!― 持 ^手笠お讐 た エ ム 化 も■声
し・  1関 TV′ 」 ぃ)笏 :導エ ーガ′、 翻孵 邸 ‐

~(〕
フ ザー か」,'い

私たち指定管理者が常識としている施設運営のアレ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   苦晴に対しては次のように対応します。

【私たちが取り組む苦情対応の姿勢】

①まず最初に、誡意をもってお詫ぴの言葉を言う

②苦情提供者のお謂港お伺いする

・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力ち、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こちらにも言い分んちれfミ 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!幽ぎかりを主張しない

⑤確認したり、調べたりする必要力ちることに関しては、時間をいただく

⑥貴重なご意見をいただいたこと「こ対して、お礼を言う
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② 苦情や利用者の声を運営改善に結ぴつけて市民主役の施設ヘ

私たちは、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盾を、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らないと考えています。利用者の声は、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し実施します。現場レ■レでは対

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、当施設を市民主役の施設にしていきます。

(3)その他サービスの質鞘 ・向上するための取組について捉示してください。

長浜市が作成した当施設の整備事業基本計画をみると、その基本方針の2に 「北部地域のスポーツ・健康づ

くりの拠点施設とします」とあります。私たちも方針lこ沿つて拠点づくりに尽力していきます。その中で、当

施設がただの体育館でなくて拠点となりうるには、やはりその機能の〕釘監が不可欠である考えます。

具体的な取組みとして、【私たちは当施設に各スポーツ団体の支所的役割 】をもたせます。

私たちは、下記の表のような事務局や実行委員会事務局を担っています。各事務局本部や実行委員会事務局

は、長浜市民体育館や浅井B&G海洋センター等にあり、事務手続きや申請や書類提出等、北部地域の方もわ

ざわざ長浜市民体育館や浅井B&G海洋センターまでお越しいただいるのが現状です。このことは、私たちも

日々 大変心苦しく感じていました。

しかし、もし私たちに当施設を管理させていただけるのならイよ

各種団体の事務手続きや申請書類提出、また大会等の申込受付

も北部地域の方については「長浜伊香ツインアリーナ」で行える

よう提案します。

このことにより、当施設はその機能が強化され、ハー ド面だけで

なくソフト面でも地域の拠点となると確信します。そして北部地域

の方の利イ更ザ性は格段に向上し、長浜市のスポーツ連携の一体化にも必ずつながっていくように感じます。

【樹台ヒ強1ヒのための具体的な取組み 例】

① 地域のスポーツ・コミュニティー拠点としての機能強化

長浜市スポーツ協会事務局
・各申請や事務手続きの受取り

・報告書の受取り

長浜市スポーツ推進委員会事務局 報告書の受取り  '会費の納付

長浜市スポーツ少年団事務局

各種申請や報告等の受取り

補助金の受領

登録料の納付

長浜市浅井お市マラソン実行委員会事務局 参加申込み受付
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びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会事務局 参加申込み受付

市民団体なんЧよまウォークらぶ事務局 コース地図の配布  ・会員申込み受付

ア)更衣室の温水シャワーの無料開放

当施設の図面を見るとの男女更衣室にはそれぞれ多目的シャワー室が設置されています。しかしながら、

長浜市民スポーツ施設条例 施行規則第4条別表をみると、温水シャワーについては、 1時間470円 (税抜

き)と あり、温水を利用するには料金が発生することが確認できます。現在、民間のスポーツクラブをみる

と、トレーニング後のシャワー設備の使用はだれでも無料で利用でき、もはや

最低限のサービスとなっています。

私たちも、 トレーニング室利用者や大会者参加者に、快適なスポーツ環境

を提供すべく温水シャワー設備の利用については無料で開放することを提案し

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ックスで

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により大会参

加者を含む金利用者へのサービス向上になり、同時に運動後に外出される女サ
l生

利用者等の利用促進にもつながると考えます。

【温水シャワーの無料開放】

イ)施設利用者、大会参加者、観覧者を熱中症から守るための取り組み

当施設は、冷暖房完備のアリーナを有しています。しかしながら、月間体育施設に掲載される熱中症事故

発生の亨古文事イアllをみてみると、冷房中の体育館でも競技者や観覧者による熱中症事故は発生しています。冷

房があれば、事故の確率は減りますが0%になるわけではありません。私たちは、このことを十分理解し冷

房設備を過信せず熱中症から利用者や観覧者を守り、安全で医適な環境で「するスポーツ」「みるスポーツ」

を楽しんでいただくための取り組みを行います。

b.経口補水液の提供

事務室の冷蔵庫に常に経口補水液を用意し、熱中症患者や気分が悪くなれた

利用者などに無料で提供します。

イメージ

【アイシング用氷の提供】

‐  
。

イメージ

●

●

a.冷却用氷の提供

事務室に冷蔵庫を設置し、捻挫等の結 IJ用や熱中症辮 ll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。

c.緊急時の会議室・研修室開放

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疵 万が

一熱中症患者が発生したら、現湯職員の判断で会議室 。研修室を休憩場所や緊

急避難場所として無料開放しますと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であると考えています。

② 快適にスポーツできる環境の整備 ―利用前日不皓用中・不嗜用後のサービス充実一
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ウ)だれもが快適に利用できる環境

a.しょうがい者の方への対応

> 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、電勘車いす用緊急充

電コーナーを設置します。設置することで帰りのバン>リ ー不足を心配することなく、施設を利用してい

ただきます。

> 耳マークの設置

外見ではわかりに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

が図れるように、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D

> 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、他の利用者への啓発も行います。 【耳マーク】

b.女性利用者に対しての対応

> アメニティスペースの充実

女 l生の利用者の方に気持ちよく利用していただくためには、アメニテ

ィ空間の充実は不可欠だと考えます。お化粧直し用のミラーや服装チェン

クができる姿見、化粧品を置くミラー前の台の設置等、女陛の声を活かし

た整備も進めていきま坑

> シャワー室へのドライヤー設置

女 l生の利用者の方が運動後汗を流された後、濡れた髪のままでは外出

しにくいのではないでしょう力北女ザ性の方に気軽のお越しいただき、気軽

にスポーツに取り組んでいただくため、シャワー室にドライヤーの設置を

します。当然男性シャワー室にも設置します。

c.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」を外国語表記 (英語、ポル ト

ガル語等)で作成します。

また施設内や駐車場の案内看板についても順次、外国語表記をすすめて

いきます。

> 絵文字 (ピクトグラム)での表示

外国の方にもわかりやすい絵文字 (ピクトグラム)を使つた表示の整備

を順次進めていきます。

【シャワー室への

ドライヤー設置】

【外国語表記の利用案内】

耳の不コIれな〆liは
筆議しますので、
お粥|し‖:くださいぃ

景貧す不自由尊ことを
ふ寸マークです。

イメージ
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d.すべて利用者に対しての対応

> ～ランナー・ウォーカー・サイクリストに～ ステーションとしての役割

当施設は、地域のスポーツ拠点としての役割も担いますが、私たちは、館

内利用者だけを対象としてサービス向上策を行うのではありませ疵

私たちは、当施設をスター トゴールに設定していただき余呉湖や奥琵琶

湖、大見渓谷、賤ヶ岳といった自然豊かな観洸お所を、ランニングやウォーキ

ング、サイクリングで巡つていただきたいと考えています。

当施設の更衣室やシャワーを開放し、当施設を市内で初のランニングステ
【サイクルスタンド設置例】

―ション・ウォーキングスターション、サイクリングステーションとして位置づけることで、スポーツ・

コミュニ>ィ ーの拠点施設となり地域の滑性化にもつながると考えています。

> ～育児家族の利用者に～ キンズコ~ナーの充実

当施設は、地域のスポーツ施設の役割だけではなく、コミュニティーの処点とし́ての役割も担ってい

きたいと考えてきます。小さなお子様を連れたご家族にも多く来館いただき、子ども達が安全に動いたり

遊んだりするキッズコーナーも充実させていきます。また、安全なスポーツ遊

具も用意し雪の降る冬期には、お子様の個人利用の利用促進にもつなげます。

> ～育児家族の利用者に～ 授乳室での調乳ポット設置

育児中の方は、授乳やおむつの交換等どうしても外出先での困難が増加し

ます。しかし、そんな大変な育児中のご家族ほど、心身のリフレッシュのため

にスポーツに取り組んでいただきたいと考えています。私たちは、設置予定の

授乳室に調乳ポットを準備し育児家族を支援しますもまた、緊急用の「子ども

用紙おむつ」も事務室で各サイス用意します。

″
″

F乱
薇

イメージ

碑 レドット評甑日別】

> ～高齢者の利用者に～ 玄関のスツール ℃腰かけ)設置

ご高齢の方が、立ったまま靴を履き替えるのは非常に困難です。高齢者の利用の多い長浜市民体育館

では、アンケー トによる利用者の声からスツールを玄関設置したところ大変好評を得ています。当施設に

も羽駄箱横にスツールを数台設置し、高齢者に優しい施設づくりを目指します。

> ～高齢者の利用者に～ 受付窓日に老眼鏡の設置

利用申請時は、どう1ノても文字の小さい申請書への記入が必要に

なってきます。事務所受付窓口には、必ず度数の違う老眼鏡を数種類

設置します。

ツール

ア)大会参加者・賊 者に快適性を提供する取り組み

2年前は歴史的酷暑に見舞われ、空調設備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。今回、アリーナAには、空調設備

が設置されるますが、それでも本気のプレーをすると暑くなることは推察するに容易です。私たちは、空調

設備だけに頼るのではなく、細験の知恵と工夫からに実現可能な下記のようなサービス向上の取り組みを行

います。

a.業務用大型扇風機 ロスポットクーラーの貸し出し

アリーナBと廊下に業務用扇ナ風機やスポットクーラーを設置し、風の通りを良くし気温を下げ、少しで

も利用者に1期なスポーツ環境を提供します。

,
,

p鳴 E

③ 国民スポーツ大会会場として 大きな大会や合宿に対するおもてなし
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b.熱中症計の購入と貸出し

熱中症の危険l生は、気温だけでなく暑さ指数 lWB GT)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、その判断が非常に難しく

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 lWB GT)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D

イ)大会関係備品の預かリサービスの実施

毎国大会主催者は、莫大な量の大会備品を大会当日の朝に会場に持ち込まれ、大

会の準備をされます。私たちが管理する長浜市民庭球場でも年間多くの大会が開催

されますが、そこでは、大きな器具庫を利用し、事前に大会備品 (貴重品や高価な

備品は除く)をお預かりするサービスを実施しています。これは、他市の会場では

あまり実施されていないサービスで、大会主催者からは大変喜ばれています。この

サービスのおかげもあり大会主催者の利用満足度は非常に高く推移しています。
【3超ける熱中症計】

当施設においても、その図面をみると広い器具庫が設置されており、物品を預かるスペースの確保は容易

であると考えられます。よって当施設においても同サービスを実施し、このサービスから大会主催者の利用

者満足度の向上と合宿、大会誘致にもつなげていきます。

ウ)大会主催者観覧者への弁当販売業者紹介

長浜市民庭球場や長浜市民体育館で大会が開催される場合や合宿利用の場合、大

会主催者からお弁当手西醜こついての問い合わせを多くいただきます。私たちの今回

の提案では、当施設に多くの合宿や大会を誘致してくる予定ですので、その主催者

や旅行会社に地元のお弁当販売店業者を紹介します。このことは、地元への経済効

果も大きく、大会主催者へのサービス向上から地域冊陛化にもつなげていきます。
【お弁当業者の紹介】

大規模な競技大会の際には、競技に関する器具の′ヽ検、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。よって当施設においては、主催者の要望に応じて、通常の開館時間を早めて開

館します。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。

【私たちが過去に取り組んだ開館時間の延長対応日例 平成30年度】

義
触

μ

ｒ

イメージ

④ 大会や運動会の開催時は、休館日の開館や開館時間の延長等の柔軟な対応

長浜市民体育館 午前9日ま)0分～午後9時30分 年間73日

長浜市民庭球場

※国スポ

ソフ肝 ニス会場

4月 1日 -10月 31日

午前91蘇Ю分～午後9日縣〕0分

11月 1日～翌年3月 31日

午前91まЮ分～午後5!照)0分

年間176日
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⑤ 物品販売およびレンタル事業

私たちが管理する他のスポーツ施設において好評を得ている物品販売やレンタル事業に関しては、当

施設においても実施します。さらに当施設の管理にあたつては、 トレーニング室での物品販売や物品レ

ンタルに注力して実施します。

利用者の方には、いつでも気軽に、また快適にスポーツを楽しんで

いただけるように準備を行いサービス向上につなげます。

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

・ノベドミントンラケット

・ニュースポーツ物品 (ド ッヂビー等)

【レンタル物請例】

b.物品販売事業

C.

・ドン球

・ノミドミントンシャトル

・ラインテープ

。かちわり氷 (熱中症予防)

。子ども用おむつ、生理用品等販売
。自動販売機の設置による欽料販売

トレーニング室内での物品販売 ロレンタル事業

・プロテイン販売

・ソックス販売

・栄養補助食品 (栄養ゼジー等)販売

・テーピング販売

・タオルのレンタル

| !手|lr工主ii liモ 11

テイメージ

【プロテイン販売】

私たちが管理する他のスポーツ施設では、利用者サービス向上のため多数の飲料用自動販売磯を設置

しています。設置する自動販売磯は、避難所であれば「災害救援型自動販売磯」、東京オリンピックの聖

火リレー中継地には、「聖火リレー開催都市支援の自動販売機J等、施設特性にやぅ十分考慮して設置して

います。

当施設においても、同様にサービス向上の

視点だけでなく、自動販売機設置による地域

貢献にも取り組んでいきます。

⑤ 災害支援型自動販売機や東京オリンピック聖火リレー支援自動販売機の導入

00市

V節

'だ
ングデザイメ1■:!敬■

'.

聖火リレーメモリアル自販 4幾 (開催都市告知 &レガシー)
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5施設の管理運営等 【審査基準 :条伊J第4乗第3号双ぴ第4号】

(1)施設の管理運営における経費節漏のための取組について提示してください。

1指定管理脚ま血税と捉え、その収入を元にも出する経費についてIよ 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|よ 管理基本方針のとおり利用者の「安lb・ 安全・‖期曲 を最優先に確保
―
するため、あ要箇所にはしっかり投資するあ要があると者えています。

| しん`しながら、またその投資する原費について|よ 市民の血税であることを十分理解しなければなりませれ

1当施設の管理運営に関するいかなる支出においても、このことを十倉再認識しながら、今までの経験と新ししヽ|

1倉」意五夫であらゆる経費の節減に努めていきます。

一方で極度の経費節減|よ 利用者サービスの低下につながる朝判生もあります。経費節減とサービスの向上

|がトレードオフの関係にあることも十分理解欧 経費節減とサービス向上の両立を目指しま硯

【私たち取り組む経費節減の取り組みと考え方】

事業団全体での
バックアップ体制や

「ささえるスポーツどの

推進で人件費節減

予防保全による

修繕費の節減

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

経鰤 減を

実現します

供給電力会社
の変更による

電気料節減

購入物品の共通化
一括発注により

物品購入費節減

外部委託費の精査

業務の共通イロこより

委託費節減

ア)事業国全体でのバックアップ体制、マルチスタッフ化による節減

私たちは、40年以上にわたり文化スポーツ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力比 また、どのように事業展開するとい力斗こ経費を抑え、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業務改善を行ってきました。その結果の一つとして、生まれ

たのが人イ牛費の節減方法が、類似スポーツ施設同士の連携や事業団本部とのバックアップ体制やマルチスタ

ンフ化による兼務体制の確立です。

これは、当事業団ならではのスケールメリットを活かした強みであると捉えており、当施設においてもこ

のシステムを積極的に導入し効率的な人員配置やバンクアツプ体制よる人件費の節減に努めていきます。

イ)各種団体との協力体制  「ささえるスポーツ」推進による人件費の節減

各種事業やイベント、スポーツ大会においては、準備から当日運営、後片付けまで、多くのスタンフ (人

手)が必要となってきます。当然、その様な事業やイベントを、当施設の職員だけで賄うことは難しいと考

えています。現在私たちは、そのようなスポーツ事業やイベントを実施する際も、必ず連携関係にある地域

のスポーツ団体にご協力をいただき、多くのスタンフの方と共にイベントや大会を成功させてきました。

当施設は、国民スポーツ大会の柔道会場であることからも、さらにその地域連携を深め、ますます「ささ

① さまざまな団体連携や事業団のスケールメリッHこよる人件費の節減
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えるスポーツ」のやりがいや楽しさを広め推進していきます。この取り組みは、単に人件費の節減だけでな

く、地域に埋もれた意欲と能力のある方々の掘り起こしにもなり、双方の効果が見込めます。

ウ)市民参加 (一般ボランティアや学生ボランティア) 『ささえるスポーツ」推進による節減

イ)に加え、現在私たちは広く市民からボランティアさんも募集し、そう

いつた市民の皆さまと協働で事業実施しています。また、滋賀県が国民スポ

ーツ大会や全国障害者スポーツに向けて取り組んでいる スポーツボランテ

ィア支援事業「ゲームコンダクターSHIGA」 も積極的に活用していま

す∩このことにより、

地域の滑l生化くつ国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会への機運づく

りにも貢献できると考えます。
【スポーツボランティアロ景】

私ナオちlt管理業務に関1/ては、その業務の内容やl牛質を飛 、の》おり段階的に十分にォ耳締めてから外注 1ン

ます。また、外部に再委託する場合においても、当事業国のスケールメリットを十分活かし、他の管理スポー

ツ施設と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

当施設は新し設備が多く、現段階ではその対応の詳細まで判断しかね恥 ありますが、管理するにあたつては安

直に外部委託をするのではなく、下記の考え方のもと事業団内の専門部署において、しつかり内容を精査し適切な

外部委託とします。

第1段階

【外部委託の考え方】
第2段階

第3段階

‖

__押報―..ⅢⅢれ撃

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節減を図りまサ屯

【…増魂雄 &複数学鶏鰤瑶田団脂例】

eスケールメリットを活かした一括発注による外部委託貴や物品購入費の節減

事業団組織内での兼務体制や

消防設備保守点検

長浜市民体育館等

浅井地区スポーツ施設

神照運動公園

6年間 消防設備の保守点検

建築基準法第12条に的 定期

点検

長浜市民体育館等

浅井地区スポーツ施設
6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
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自家用電気工作物保守点検

長浜市民体育館等

浅井地区スポーツ施設

神照運動公園

6年間
自家用電気工作物の

年間保守点検

ウ)物品購入の一括発注について

管理消耗品や原材料の購入については、当事業団のスケールメリットを十分活かし他の管理施設と一括購

入し、物品購入費の節減に努めます。

当施設は、多くの税金を投じて整備されるスポーツ施設です。この市民の財産を守り長寿命化させていく

のも私たちの使命だと考えています。オープン当初は、修繕箇所も少なくスムーズな管理ができるとは思いま

すが、私たちは単に短期的な指定管理期間だけの経営を考えるのではなく、当施設の長期的な視点に立ち予防

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」にも必ず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 。たたく。測る。引っ張る」の予防保全に基づく日常点検を進め、将来の大規模修繕費の節減に努めます。

現在、長浜市民体育館、長浜球場、長浜市民庭球場、神照運動公園、長浜市民プール等の管理スポーツ施

設においては、電気供給会社による電気料金の入札を行い、単価の安い電気供

給会社と契約をし、光熟水費の節減に努めています。燃料の高騰や大規模災害

時には、大幅な電気料金の値上げとなります。私たちは、こうしたリスクにも

備え、入本L後も毎年単価見直しを行い電気代の節減に努めてきました。

当施設においては、長浜市の基本整備計画をみますと照明はLED、 空調は

高効率の製品導入と、ランニングコストの削減にはかなり注力していただいて

いますが、さらに私たちで、他のスポーツ管理施設との一括入札することによ

り、電気代の節減が図れると考えています。 【電気供給会社の変更】

私たちは、長浜市の長浜市財務規則に準じた長浜文化スポーツ事業国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健全な会計処理から経費を節減しま丸

スポーツ消耗品
・長浜市民体育館等

・浅井地区スポーツ施設
ネットやボール、コーンやマーカー等

アリーナ用ラインテープ
長浜市民体育館等

浅井地区スポーツ施設
アリーナ内コートライン引き用

除草剤

・長浜市民体育館等

・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

③ 予防保全の取明傲みによるライフサイクルコスト(施設の生涯経費)や修繕費の節減

④ 他の管理スポーツ施設との一括見積比較から電気供給会社変更による電気代の節減

⑤ 公正な事業国会計ルールlこよる細かな経費にいたるまで節減
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ア)価格比較のルーザレlこ基づいた発注

事業国会計ルールでは、一定の金額以上の物品購入や委託溌注には価格比較を義務づけています。一定金

額以上の物品購入や委託洗注については、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、地元還元への精神は忘れませ航

【叫 回鵬 】

(2)利用料金の設定殿ぴ設定根拠につい岬 てく,徴筈い。

※使用料は、消報 10%)としています。利用準l気素)についても、税率側 0%)として騨 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、市民が気軽に利用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、避けなけれイれ けヽません。指定管理者は、施設の安全 。

安心・快適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も、私たちの財務基盤を安定させ、質の高いサービスを

提供できるようにするのが、公共の有料施設を管理する私たち指定管理者の責務と認識しています。

イ)施設の利用料金について

現時点において長浜市が設定されている利用料金は、広く市民の意見も取りいれながら、市域全体のバラ

ンス、他施設の兼ね合いも十分考慮していただいた中での設定だと理解しています。そのため今指定期間で

の利用料金は、原則条例の料金体系を採用します。

ウ)時には市民の声に応える対応も

前記のとおり、原則は条例の料金体系を採用します。ただし、利用者から利用料金の改定を求める声が多

く届いたりしたり、利用団体から改定の要望があった場合は、必ず市に連絡、相談させていただきます。

■ 利用料金は条例の料金体系を採用します
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質切り使用料

区分 単位
イ吏用料

航込)

不可用*栓

(案l

アリーナA

全面

入場料等を徴収しな

い場合

長浜市内に住所 (団体又は法ノ噸こあつてはそ

の画在奨ウを有するものがアマチュアスポー

ツにf吏用する場合

lH寺間

2,040円 2,040円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を姑象に使

用する場合
1,020円 1,020円

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合
1,020円 1,020円

長浜市内に住所 (団体又は法人にあつてはそ

の所在地)を有するものがアマチュアスポー

ツ以外のlttγ刀に使用する場合

3,050円 3 050円

長浜市タトlこ十沖り〒(団体又は法人にあつてはそ

の所在地)を有するものが使用する場合
4,080円 4,080円

アリーナA

全面

入場料等者改耳叉する場合

1日寺間

20,370円 20,370円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合 1,020円 1,020円

アリーナA

半面

長浜市内に住所 (団体又は法ノÅdこあつてはその所在畑 を有するも

のがアマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,020円 1,020円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合 510円 510円

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を姑象に使用する場合 510円 510円

長浜市内に住所 (団体又は法人にあってはその所在幼 を有するも

のがアマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合
1 520円 1,520円

長浜市タトlこ住所 (団体又は法人にあってはその画在幼 を有するも

のがイ吏用する場合
2,040円 2 040円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合 510円 510円

アリーナB

全面

入場料等を徴収しな

いウ参弓ド【言ド

長浜市内に住所 (団体又は法人にあつてはそ

の所在地)を有するものがアマチュアスポー

ツにイ吏用する場合
1時間

1 020円 1,020円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使

用する場合
510円 510円
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長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象|こイ屯用する場合
510円 510円

アリーナB

全面

入場料等を徴収 しな

い嬌

長浜市内に住所 (団体又は法人にあつてはそ

の所在地)を有するものがアマチュアスポー

ツ以外の催物に使用する場合

1時間

1,520円 1,520円

長浜市夕‖こ住所 (団体又は法人にあつてはそ

の所在地)を有するものが使用する場合
2,040円 2,040円

塀 を徴収する場合 10,180円 10,180円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業にイ吏用する場合 510円 510円

アリーナB

半面

長浜市内に住所 (団体又は法ノ氏dこあつてはその所在幼 を有するも

のがアマチュアスポーツに使用する場合

1時間

510円 510円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象(螂 する場合 300円 300円

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対象にイ吏用する場合 300円 300円

長浜市内に住所 (団体又は法人にあつてはその所在幼 を有するも

のがアマチュアスポーン以外の催物に使用する場合
810円 810円

長浜市外に住所 (団体又は法メdこあつてはその所在均 を有するも

のがl吏用する場合
1,020円 1,020円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業にイ吏用する場合 300円 300円

多目的室A 長浜市内に住所 (団体又は法ノ氏Sこあつてはその所在幼 を有するも

の力渡媚する場合
1時間 300円 300円

多目的室A 長浜市内グ)イ呆育園等が乳幼児等を対象に使用する場合

1時間

200円 200円

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対象に使用する場合 200円 200円

長齢 外 こヽ住所 (団体又は法ノペdこあつてはその所在幼 を有するも

のがイ吏用する場合
610円 610円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合 200円 200円

多目白勺室B 長浜市内に住所 (団体又は法ノЧこあつてはその所在畑 を有するも

の力渡凋する場合

1時間

300円 300円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合 200円 200円

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を射象に使用する場合 200円 200円
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長浜市夕‖こ住所 (団体又は法人にあつてはその所在±0を有するも

のがl吏用する場合
610円 610円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合 200円 200円

会議室 長浜市内に住所 (団体又は法人にあつてはそのFり〒在ナ0を有するも

のが使用する場合

1時間

100円 100円

長浜市内の保育園等が乳幼児等を対象に使用する場合 100円 100円

長浜市内のスポーツ少年国が少年団員を紺象に使用する場合 100円 100円

長浜市外lこ住所 (団体又は法人にあってはそのPり〒在10を有するも

のが使用する場合
200円 200円

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合 100円 100円

(2)個人使用料

醗 単位
使用料

航 D

利用料金

∩

トレーニング室

1人 1回

510円 510円

全館 (ト レーニング室以外) 100円 100円
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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、今後の修繕計画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・剣 b・ 快適を確保するために、事故を未然に[方ぐ予防保全の考えのもと、市民の

資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。

また利用者が映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。特に当施設|よ 2024年の国民スポーツ大会の柔道会場であることを念頭に置きな

がら、長浜市民庭球場と同様に施設の糟l生魯鴎屋したうえで適正な管理運営を行います。

「スポーツ施設の機能を維持しスポーツによる事故を未然に防ぐための維持管と里」「スポーツを快適に楽し

む環境を整えるための維持管理」と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

流設の維持管理については、利用者の安全・安心の確保を最優先に掲げて業務を行います。渦剰なコスト

削減を行うのではなく、創意工夫を疑らし質の高い維持管理を行います。

当施設の維持管理業務については、建築基準法、電気事業法、廃棄物処理法などの関係する諸法令と、長

浜市が定めた仕様書を順守して行います。それにより、施設および附帯設備を常に良好な状態に保ち、利用

者に常に安全 。安心な空間を提供しま坑

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

オ也ロヌ傘臣十ザF≡尭主ラR4劣 τH′り`,任 ヤこ爽壬0(ジ 、 可ア1カ 1木匂区τ夕ぐ〕兄り O/こ 0(ジ ヤこヤよr上)し A (〃つ肥′КIよ /1｀ W」 rハt ぐ ヮ。 ョ

施設の維持管理は以下のような予防保全の視ザ点で進めます。

【私たちの予防保全の考え方】
予防裸後の実現

危害要因の特定 邸
|  |

対応優先順位 対処策の立案

a.整備の章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

重サ煮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。

【私たちが考える当施設の維持管理における望点箇所と対応策 一例】

① 予防保全や日常点検を徹底して利用者の安全E安心を確保する取り組み

緻 ・ 設 備 名 重点箇所 対応策

柔道畳 畳表の状態(ささくれや汚れ) 柔道畳専用クリーナーで清掃。清潔に安全に管理

アリーナA
アリーナB

観覧席最前列の柵(転落する危険) 転落防止注意喚起文を貼付
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アリーナA
アリーナB

柔道大会時の設営畳の隙間 職員による点検実施と大会主催者への注意喚起

多目的室

共用スペース

通路

冬期など結露した時のタイル床面

ノンスリッカ ックスの塗布

注意喚起文の貼付

湿度の高い日や暖房時はモップカNすの徹底

トレーニング室 トレーニング室の器具扱い

注意喚起文の貼付

有資格専任職員の常駐

利用講習会の回数増加

トレーニング室
トレーニング機器の可動部や接続部の

破損

開館前の点検実施

正しい利用方法の指導

アリーナB アリーナの木製床面剥離
補修材により箇所埋め

業者によるウレタン塗装

アリーナA
アリーナB

防球ネットのワイヤーとリング破損
正しい開閉方法の指導

金具と取替工事

ボルダリング

ウォールの

ホールド

ホールド締め付けねじのゆるみ

ホールドのひび割れ
定期的なねじの増し締め

【維持管理における重点箇所の状況】

柔道大会時の柔道畳の町日1

(阿日1埋め)

【ボルダリングウォールのホールド固定ねじのゆるみ】

導入予定のトレーニング室の需呉扱い

(各種接続部や可動部)

経験とノウハウで設備や備品の細部にまで

しつかり気を配ります !
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b.チェックリス トに基づいた日常業務の推進一実行

日常業務を進める上で、単に「′ミ検を実施した」「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能

性がないわけではありません。

私たちは、業務ごとにチェックリストに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、異常の有無や安ハニl陛、快適 l生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。異常があった場合には、

直ちに適切な処置を取ります。 【日常業務のチェックリス同

c.定期的な見直しの実施―点検、改善

lヶ 月に 1度、施設維持管理業務等の施設内会議を開催します。会議には基本的に令職員が出席し、 1

ヶ月の業務遂行状況の振り返りを行いま坑

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。現場レンウレでの対処が困難

な問題は、当事業団本部に報告し、事案のll生斤賞に応じて長浜市との協議も含め、適切に対処いたしま丸

ア)「動かす・たたく日測る日引つ張る」予防保全に基づく日常点検を進めます

私たちは、他の管理スポーツ施設においても、長浜市が作成している「施設等サミ検の手引き」に基づき、

チェックシー トを作成し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。当施設

においても同様の対応を行つていきます。

日常J穏検は、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能性を疑

う、手すりのぐらつきがあればナットの締め付

けだけでなく壁内の鉄筋の腐食がないか考える

など、予防保全の視点から点検します。

【安全点検チェックシート例 他5ページ】

蜜全蕉検チェックンート

れ

ば

L!う 名十1

|ヽ  !liヽ

|!Iふ i1111

-■

ド!IX子 |

収

一
争

I統方li

litt

t ri

11

lⅢ

1侍

た膵0)'ヽ |: F特イ|ヽ

年  'サ   イi

十: ギi!`41:;

具体的には、「見る。聞く。触る。動かす 。

たたく。測る。引っ張る」′ミ検項目を定め、目

視だけでなく、施設 。設備ごとに適したザI識を

することにより異常の早期発見に努めます。
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イ)頻繁な日常点検で事故ゼロヘ

a.職員による4時間に一回の施設内巡回 例 :朝 9時 昼 1時 夕方5時 夜9時の最低4回施設巡回

b.日常点検後の措置

当施設では、職員が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l生を高めています。巡回の結果は、翌朝、管理日誌の提出を義務付け、巡回

漏れがないようにしています。
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【異常の早期発見を可能にする巡回チェックポイント例】

日常点検で異常が見つかつた蝉 はヽ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坑

ウ)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、消防設備、灯油貯蔵タンク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、および鹸 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D

b.事業日本部によるダブルチェック

施設職員の通常の設備〕穏検だけでなく、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。

鵬 【事業国全体で取り組む

ダブルチェックの考え方】
チェック

▲
チエック

鵬

ア)職員による日常清掃の徹底と巡回時の美観点検

私たちが、他で管理している他のスポーツ施設は、いずれも老朽化が進んでいる施設です。しかしなが

ら、職員による毎日の施設清掃は、絶対に怠りません。職員全員が「古い」と「汚い」とは全く別問題だと

いう考えのもとに日々 の清掃にあたっているからです。その結果毎年のアンケー ト調査でも、9割近くの利

用者の方に良い評価をいただいています。

当施設は、再整備がなされ綺麗な施設となりますが、長期的な視野に立ちこの状態を長く継続できるよう

日常清掃の徹底を図ります。また、安全観管理のために行っている職員の日常巡回点検は、美観点検も兼ね

ることとし、常に職員一同、美観を意識し、整理・整頓 。清掃を実行します。

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力Чすてはいないか

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

多目的室 湿気により床は結露していないか 中高年利用者の熱中症対策は十分か。

アリーナ
バスケッドリングは正しく出ているか

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

置しているか。

フ1'4ド :′
ウ,||IⅢ Ⅲ

点検箇所 対感策の立案―

暴概 葦YrrIィァす.―

e施設利用者に快適な環境を提供するための取り組み
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イ)清潔なトイレ、快適なアメニティ空間の提供

人が汚れていると不J快に感じる場所の上位に必ず トイレやアメニティ空間が挙がってきます。私たちは、

不可用者の方に気持ちよく帰っていただくためにもトイレの清掃には、力を注ぎ

ます。

トイレの清掃は業務仕様書では1日 1回ですが、 1日 3回、職員により清掃

します。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ちま坑 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。

【快適なアメニ労 空間】
ウ)施設周辺の植栽管理

私たちは、長年の公園施設 $申照運動公園や浅井文化スポーツ公園)についても管理運営を行ってきまし

た。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は、憩いの場を創出するのにとても重要で

あると考アています。当施設の植栽管チ甲ついても、時期を逸しないよう適H訥勺確に行い、他スポーツ施設同

様に植栽の「みどり」を通し、スポーツとコミュニティーの拠点として利用者や周辺住民の方々に心地よい

快芭陛を提供します。

ア)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回となっていますが、私たちは、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、使用許可を出します。また、使用後も点検を行

い、運動器具の安ハニl陛を確認します。特に他スポーツ施設で事故のあった移動式がスケットボールゴールに

は特段の注意を払つて,点検や設営の指導を行います。

イ)スポーツフロア (ア リーナ床面)の維持管理

体育施設管理士の講習会を受講すると、スポーツフロア (ア リーナ床

面)の維持管理について、徹底した指導をうけます。なぜなら以前床面剥

離による事故が、全国で多発くしたからです。フロアの日常管理から特別清

掃の方法、水分と湿度によるダメージ、フロアの保護やワックス塗布まで

かなりの時間を割いて学習します。
【適切なフロア管理】

当施設のアリーナAの床面は、タラフレックス (長尺弾L塩ビシー ト)で、ほぼノンメンテナンスの製品

ですが、アリーナBに関しては、他の体育館同様木製床のl吏用ですので、長寿命化や安ハニ′陛確保のため最適

に維持管理を行いま丸

私たちは、この体育施設管理士の資格試験時の学習と日々 の細瞼からくるノウハウを最大限に活かし、

「スポーツ時の安全確保」と「スポーンに適した性能の維持」のため、適七ノlな維持管理を行います。

ウ)放送設備の保守点検

放送設備の保守′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級の資格アどイ呆有

する職員か上級体育施設管理士資格を有する職員が点検を行ないます。特に大会や大規模イベントが開催される

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ます。

私たちは、現在長浜市民体育館でトレーニングマシンを維持管理しており、長年利用者事故ゼロで超営して

います。またマシンについても、日常点検と予防保全を繰り返し、マシンの長寿命化にも成功しています。そ

の裏には、私たちの日々 のサミ検、早期の修繕対応、マシンの丁寧な利用方法の注意喚起等、たゆまぬ努力のた

まものと自負しています。

† † ヤ

③ スポーツ施設の特性を熱知した維持管理の取り組み

イメージ

④ 安全性と快適性を追求したトレーニング室の維持管理業務
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ア)有資格者による日常点検と維持管理

体育施設管理士や トレーナー資格を有する者が、必ず日常Jミ検を行い安全

確保に努めますもまた、利用者がマシン使用時には、必ず室内に職員を円磁

させ、危険なマシンの使用については注意喚起し、正しい使用方法を指導す

る等の規忘 も行います。

特に重要と考える点検ポイント

→ 滑車、ワイヤー等の可動による消耗、劣化が見られる箇所

Ⅲ

イ)専門業者による点検と予防保全

長浜市民体育館でマシンある程度の維持管理については、経験しているも 導入予定のトレーニング
のの、今回私たちが提案させていただくトレーニング室には、電子機器を搭  器具点検箇所 (可動部分)

載するマシンも多くなっています。これらのマシンの動作確認韓 黒検に

は、やはり専門業者の点検は不可欠であると考えています。経費はかかりますが、利用者の完全確保のため外

部業者′ミ検も行いま坑

私たちが、40年間のスポーツ施設管理経験から立案した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、設備 。器具の維持管理に関して特に重視する項目については仕様書水準を上まわ

る管理を行っていきます。特に重要と考える項目は以下の表のとおりです。

【施設維持管理で特に重視する項目、仕様書水準以上に― る業務計画】

C.安定的な維持管理と仕様書を上まわる維持管理業務の遂行

スポーツ設備・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有資

格者が点検すること。(体育施

設管理士)

バスケッロ ール、バレーボー

ル巻き取り器、卓球台、トレー

ニング機器等の安全点代

施設清掃昧 巡回時1罰審腱

点検後は日誌ヘチェック。

毎日

使用前

使用後

1回/週

音響設備の保守点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポエツ環境の提供

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/年

灯油貯蔵地下タンクの

法定点検

※仕様書以上に実施し

ます。

灯油貯蔵地下タンクは、危険

物施設の対象となり法定点検が

必要。

点検専門業者により、漏れ

等がないかの気密点検を含

む法定点検を実施

1回/年 明記なし

柔道畳の保守点検

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境の提供

を第一に考え実施します。

スポーツ知識のあるもの有資

格者が点検すること。(体育施

設管理士)

大会前に畳表にささくれが

ないかチェック。

柔道畳専用クリーナーで清

掃。不衛生にならないように。

チェックは

使用前

クリーナー

1回/年

明記なし
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ボルダリングウォールの

保守点検

※仕様書以上に実施し

ます。

安全なスポーツ環境の提供

を第一に考え実施します。

スポーツ知識のあるもの有資

格者が点検すること。(体育施

設管理士)

ホールドのぐらつきがない

か。劣化lまないか。

ウォール下のクッションの

劣化や石皮れがないか。

点検

1回/日

ねじしめ

1回/月

明記なし

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Hサ

ガラス磨き上げ

1回/日 1回/週

トイレ綿

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なアメニティ環境の提供

と利用者の快迪性を第一に考え

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。

大会開催申よ利用者も多く特

に汚れがひどいので開催中は随

時実施

トイレ滞

・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

空調機フィルター清掃

エアコンフィルター清掃

※仕様書以上に実施し

ます。

快適なスポーツ環境の提供

と経費節減に向けて実施しま

す。

フィルター点検と清掃 3回/年 2回/年

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。周辺が水田

なので特に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実施

施設周辺の清掃

・施設周辺、駐車場、ごみ

拾い、駐車場の除草

・枯木処理

・周辺の植栽剪定、

・周辺倒溝泥上|ザ

1回/日

2回/年
1回/年
2回/年

1回/日

なし

1回/年

なし

GI北部地域特有の大雪に対する除雪対応

当施設が所在する地域は、長浜市でも降雪の多い地域であると認識とノてい

ます。仕様書には、凍結防止剤の散布と投雪式の除雪機の購入を義務づけて

いますが、私たちはこの除雪機 1台で、大会時の朝 9時の開館時間までに、

170台分の駐車場を除雪するのは、困難であると考えています。よつて私

たちは、さらに除雪能力が高く、走行スピードも速いバケット付きのスポー

ツトラクターをリース契約で用意し除雪にあたります。またこれでも追い付

かない場合は、地元の除雪業者に依頼するなどして、北部地域特有の大雪にもしつかり対策を講じます。

当施設は、今年度完成予定の新しい施設であるため、現段階での修繕計画は必要ありませんが、管理 1ィて数

年後には、、大規模修繕になる前に、定期的な日常′嶺険や専門業者の保守点検報告書からしつかり修繕計画を

作成する必要があると考えています。私たちは、常に予防保全の観点にたち施設の長寿命化をはかります。

τ 予防保全の観点から修繕計画の作成と実施
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