
【維持管理業務年間作業計画】

長浜伊香ツインアリーナ維持管理年間業務計画書 ①

の項目については仕様書を超えて実施します。

外観点検
内外装の仕上1す材の浮き・ひび割れ・はがれこかびの発
生等の状況を確認および金属部分の底食状況を確認

1回 /月

落書き点検

防火対患輸定期点検

建熱物の定期点検
建築基準法第12祭第2項 の規定に基づく建築物の定畑
点検の奥施(初回令和6年 )

1回/3年

電気工作物の保守点検 1回 /月

自家用電気工作枷保安管理 電気工作物の特密点検

構ゞ砲謝:■醸.絶轟油構送工験.櫨地ほ仇報,t倣〉

専門測定試電贅業者委
託

1回/年

消防設備保守点検
警報装置・消火設備う避離設備Ⅲ,F鷲電源設傭等の点検
(総合点検。作動、外観、機能点検)

2回/年

電灯設備の保守点検 電灯設備の点検、電球等の交換 随時

亀祭基準法第 12象に基づく
定畑点検

建築基準法第12業第2項 の規定に基づく特定建築設練
等の定期点検

1回/年

段建解消機の定崩点検 車椅子用段差解鴻機の法定点検 1回/年

防火声0た期漁機 随時閉鎖式の防火戸の法定点検 1回/年

シヤッターの定期蔵機
防火・妨態シャッター、耐火クロス性防火・防煙スクリーン
の法定点検

1回/年

1回/3月改正フロン法に伴う空調機の簡易点検

改正フロン法I=伴う空調機の定期点検 1回/3年空開機0た期漁機・清掃

白黙換気密0嵐機 自然換気窓の動作確認・外観確認 1回/月

トップライトの点犠 トップライトの外観確認 1回/月

電動ロールスクリーン0点検 電動ロールスクリーンの動作確認・外観確認 1回/月

エアコンの清掃・森検

全熱交換彗の清掃・漁機 全熱交換器のフィルター清掃・点検 2回/年

小型カ ン0点検 小型ファンの動作確認・外観確認 2回/年

密爾式諄強タンクの点検 密閉式膨張タンクの動作確認Ⅲ外銀確認 2回/年

灯油貯嵐地下タンクの点検

ガ風描爆善の点検 ガ入給湯器の動作確認・外観確認 2回/年

小型電気温水魯の点検 小型電気温水器の動作確認・外緯確認 2回/年

縛生尋異0点検 衛生器具の動作確認・外観確認 2回/年
白勘制御設備の点検 自動制御設備の動作確認 2回/年

吊的設備の保守点検 吊物設備の点検・消耗品交換 1回/年
分電盤の点検 分電盤の外観確認 1回/年

情報歳示設備の点検 情報表示設備の外観確認 回ヽ/年

書害設備の点検

防犯カメラの点検

。構内交換設構内情報設備
備の点検

構内情報設体・構内交換設備の動作確認・外銀確認 1回/年
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長浜伊香ツインアリーナ維持管理年間業務計画書 ②

の項目については仕様書を超えて実施します。

,レビ共同受信設備の点検 1回/年テレビ共同受信設備の動作確認・外観確認

各種ポンプの点検 各種ポンプの動作確認・外観確認 1回/年

防火ダンパーの点検 肪火ダンパー0動作確認・外観確認 1回/年

冷却塔の保守点検 冷却塔の動作確認・外観確認、Vべ′♭卜交換 1回/年

自動VO保 守魚機 自動ドアの外親確認・消耗材交換 1回/年

備品の維持管理

踊 mυザ
『

と紆 冒 理 (壁 理 堂 岬 、肩 耳翻 、■枚嘔貝・ ■ 長` 百 Vザ 1圧 謳

等〕
備品台帳の管理

随時

消耗ょ甲遍¢維持管理等 消耗品の購入,管理・補給・交換等 随時

樹本・権え込みの剪定 樹木・植え込みの剪定 1回/年

除準作業 棋械刈り・手刈りおよび除草剤散布 G回/年

その他越栽0縫梯管理 施B巴、除草、戦虫剤の散布等 随時

ガラス磨き上Iザ 1回/年
施設内定期清掃

観覧府等清掃 1回/月

トイレ常捕

室田0清捕
玄関周辺の帰き掃除

ドアガラスの磨き上Iザ

1回 /日

愛付0ガラス溝縮 受付リガラスの磨き上1ず 1回/日

ごみ捨い 1回/日
施設周辺。駐車場のお器

除草・こけ等の除去 2回/年

そal他腕こ亀内外0清婦 その他の施設内外の清掃 随時

施設0玄関周辺お駐車場等
の除景

施設の玄閉周辺・駐車場等の除雪 随時

保安警備森務 開健時における事故・犯罪・災害の予防 通 年

絶触内保安越回業務

儀線彗悌 園館時にお1す る機械饗値による犯罪の予防 通年

陰車場0安圭確保 自動車等の誘導 臨時

逃憩駐車対難 周辺にお1する逃憩駐車の防止 随時

アリ…Ⅲ等0麻題ウ

"ス
が

け
7リーナ・多目的室等の麻面r,ックスが1す辞細は郷記 1回 /年

ス♂ドーツ設備・尋鼻0維持
管理

ポ〕レダリンダ本Tルド操守漁
襟

競猿用桑道曇0命山締管理

撤送設由の保守点検 スイッチの性触、音声の状況等の確認 1回/月
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6その他 【審査基準:乗例第4乗第2号及び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。

的 な値跡辞鋼財藉数a題めに

l l固人l情報保護|よ l固人l庸服保護法はもとより、長浜市個人盾報イ慕能剰,」を遵守して適切に取り扱いま現

条例第10条第1頃に|よ 実施機関は、個穴情報の取扱いを伴う業務を委託しようとするとさ(又は公の施
―設の管理を指定管理者に行わせるときは、個穴庸報の保護に関呟 跡要な措置を講じなければならない。とあ

ります。実施機関|よ 指定管理者制度においては市長が該当します。したがって、当施設の指定管理者|よ 条―

例第3条に規定されている「実施機関等の賣務」と同等の封努を負うことになることを理解畝 利用者の個人

‖群晟硼羅 に効 ま現

当施設はさまざまな方が利用されることからは、私たちは、個人のプライバシーや個ノ、情報を保護、管理

することはとても重要であると考えています。

そのため、「個人′盾報保護法」及び「長浜市個人′隋報保護条例Jに従い、当事業国独自の「個人情報保護

方針 (プライバシーポリシー)J、 「個人情報保護マニュアルJを策定し、個人情報を適切に取り扱うよう

に徹底します。なお、「個ノ(情報保護方針」は、受付窓口及びホームページ上で公開することにより、利用

者への周知を図ります。

【公益財回法人長浜文化スポーツ振興事業団 プライバシーポリシー】

① 個人情報保護に関する考え方

公強財回法人員浜文化スポーツ銀舅事颯回の

プライバンーポリンー

働― 保長に関する掛 的な方針

公益財団法人,ヽ 浜文化 スポーツ11く興事業岡 く以下「事業同」とい うて)では、文化・

スポーツの1よく

'(1の

ためにlF業1司 が管理するlF(々 な施設の使用中講や各社事業、イベン

ト̀
フ

l参加中込み等を通じて、本人から提供された伸人情幸ll(ri所 、氏名など特定の個

人を識別しうる情垂R)を管理 しています。 これらの個人情報は、羽f業同がキ岡心の,士

意を払って臓 1■に1&り 被わ/全 け

'tば

ならない黄任をと甘っている昔 Flなデータであり、

事業田は、その収集・利用 ,1黒存に当たって、以下にltJげ る適正な骨
'Pを

行います。

1.法令の連守

(1)事業岡は、 手個人情ヰRの 保誰に関する法律J及び 「長浜市個人浦幸R保 ,tt条 例」

を,雌守 して、個人情報を適正にTく り扱います。

2.個人情報のl瞑魚

(1)J'業 団は、ふらか じ■)下 ltt H占 りを明 llに し、!j「業剛の ]J手楽目的を達成するため

に必要な範囲内で、仰人hfヽRを 1丈
イ耳、しま

‐
すi

(2)事 業団は、原則として、本人から直接佃人情報をll丈 集 します。ただし、本人の

Fと春け,和〕益を不当に省十るおそれ■)な い場合には、H‖妄的な方法で,1人情報を収柴す

るlr,合 もありま
‐

'■(3)'l下 業FJは 、本人から直接個人情報を提供していただく除には、あらか じめ本人

に利用‖的をおl_、 えします。

3.個人情ほの利用

(1)事業日は、事業団いJ;業 H的 を注成するためにと夢′rttlチ l」内に「,lく つて、佃ア、備

報を事j用 しますJ

(2)事 ▼_団は、原RJと して!!rttl寸 の引■k員 に個人描報をllく り扱わせますヶ事業同の1丁

業 H的 を,こ l】

'す
るためにlJ人情ャ`Rを参i七 先に取 り十文わせる必要が生じた場合に住I、 委

市t先 に対してlF業 同と同等の政正な管理を求め (す。

(3)lr柴 F司 1■ 、あらか じむP,本人の同意をいただいた1,;合 ,メ よかは、佃人11携
'を

第二

背に提供しません.た だ し、人の生命 。身体・屎1走 をF呆 護するため肇急かつやむを得

ないときなど例外hウ事打1に 該当する場合には、個人 背報を第二苦に提供

'る

場合モ)あ

りま
'~

4.経線・ 体制

(1)事 業河は、催 人情草R保 護管 ,避 者に常務理事 を任命 し、保有燿 人情 報の

安全管理を実施 します .

(2)各 事業所に、個人情報作業☆任者 を設置 し、保れ 1」 人情 そヽを黄任 ギ】つ

て I皮 扱 い ます .

(3)職 員全 員に村 し、1雪 人情 卓Rい 保譴 につい この研修 を実施 し、 日↑i業 務

におけ る1」 人情 営lの 適正な T文

'電

い をlR猟 底 します。

5,個人情報の安全営環

(1)事 業日は、 1」 人情中Rの管理に関する組l護の資li体部lを明離にし主す.

(2)事業副は、lJ人情1風の安全管理を礁1果するため、組織漕理及び情革R通信技術■)

‖f雨 から対策を;体 じ、個人情報への不正アクセス、↑」人情報の減失・紛失・改ざん ,

濃薪史等を防止 します。

(3)事 業国は、fⅢl員 を対集とする散背・研修を定期的・ Iヾ統的 工ヽ実施 します .

(1)事柴l ilは 、事業同が骨Fヨ する0弩 人↑背普1を 正確かつ最新の内容に保つよう努めま
｀
,七

6.傾人情報の開示・

“

正・利用停止等
(1)本 人 〈または法,ど代民l人)は、卒業岡が̂

lュ
理`十る個人l子寺報を制示するよう求め

ることができま‐

'.(2)本人 (ま たは法定代理人)は、事業団が菅耳』する

“

1人情報の内容に誤りがある
ときは、↑:J人 1背報をおT正十るよう1ミめることができま` ï

(3)本 人 (ま たは法定代二‖人)は、:IF柔河(/ユ・ヨ人情帯1管理が法令の指務に進反して
いるときは、l'l人情報(′ D奉け用の停止、消笠ヽ、密三舌への提供の停止を求めることがで

きま`す。

til則

この内規は、平成 20年 911日 から施行〕=る
,

この内規は、平成 24(F4月 1日 から施行 ■る .
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¢ 個人情報保護に関する管理体制の整備と強化

当施設の性格上、施設を利用される個人や団体の名前や住所、電話番号、生年月日等、さまざまな個人情

報を扱います。そのため、指示系統・責任体制等の管理体制を明確にし、利用者の相談窓日を設置すること

で、個人l清報保護に関する管理体制を強化 。整備します。

こうした管理体制の強化 。整備により、職員への個人情報保護方針の徹底と、利用者からの個人情報取得

や問い合わせ 。苦脂等に対する迅速な対応に努めま坑

「長浜市個人情報保護条例」の規定と、「個人J盾報保護方針」に基づき、当事業団独自の「個人1盾報取り

扱いマニュアル」を整備し、個人情報を遵守していく仕組みを構築します。

ア)基本的な取組み

イ)個人1青報の取り扱いについての留意点

全ての職員が適切に個人情報保護を実践するために、施設長をはじめとした職員全員が個人l清報保護に関

する研修を受講します。また、個人情報の取り扱いに関する問い合わせや、苦清及び相談に適切に対応する

ため、問い合わせ窓日を設置し、迅速な対応に努めます。

75

(31個人情報取り扱いマニュアルの整備と達守

個,人.情報を収集する際は、個.人鳩報陣 目的を明示し,.目的範囲外国よ利用

しないことを明記する

施設利用者(主催者、関係者)等の個人情報については、必要な情報に限つて、

本人の要望・了解lこ基づき、開示する

原則禁止だが、やむを得ず外部委託を行う
'身

合は、私たちと同等の個人情報保

護措置を義務付ける

紙媒体に記載された個人I障宰Rよ、鍵のかかるキャビネッ聞 こ保管し、持ち出しは

原則禁上を徹底する。デジタルデータで記録されている個人情報は夕常[と接続の

ないパソコンで管理する。携帯電話等の個人情報が含まれる拾得物については、

拾得日時、場陀 明確に記録し、適切な保管を徹底する。返還する際は、本人で

あることを確認した上でお返しする。

デジタルデータを利用する′彬′コンにはウイルス対策ソフトのインストールを徹底

し、特定の管理者のみ利用てきるようにパスワードをんЧする

業務で個人情報を受け渡す際は、渡したこと,預かつたことが明確になるように、

個人情報管理台帳を整備し記帳を徹底する

関係法令で定められた期間を過ぎた個人情報が記載された書類は、シュレッダ

ーに力Чすた上、l焼却処分する。電子媒体のものはデータを完全消去し、廃棄する

C職員への教育の徹底



⑤ プライバシーと人権に対する十分な配慮

当施設では、気経に施設を利用できるよう、刷員全員が親しみやすいフレンドリーな接遇を重視しますが、

フレンドリーの意味をはき違え、利用者のプライバシーに関わる話をしたり、私生活に関するうわさ話をした

りといつたプライバシーの侵害はあつてはならないことです。個人情報保護研修の中でもプライバンーの正し

い認識を促す内容を盛り込み、日常業務のなかでも、職員相互にプライバシーを守る意識が醸成されるように

,Lサトけます。なお、広い施設内では、プライバシーの侵害だけではなく、差別的落書きのような人権侵害につ

ながるおそれがある行為も想定されます。そうした落書きや、あるいは言動を見聞きした場合には、ただちに

施設長に通報し適切に対処します。

私たちは、市の業務イ髯子者である指定管理者として、利用者をはじめ

一般の方から管理浬営に関する情報公開の要望があった場合には、長浜

市隋報公開条例に沿つた取扱いを行います。

原則として情報を開示する一方で、法令や条例の規定により公にする

ことが適切でない晴報を公開したり、個人の権利権益や第二者に該当す

る情報をみだりに公開したりすることがないよう、場合によっては部分

開示とするなど、情報を適切に取り扱いま坑

なお、情報公開請求の有無に関わらず、当施設の管理運営に関する情

報は、ホームページ上で積極的に開示し、運営管理の透明性を高めます

1 イメージ

(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 長浜市と共に1詈来にわたって自然とひとが具生tA快適E暮らすことん守できるよう良好な環境を保全・創造|

:することを目指しま曳

1 長浜市に|よ ≡涸 胡や余呉湖、姉川や高8寺llk lヂ8欠山や賤ヶ岳など、美しい自然が数多くあり、市民にうる|

―
おいとやすらぎをあたえています。長浜市民はその恩恵を受けていることを実感畝 環境を大切にする人逮が
―住むまちです。

| そのようなまち、長浜市で公の施設を運営する指定管理者も長浜市の環境施策を十分に理解呟 環境への意
―

!識を高めて、当施設を運営管理することが費務と者えています。

⑥ 情報公開請求への対応

fttA
l着報

① 3Rを重視した省資源化の実践

ア)長浜市における環境施策への理解と実践

長浜市では長浜市環境基本条例、長浜市環境基本計画、長浜市再生可能エ

ネルギー利活用方策、長浜市地球温暖化対策実行計画等の環境施策がありま

す。当事業団は長浜市の事業者として、長浜市の環境施策をよく理解し、長

浜市の施策の支援と自らが実践していきま丸

イメージ
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イ)3Rを重視した省資源化の実践

長浜市環境基本計画における重点施策として循環型社会形成推進が掲げられ、

その中の取り組みとして、3Rを重視した省資源化 プログラムがあります。当施

設の管理運営の置いても、3Rを切り口に、さまざまな取り組みを行います。

ハ
I Reuse
十(再利用する) Ｒｅｃｙｃｔｅ］か３Ｒ　鱒］
色

a.具体的取り組み

b.利用者への呼びかけ

3Rの推進やゴミ減量化、「もつたいない」の推奨ポスター等を掲示し、施設利用者への環境今の意識

を啓蒙し、長浜市の環境施策への協力を呼び掛けます。

ア)節電の取り組み

a.こまめな消灯

使用していない部屋やスペースは、常に消灯を心がけ電気のつけっぱなしをなくします。特にアリーナ

照明は、LED照明になるとはいえ多くの灯体が点灯するため、不可用後″よナぐに消灯しますもまた、OA機

器等の電源についても小まめに切り節電に努めます。また、職員だけでなく利用者へも節電の啓蒙を行いま

坑

b.間引き消灯

当施設の利用者が暗いと感じない程度に、状況に応じてバックヤードや利用者に影響のない通路等で問

引き消灯を行い、電力消費を押えます。

c.冷暖房中の温度設定

当施設の空調設備は、整備の基本計画をみると高効率な製品を

導入し、空間全てを空調するのではなく、人は存在するスペースの

みを空調する居住域空調とするとあります。こうすることで、空調

エネルギーの消費抑制が図られます。さらに私たちは、徹底した温

度調整を行い省エネルギー化やコスト節減に努めます。

冷暖房利用可能スペースおよび妻効翔こは、必ず温度計を設置し冷房中の室温が温度設定を28℃、暖

房中の温度が20℃になるように心がけます。また、職員はクールビズに努めます。

具体的取り組み

・詰め替え用洗剤や石けん水の利用

・集約印刷、両面印用町こよる用紙の減量化

・資料、書類の電子化をすすめ、ペーパレス化を推進

・コアレストイレットペーパー使用

・印用1ミスコピー用紙の裏紙を利用

・古封筒や文書ファイルの再利用

・教室で使用しなくなつたつた消耗備品の学校寄附

ペッM畔ルキャップの回収

職員、利用者へのゴミ分別の徹底

グリーン調達の徹底

(21日常の管I甲運営における省エネルギーヘの取り組み

.、
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d.自動販売機の節電

施設内外の飲料自動販売機の商品展示部蛍光灯の点灯時間を短縮し節電しま

す。また、販売機も省エネタイプの販売機を設置します。

イ)節水への取り組み

職員
^節

水への啓蒙をするだけでなく、 トイレやシャワー室での節水のポスター

を掲示し、利用者へも節水への協力をお願いします。また各水道蛇口には、取付け

可能な場合、節水コマを取り付けます。

ウ)燃料節約への取り組み

節水中
節水にと協力ください

公用での自動車使用については片道 lkm以上の用務の場合のみとし、それ未満の場所へは、公用自転車

や徒歩で移動します。また運転する際も、アイドリングストップなど環境にやさしい運転を心がけます。

ア)びわ湖一斉清掃への積極参加

県全体で取り組んでいる「びわ湖一斉清掃」、ここ長浜市も毎年 7月 1日 に実施されています。私たちも
「母なるびわ湖」をはじめとする自然の恵みに感謝し、水環境の保全や美化の推進など水源の里長浜市の自

然環境を守り育てていくための実践活動として、同活動に毎年積極的に参加しています。今後は刷員の参加

だけでなく、利用者への同活動の参加呼びかけも行いながら、琵置湖の環境美化に貢献していきます。

イ)ク リーンウォークの実施

当事業団では、「顎卦隷曽進」と「社会貢献」を目的に、歩きな

がらのゴミ拾い美化活動 「クリーンウォーク」を5月 に「なが

はまウォークらぶJと協力し実施してきた経緯があります。 1
日で軽 トラ約 2台分のゴミを収集し、長浜市豊公園の環境美化

に貢献してきました。

今後は、当施設を】陪Б地域の活動拠点として、余呉湖や高時

川、余則 II沿いでこのような活動を実施していきたいと考えて

います。 【過去のクリーンウォーク風景】

(3)防焚、防犯その他緊急照 災害・― )の対応汲び危機管理体制について提示してください。

1 利用者の安全確保を第―とし肩全の備えと的確・迅速に対応できる体制を整えます。

緊急事態に的確に対応畝 利用者と職員の安全を確保するためには、普毅の備えが陣bです。緊急事態に|
―
的確に対応するための危機管理マニュアルを整備呟 マニュアルに基づいて、迅速に行動できるように、訓練|

|を行ないます。
1  鞠 寺に|よ 緊隷罰簡組織体制を立ち上1哄 ヨ1廠通りの行動と利用者の安全を考えた臨機応変の期応|

をいたします。

当施設においては、前記のとおり利用者の安心安全を第一に考え、万全の人員体制で維持管理を進めていき

ます。また、緊急事態に対する万全の備えや予防策もとりながら施設管理を行ってまいります。しかしなが

③ 地域に根差す公共施設としての環境美化への取り組み

① 保険加入による事故に対する備え
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ら、大小関わらず、やはリスポーツシーンでは予期せぬ事故も発生してしまいます。そういった万が一の施設

内事故につては、公益財団法人としての事業団全体で誠意を持って迅速に対応します。

私たちは、指定管理者の責務として、以下の公益財団法人日本体育施設協会の「スポーツ施設ファシリティ

ーズ保険」イ〔功日入します。

【加入予定の保険内容】

緻

指定管理全施設

対人賠償 (1事故) 鞄 離

1.5億円 1億円

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

す。当事業団では、さまざまな事態を想定した危機管理マニュアルを整備 し、それぞれの緊急事態

に応 じて行動すべきことを明確にしています。また、マニュアルを整備だけで終わらせないための

教育 。訓練も怠りません。

ア)さまざまな事態を想定した緊急時対応マニュアルの整備

当施設は、新しく整備されるもので、まだ現段階では施設内部のことまでは確認できません。しかしなが

ら、長年の管理鯉瞼と以前の木之本運動広場体育館の管理者「きのもとeye's」 の助言により以下のマニュ

アル (暫定版)を作成します。このマニュアルは、全般的な緊急時対応の他、火災、地震など事案に応じた

対応策をまとめたもので、それぞれの事案に応じて的確に実践に移せるよう工夫しています。

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

です。

【長浜文化スポーツ振興事業国・危機管理マニュアルの構成】

② 緊急事態に対する万全の対応体制の整備

緊急
ケガ・事故、停電、突発的な設備・機器の故障、不審者の侵入、不審電話等の

緊急・非常事態の対応

火災時 火災発生時の通報手順、初期消火対応、避難誘導など

地震 地震発生時の情報収集、避難誘導、連絡体制など

風水害
大雨・洪水・暴風雨警報が発令され、長浜市の風水害初動応急に連動した対

応フローなど

原発事故 「原子力防災ハンドブック」に基づいて今後作成予定。
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【私たちが具体的に策定する各種マニュアル】

m・串常韓 対廊マ~‐ 7ル

① 停電、実発的な設中。機器の故障、不審者の長入、不書電話等の緊急 a非常事態については、
下記0「緊急 =非常時体制フローJと おり対応す ると0とする。

④ 情報集約こ管理は施設においては施設長囁本部事務局においては常務:墾事 (不在の場合は事務局
長)おtあ たるものとする。

③ 重六事故等の発生の増合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、ホ部長には理事
長が当たるものとする。

【緊急BJ停常時体制フロー】

非常事懇の発生

中

①状況・被告等の把握
C)執 駒・非難誘導等真施
③館長へのと絡

工  構

O状況・被害等0把極
④関係機関彗′ヽ通観`遠繕
(目)各職員へ対応指示

↓

|

４

１

１

↓

９

８

急
察

撒
善

aS-7803
ホ逮企業回:a2-4101

0被害状況等情報収集
④関係機関等とい道絡"調整
③対策本部の設置〔俊員・職員等招集)

④対策協議と対応指示
⑤報道機関等への情報提供等

小
―
―

―
―

▲
１
１
１

―
―
―
▼

スポーツ振興課

Lど eg_8787

職員調隆 B修理等

モ亀力,ガス・ホ逮袋社等)

…
―

り

・備隣"

対策本部
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火覚― 館応マ“‐アル

① 長浪伊番ツインアリーナにおいて「火災報知り嗚動」「火災通報Jがあつた堀合は、冷紳かつ

迅速に下記の「火災時対応フローことおり対応するものとする。

⑭ 情報基約・管理は施設においては施設長、本部事務局に持いては常務理事(不在の場合は事務

局長)おtあたるものとするこ

③ 重大事故等0発生0堀合は、速やかに事故対策本部を本部事務局に設置し、率部長には
'里

事長

が当たるものとする。

【火災時対応フロー】

串
確認係 :回

確認係 :ロ

通報係:□

消火係ニロロロ

`消火器等による初期消火

悔報収集係:ロロロ

`消火器零による初期消火

C状況・撤密等の把握
e霞係機□等へ通報t迫絡

帝
t

i

消防:119
「ただいまい非常散逮は横組てし
た。お猛由守せぉ協がいたします。轟報係ニロロ

n報係 :ロロ

避娘誘導係:日ロロ

・非常口を開放する

・安豊かつ撮短の経路で駐車場かゲ,ウンドまで誘導する。

撤離係:ロロロ

・利用者爺暉確認 ・不明者所在確認  `け海`人等への応急撒離

一

―

⑬被寄状況尊4碕報収魚
②田1黙機関等との連絡・側整

⑬鉗縦‡部の設■(慢員・感員等招熟〕
鰤 絶 構と対応舶示

⑤臨誼機関韓′ヽの構組提供等

スポーツ振興課
Lョ 98-8787

齢 節亭幕島 :市 民交漁セン`争-OS-38B0
ロロロロロ (自宅)●●―●●●0(掛帯)●●0-0●0●―●00●
ロロロロロ (自宅,00-0●00(機 帯〉●●●…●00●…●0●●
■口暉ロロ (白増)●●-0●●0(構帯〉0●0-0●0●い0●●●
ロロロロロ t自 宅)●●い0●●0(終稀)●00-0●00-●0●●

『0階00で火事です。盛ち増いて
00から盤難してく離 とヽ.B

『長濃伊雪ツインアリーナの

0階00そ火事す 。

ただいま00の快況です.J

翻鳥線

醗観0曽撤選

封業本部
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お胃=エアJレ

⑬ 長浜伊帝ツインアリーナにおいて『地震メール」「防災無様による予報」等おくあった場合は、

冷静かつ迅速に下記の「地震時対応フロー」とおり対応するものとする。

① 情報集約・管理は施設においては施設長、本部事務局においては常務理事t不在の場合は事務局

長)があたるものとする。

③ 重大事故等の発生の場合は、速やかに事故対策本部を奉部事務局に設置七唱本部長には理事長
おt当たるものとする。

【地震時対応フロー】

確認係:□

③地震の大書きの把握
⑭関係構旧等へ題報・歯絡

確認係E□
しました。(の予報です)

てヽ選始してくだきい。J

確認係 :日 □回

轟報係 :ロロ

消防:119

五報係:ロ

避曲強誘導保:回ロロ

・非常口を開撒する
。安全かつ最短の経路で中央合固グラウンドまで誘導甘る。

撒腱係:□ロロ

・利用者点暉確認  ユ不朗者所在確認

卜|ヨ郎垣目閏S層瓢
・けが人等への応急撤饉

g浪密状況― 収魚
②関係機田等とい迫鶴・調整
0/対策串編の設置は員B臨員等招焦〕
tg対策協融と対庸館示
⑬轍由機闘等への権組提供埠

スポーツ振興
~課

LJ 8日-6882

情報収集係:回 □□

応 よび被害状況等と閥偲機関等への遠絡

渉外係:ロロロ 現堀対応 :金聴

'長浜市の対策本部、市職員と運携をとりなおくら訴求な受け入れ態勢をとる。

一

―

錘ユ重

『長浜伊evインアリーす0
0階00マけお(入です。

ただいま00の快況です。J

爛

日本部事構局:市民交瀧センター OS-3300
ロロロ嗣nt自宅)●0…●00● 齢 )0●●一●●●0… 0●0●
■ロロロロ t自宅)●●いOC●● 鶴 )0●●―●0●0-0●0●
ロロロロロ (自増)●0-●0●0(携帯)0●●―●0●0-●●0●
■ロロΠn t自宅)●0-0●0● 〔鶴帯)0●●…0●●0-0●0●

被害なし

対策串榔
春都事務島に連絡

対策本部
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台呂尊:弱臥 害対応マ~‐ 7ル

④ 長浜市において「脅風J「ゲけラ豪雨J等があ
=}た

堀合は、冷静かつ迅速に下記0「地震時対応
フローJと おり対応するものとする。

④ 出動について1ま 、原則として、六雨・洪水・暴風面善報おt発令され、長淡市の風水害初動応急体

とも連動とながら、常務埋事 (不在の場合は事務局長)0判断により決定する。

0 時間外時い対応についてはモ常務理事鼈事務局長鷺参事、補佐での事業団全体て'の対応を初動体
j

とするこ他の職員については、所在を明らかにし連絡おtと れる状態で特強すること.

④ 体制は、以下の「風ホ害体制フローどのとおりとする。

【風水害体制フロー】
こ

欄

確認保 :

⑬合風の大きき0招担
む田係機関導へ通観=連絡  |

増

…●台鳳機近瑚こ、饂 0常えt傷呻 げした担E
購大喪鯨 H奮卜_触 報 息謝応帯ミ碑は、強口による
鷺鞠 触 こ鮒 篭 軒 る軸 ポ争しヽの等「レ洵′いや
警館 をか鶴 ことぃ

0庶横鶯や謝購碑転奪ず自分0身を守ることおtaェ B

機臨 はしな鴫

|'IIイ

lllⅢ

♭

載

■ 4

施説長 施設長/補佐

通報係:ロロ回 『ただいま00の状況です。お齢りの離
は、 十分お気を付けてお爵りくだき

1

追悩巌 日本部摩務局:市民交流センター eS-3
366

粗

I砂被害状況等榊晨収熟
⑭関係椎閥等との連絡・調整
⑭対策本部0設置t投員!臨員等招集〕
④対策協置と対応拍示

(自宅〉●●―●●0●
(鶴幹〉●●●―●0●0-●0●0
く自宅)●●-0●0●
t携帯〉●●0い0●●●―●6●●
〔自宅)●●い0●●●
(齢 )●●●-0●00-0● 0●
t自宅)●0-0●0●

■ロロロ困

ロロ国□国

B□ロロロ

■ロロロロ

長轟市0蜂燎本椰、市B員と』離 とりながら市と関

「

した封廊と■る。

スポーツ録興課
Lぅ 08-87a7

対策本部
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3その他の緊急事態の発生時の対応と予防策
その他にも、犯罪・事件、事故の緊急事態や近年では熱中症や暴風雨 。雷等の利用者の安全を脅

かす事態が注目されています。さらにこれらの対応策や今後を見据えた予防策も考えておく必要が

あると考えます。

病気などの人命に関わるものや災害や事故等の怪我に関するものに関しては、職員全員が定期的に研修等を

通じて迅速かつ的確な対応が行えるよう取り組みます。

また、教育研修を通じてあらゆる緊急事態に冷静かつ適切に対処できるように緊急避難訓練や誘導訓練、通

報訓練などを徹底し、万全の体制を構築しま丸

緊急避難訓練に際しては、職員だけではなく、広く利用者や地域住民にも参加を呼びかけ、日ごろから防災

意識を高めます。

【私たちが繰り返しそす)教育副卜練】

警察署への通報と緊急連絡網を使って職

員の情報共有と利用者への注意喚起を行
い、犯罪から利用者を守ります。

警察の捜査協力に全面的に協力し、犯罪・

事件の早期終息へ貢献します。

'日 常から、警察と連携し、不審者情報、
犯罪l盾報の入手
・職員の施設内巡回による施設内の監視

事故現場から利用者を隔離し、安全確保
を行い立入禁止措置を講じます。

怪我人等は、程度により、応急措置、病院
への搬送と適切な対応を行います。

事故原因を特定し、対策を施し、再発防止
に努めます。

施設、運動器具の予防保全の徹底

利用者への注意喚起

危険個所への立入禁止措置

利用者を涼しいところに移動し、衣類をゆ
るめ、ぬれタオルや氷嚢で体温を下げる処置
を施し、水分補給を行います。病院、救急ヘ

連絡し適切な対応を取ります。

・暑さ指数(WBGT)に基づく、利用者への

熱中症への注意喚起(現在気温、休憩、
水分補給等)

暴雨風による飛散物によるけがや落雷等
の怪我人の発生の場合、程度により応急措

置、病院への搬送と適切な対応を行います。
飛散物、落ち枝等の撤去をします。

・警報の発令周知
・屋内への避難の呼び州す
・高い木の下から離れる旨注意喚起
・看板等の撤去又は固定]全化

G緊急時に備えた教育訓練 (緊急避難訓練等 )

選
難
所
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⑤ 応急用機材B救急用品等の完備

非常時に即座に対応できるよう、救急箱や応急用物品等を常備

し、適切な保管を行います。特に、救急用品については、医療機関

からのアドバイス等を基に、応急措置に的確に対応できる用品を選

定します。

なお、保管する非常時の各種備品は、定期的にサヽ検を行い、常時

使用できる状態を保持します。

また、当施設は大雨時の指定緊急避難場所として位置付けら

れていることから、災害時に必要な「子ども用紙おむつ」「生理

用品」「タオル」「ブノレーシー ト」降移捕」等も多くはないですが

準備しておきます。

分 類 ロロ ヨ

救急用品

ル

ガーゼ止めテープ

の

用具類

器具・用品

休漏計 日lR旨率鳥

保冷統 大 統

綿 権 つめ七刃り

乖キ友書 薬用石鹸

|ま さみ ピンセット

ン

⑥ 市の指定緊急避難場所として避難所開設に向けて迅速かつ適切な対応

大規樟堤害恭牛時 (大雨)には、当流設が長浜市の指庁繁魚群難場所に位論付けられています。当怖設で

は、緊急時の対応マニュアルに従い関係機関と連携し、特定避難場所としての機能を発揮するようにします。

長浜市地域防災計画 概要版に当施設の「避難所」としての応急対策について以下のとおり明記されていま

す。施設管理者として非常時には全力で受け入れ態勢を整え、この役割を十分理解し、長浜市の災害対策の一

翼を担っていきたいと考えています。

昨年は歴史的酷暑に見舞われ、私たちが現在管理しているスポーツ施設は冷房設備がないため、体育館アジ

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乗境とな

つていました。しかしながら私たちは、経験の知恵と工夫から、私たちにできる下記のような具体策をとり、

利用者を熱中症から守ってきました。この経験を当施設でも活かし、アリーナBのイ吏用団体には、長浜市民体

育館のように、利用のない空調設備のある部屋を一時避難所としてエアコンを効かし無料開放します。

また、万が一熱中症の症状が発症した場合でも、利用者の安全の

ため前記マニュアルのとおり迅速かつ適切な蕊忘を取ります。

a.業務用大型扇風機の設置

b.熱中症計の購入と貸出し

c.避難場所としてのエアコンルーム開放

公共施設応急対策       (者 Б市建設部、】踏[振興局、各支所、各施設管理者)

公共施設のうち、市庁舎、消防署、集積拠点、学校、体育館等赳難所予定施設等、

理 甑 理 鱗 攣 螺 鞭 瑠 唖 鞭 頸 哩 鍛 雲 麹 唾 建 瑾 嘘 藝 熱 韓 製 嬢 鍛
… …

.

:ふ飽鐘饉艇塾爾魏麹饉魏睡鐘錢墨逮践麹速!撫!速ェ:二 i‐ !ふ1五         五こ轟

② 不1用者を熱中症から守る様 な々取り組み
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(4)同様・類似的 実績等があれば、記入してください。

ア)長浜市内の公共スポーツ施設

a.長浜市民体育館
b,長浜市民庭球場

c.長浜市武徳殿

d.長浜球場

e.西 中ナイター

i 神照運動公園

g.長浜市レクリエーション広場

h.長浜市民プール

i.浅井B&G体 育館
j.B&Gプ ール

k.B&G艇 庫

1.B&Gテ ニスコー ト

m.浅井球場

n.ふれあいグラウン ド

o,野外ス>― ジ

p.浅井体育館
q.希望の郷公園

r.農村環境改善センター

s,河川敷GG場 。GB場

イ)長浜市内の公共文化施設

a.長浜市民交流センター

昭和 55年～現在 40年 間管理運営

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

平成 5年～現在  27年 間管理運営

昭和 56年～現在 39年 間管理運営

昭和 55年～現在 40年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成 22年～現在 10年 間管理運営

平成 26年～現在  5年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成 4年～現在  28年 間管理運営

平成 2年～現在  30年 間管理運営

平成 6年～現在  26年 間管理運営

平成 8年～現在  29年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成 3年～現在  29年 間管理運営

平成 4年～現在  28年 間管理運営

平成元年～現在  31年 間管理運営

平成 31年～現在  半年間管理運営

ウ)長浜市内の直営スポーツ施設

a.長浜サン ドーム

b.長浜ヨントハ~バ ~
c。 すぱ―く浅井

工)過去の管理運営実績

a.旧長浜市民プール

b.長浜市サイクリングターミナル

c.長浜市民会館

d.リ ュー トプラザ

e.浅井文化ホール

i 国際交流ハウス

g。 長浜文化芸術会館

h.長浜サンパレス

平成 12年～現在

昭和 57年～現在

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
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7自主事業及び自由提案 【審査基準 :条伊J第4条第2号及び第5号】

(1)2つのアリーナや 900席の観害席、トレーニングルームなど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を提示してください。スポーツ事業だけでなく、その他の事業についても積極的に

提案してください。

市民がやつてみたい、つづlサたいと思う多種多様な自主事業を展開します。

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

スポーツ・運動を続けたいという自主事業を幅広い年齢や対象に展開していきます。子どもから高齢者、障が

しヽ者の方まで幅広い年齢や対象に展開することで、生涯スポーツの充実につながると考えています。

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

事業だけでなく、「みる」スポーツやスポーツを「ささえる」、スポーツで「人と灼「人と嬌釦「施設と士u或」

を「つなげる」事業も地域連携とともに積極的に展開していきます。

また、スポーッに限らない文化振興事業や地朗イベント等の積極的な自主事業も展開しることで北部地上或の

活1留しにも役立てていきます。

私たちはこれまで、長浜市民体育館や浅井B&G海洋センター、神照運動公園で数多くの教室事業を実施し

てきており、市民のスポーン実施率の向上に大きく貢献してきました。新しく整備される当施設においても、

地域のスポーツとコミュニティーの拠点として、積極的に多くの教室事業を実施し、多くの市民の皆さんがス

ポーツ (≒運動をする)に取り組み、楽しく健康で活力ある人生を送っていただくことに貢献していきます。

また、あらゆる年代や対象者に、あらゆる「する」スポーツを展開することで、長浜市が策定しています

「長浜市スポーツ推進計画」「健康ながはま21」 の運動やスポーツの実施率向上の数値目標にも寄与貢献で

きると考えています。このことは、市民の平均寿命だけでなく健康寿命を廷伸することにも効果的で、医療費

の削減にも貢献できます。

ア)子どもを対象とした自主事業

「する』スポエツとしての自三事業

教 室 名 対 象 内   容

ベビーヨガ教室
乳児と

保護者

(子育て支援センター連携事業'授乳室の活用)

お母さんと赤ちゃんがスキンシップを楽しみながら運動できるプロ

グラウムを取り入れ、子育て世代の女性に向けた運動機会の提供、

女性のスポーツ実施率向上を目白〕こ行います。
※女性だけでなく父親や祖父母でも参加可

幼児ボルタリングチャレンジ

キッズ忍者チャレンジ
幼児

(キッズスペースやボルダリングウォールの活用)

当施設に設置されている「ボルダIリングウォール」を活用し、子ども

達が楽しく安全に、ボルダ1)ングを楽しみながら、体幹や柔軟性を鍛
えられる機会を提供します。

また手裏剣遊びで、投げる動作、浮石ジヤンプで跳ぶ動作、忍者

走りで走る動作の習術お目指します。
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ニュースポーツチャレンジ
幼児

小学生

(総合型地域スポーツクラブ連携事業)

運動が苦手な子ども達でもニュースポーツなら、気軽に楽しく、運

動に取り組めます。運動好きの子ども達を増やすため、競技スポー

ツヘの導入事業として実施します。

鉄棒・マット・跳び箱

苦手克服教室

幼児

小学生

(ミズノスポーツとの連携事業)

長浜市民体育館や浅井B&G海洋センターで開催する器械体操
の教室は、定員を大きく上回る受講申し込みがあります。対象エリア

が違う当施設でも、北部地域の子ども達のために器械体操の教室を

行います。

ジュニアアスリートトレーニング 小学生

(びわこ成際スポーツ大学・長浜市との連携事業)

国民スポーツ大会にむけて、びわこ成際スポーツ大学の専門的
な指導の下、当大会の少年の部で活躍できる年代をターゲッHこして

アスリートの育成に取り組みます。

イ)成人を対象とした自主事業

ウ)女性を対象とした自主事業

教 室 名 対 象 内   容

筋トレ講習会 一般

(ミズノスポーツ、SMART SYSTEM STRENGHT連携事業
トレーニング室活用)

トレーニング室を活用し、筋カアップのために正しいトレーニング方

法を学べる講習会を実施します。

客ヽ種

トレーニング室利用講習会
一般

(ミズノスポーツ、SMART SYSTEM STRENGHT連携事業
トレーニング室活用)

トレーニング室を活用し、利用者の利用目的別に正しいトレーニング

方法を学べる講習会を実施します。

スポーツナイト事業 一般

(総合型地域スポーツクラブ連携事業)

稼働率の低い平日の夜や休日の夜を活用し、アリーナAをあらゆる
スポーツで使っていただけるよう開放します。個人利用の増加を目

的としたとコミュニティーの拠点としての事業として取り組みます。

教 室 名 対 象 内   容

ナイトヨガ教室 女′性

(ミズノスポーツ、総合型地域スポーツクラブ連携事業)

長浜市民体育館や浅井B&G海洋センター、神照運動公園で根

強い人気の「ヨガ」の教室を、働く女性でも参加しやすい夜間に実施し

ます。

ナイIゼラティス教室 女‖生

(ミズノスポーツ、総合型地域スポーツ連携事業)

長浜市民体育館や浅井B&G海洋センター、神照運動公園で根
強い人気の「ピラティス」の教室を、働く女性でも参加しやすい夜間に

実施します。
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女性

(総合型地域スポーツクラブ連!毎事業)

フラダンスは、絶えず動き続けるので優雅に見える踊りも有酸素運

動となリインナーマッスルが鍛えられます。ステップは自然と腰が動
き、女性らしいくびれを作ることができるので、OLや主婦の方々にも
人気の教室です。

工)中高年対象とした自主事業

オ)アスリートを対象とした自主事業

力)ト レーニング室を活用した自主事業

※ 詳しくは39頁～ 3利用促進(5)(6)で提案しています

中高年

(総合型地域スポーツクラブ連携事業)

足腰に負荷を力Чすず、座りながらエクササイズをするこどミ 無理せ

ず全身運動に取り組めます。膝や腰に不安を感じておかれる方を対

象に実施します。

中高年

(総合型地域スポーツクラブ連携事業)

全身運動で心と身体と両面のリフレッシュをはかる教室とします。
「いきいき」をキーワーHこし、動くだけでなく、地域の方のコミュニティ
ー場としての勃達辻します。

中高年

(な力Чままウォークらぶ連携事業)

ウォーキングは、市民アンケートの実施している、実施したい運動の

第1位です。このニーズを、自主事業にも取り入れ、北部地域を拠点
とした積極的なウォーキング事業を展開します。

中高年

(高齢者介護福祉課 連携事業 トレーニング室利用)

介護予防事業は、高齢化社会が進む中、要介護者を廃 す目的で

導入された国の施策です。寝たきりを防ぐため運動能力の維持を目的
とした教室を長浜市と連携し地域の高齢者を対象に実施します。

中高年

(高齢者介護福祉課 連携事業 トレーニング室利用)

転倒予防のための運動を考えると、筋カトレーニングを真つ先に思
い浮かべます。確力Wこ筋力を維持することは大切ですが、転ばないた

めにはそれに加え、目的に応じて身体全体の筋肉を上手lこ順序正しく

動かす命令を下す脳の働きも需要です。
この教室では、筋力と脳のトレーニングを行います。

一般

(ミズノスポーツ、SMART SYSTEM STRENGHT連携事業
トレーニング室活用)

トレーニング室を活用し、アスリートのために、競技スポーツごとに最

新で適切なトレーニング方法を学べる講習会を実施します。

89



②「みる」スポーツとしての自主事業

私たちは「する」スポーツに関心のない方も、一流大会の一流プレーを観繊すること「観る」ことにより長

浜市民のスポーンに関する関心を高めることができると考えております。

また、「みる」スポーツは、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2024年の国民スポーツ

大会・全国障害者スポーツ大会に向けての機運づくりにも貢献できると考えられます。スポーツ実践合の導

入、きつかけづくりも含めて「みる」ことにより「スポーツ」に触れる機会提供していきます。

ア)一流アスリートを招聘したスポーツイベント事業

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、当施設でも「みる」スポーツ環境を

提供します。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

イ)パブリックビューイング事業

当施設には、玄関横と共有スペースに2台のモニターが設置される予定です。私たちはこのモニターを活

用し、パブリックビューイング事業を実施します。この事業は、「みる」スポーツの推奨と、スポーツ応援、

観戦という共通の楽しみをもつ人々が集う「コミュニティーの狙煮」として役割との両面の効果が期待でし

ます。ニーズがあるのであれば空調設備のあるアリーナAを活用することも検討していきます。

aⅢ  2020年 東京オリンピック・パラリンピック  2024年 パリオリンピックロパラリンピック

2020年 7月 24日 ～ 8月 9日 には東京オリンピック、8月 25日 ～ 9月 6日 にはパラリンピック

が開催されます。日本中がスポーツー色に染まる世界規

模のビックイベントですD 地元滋賀県からは、日本人

初の9秒台をマークした陸上短距離の桐生祥秀選手や水

泳女子200m個人メドレーで日本新記録保持者大橋悠

依選手など、オリンピックでのメダルも期待されるとこ

ろです。

オリンピンクはやはり世界―のスポーツ大会で、一

流アスリー トの本気の戦いが観哉できる場です。当施設

としても、日本人の活躍を長浜市民と共にパブリックビ

ューイングで応援していきたいと考えています。 【長浜市民体育館焉のパブリックビユーイング】

b.2022年  】ヒ京冬季オリンピック・パラリンピック

2022年には北京冬季オリンピック・パラリンピンクが開催されます。前回の平昌五輪では、長野

オリンピックを上回る冬季オリンピンク過去最多のメグルを獲得し、羽生結弦選手を始めとした数多くの

スターが誕生し大変盛り上がりました。日本人の活躍を長浜市民と共にパブリックビューイングで応援し

ていきたいと考えています。

c.2022年  サッカーワール ドカップ カタール大会

前回のサンカ~男子日本代表は、ロシアワール ドカップで、世界が目を見張る大躍進を果たしました。

地元滋賀県からは、近江人幡市出身の乾貴士選手が日本代表として出場し、劇的なゴールやアシストを決

めるなど大活躍があり、滋賀県民の私たちはとても誇りに感じました。次大会はカタール大会ですが、も

し出場が決まれば遠くカタールまで応援の声を届けていきたいと考えています。時差を考えると録画での

放映となりますが、施設開館時間内に子どもたちにも観哉してほしいと考えています。
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また、長浜市にはたくさんの外国人が居住されていることから、外国人の方にも来館いただき、是非

とも日本人と共に自身の出身国の試合も観戦して頂けたらとも考えています。

d.高校野球の滋賀県予選や甲子園での地元高校の出場試合

年々の高校野球の熱は高まつています。今年も、満席の甲子園での高校球児たちの熱い戦いをラ

レビで観戦し、スポーツが人々の夢や感動を共感する大きな役割を担つていることを改めて感 じさ

せ られました。滋賀県勢高校球児の試合を中心に、当施設の玄関と共有スペースにある大画面モニ

ターで随時放映していきます。

ウ)合宿や大会の一般開放事業

私たちは、利用促進の項目で、多くの競技団体や旅行会社の連

携関係から合宿誘致、大会誘致を提案させていただきました。そ

の中には強豪校の合宿やハイレウレな大会開催も計画しており、

このような一流のプレーや練習を、広く市民や子ども達に見てい

ただきたいと考えています。また、合宿や大会をアスリー トとの

交流の場としてもとらえ、そこから子ども達の夢を育む事業へと

発展させていきたいと考えています。

ただこの事業には、利用団体の理解や絆がないと行えず、市や県レベルの多くの競技団体と連携関係にあ

る私たちならではの提案だと思います。合宿や大会の妨げにならないよう糸酌いの注意を払う必要があります

ので、利用団体と綿密な打ち合わせを行つたうえで行います。

当施設のアリーナAの特徴として、観覧席が通常の体育館より低い位置にあり、選手と目線が合うくらい

の近さで試合や練習を観覧することができます。この臨場感は、当施設のアリーナAの特徴でもあり、当事

業はこの施設特性も十鈷 かせる事業だと考えていまづ孔

私たちは長浜市に所在する公益財団法人として、スポーツを「ささえる」、スポーツで「ささえる」大きな

役割を果たしていく必要があると考えています。このことは、正直利益にはつながりませんが、私たちが市民

やスポーツ関係団体に信用され、連携していく上では必ず必要な事業だと考えています。

ア)ニュースポーツ研修会  長浜市スポーツ推進委員会連携事業

長浜市スポーツ推進委員会と連携し、ニュースポーツの研修会を実施

します。スポーツ推進委員は、各担当地域でのスポーツの振興を担って

いただし▼ており、委員にニュースポーツを広めることで、委員担当地域

でのニュースポーツ推進も可能になります。委員は全市的に配置されて

いますので、全市的な運動実践者数増加にも貢献できます。

また、種目をニュースポーツにすることで、子どもから高齢者、障が

い者までもが一緒にスポーツなって取り組めるようになります。
【キーンボール研修会】

イ)スポーッボランティア研修会

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連 携事業

2024年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会には、多くの市民ボランティアのパワーが不可欠

になってきます。大会当日は、長浜市民が一体となり、全国からの選手や応援者をお迎えしなければなりませ

ん。それには、スポーツボランティアとしての立ち振る舞いや障がい者に対する正しい対応の仕方等、を学ぶ

必要があります。

(3「ささえる」スポーツとしての自主事業
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滋賀県は、いち早く「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」 を立ち上げ

ていますが、私たちもこの事業に連携し、長浜市と共にスポーツボランティアの研修会を実施します。

ウ)指導者育成研修会   長浜市スポーツ協会 長浜市スポーツ少年団連携事業

近年、スポーツ界で指導者の不祥事やコンプライアンス違反が多発しています。スポーンにおいては、ま

ず選手ファーストでなくてはならず、それが例え子ども達であって

も同様です。大人の都合や指導の未熟さから、子ども達にケガをさ

せたり、心を傷つけたりすることはあつてはなりませ疵

私たちは、長浜市に正しいコーチング理論や手法をを身につけた

指導者を増やすことで、市内でスポーツをする子ども達も増え、中

学校や高校で南進せず地元で競技に取り組む優秀な選手も増えると

考えています。

長浜市のスポーツ界の滑陛化や健全化にも貢献した事業を関係団

体と共に実施していきます。

【指導者育成研修会】

当施設の仕様書にもあるように、指定管理者には、スポーンがもつ多様な力によりつながつた「人と人」
「人と助   「スポーンと地域資源也などの絆をまちの活性化につなげるための施設運営を行うことが求めら

れています。私たちは、それに答えるべく、市内の各種団体との連携や地域密着を常に考え、当施設へ来てい

ただくための各種連携事業の提案を行ってきました。しかしここでは、新しい「つなげる」事業として地域ヘ

出向き、施設管理者として社会貢献をするアウトリーチ事業を提案します。

inBOdy470

ξ

す

ア)地域の学校へ出向く 体成分測定とトレーニンング指導事業

今回 トレーニング室への導入を提案しました「Inbody470」 は、専

用ケースで移動が可能な機器となっています。この機器では、部位筋量が測定

でき、身体の筋量バランスがわかります。左右上下どの部分の筋量がどれだけ

弱いのかも数値でしつかり測定できます。この測定により自分の弱点を知り、

今後のトレーニングにフィー レミックさせ、より高い競技パフォーマンスが発

揮することが可能です。また、その数値結果から適切なトレーニングプログラ

ムの指導も行います。

今回地元の高校運動部へ出張で測定を実施し、部活動の筋カ トレーニング等

に役立てていただくため、機器と講師の派遣事業を行います。私たちは、地元

の高校生アスリー トも支援していきます。

イ)地域の自治会へ出向く 地域サロンでの運動指導事業

長浜市の自治会では、地域の自治会や老人会活動として、自宅から歩いて集

える地域の集会所に、地域住民が集まり運動とコミュニティーを楽しむサロン

事業を実施されているところも多数あります。私たちは、このような地域サロ

ンにも積極的に出向き、運動指導を行つていきます。

また北部地域は降雪も多く、当施設まで来館できない高齢者の多いと思われ

ます。そのような地域においても運動の必要!l生は高く、運動不足解消と心身の

リフレッシュのためにも運動指導者を派遣します。

イメージ

④「つなげる」スポーツとしての自主事業
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(5 地元総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye's」 と取り組む協働自主事業

私たちは、今回の申請にあたりこの地尻クラブ「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 l生化させていくこ

とで合意しています。このように地元総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye' s」 とともに協働で自主

事業も展開していきます。

私たちは、長浜市の出資団体でる公益財団法人であることから、当然長浜市の施策には寄与貢献する必要

があり、その施策に沿つた自主事業も積極的に実施する必要がると考えています。

私たちは、以下のような具体的な提案で長浜市のスポーツ行政や健康推進施策の一翼も担っていきます。

ア)長浜市スポーツ振興課  「モンベルフレンドタウン 北びわ湖 日長浜」への貢献

長浜市では、2017年に株式会社モンベルと「長浜市アウトドアフィール ドデザイン」や 「モンベルフ

レンドエリア登録」などについて、人口減少・少子高齢化への対応や地域経済の活性化など、魅力あるまち

づくりのために包括協定を締結されました。当施設は、この北部フィール ドエリアのほぼ中心に所在するこ

とから、当施設で「モンベルフレンドタウンの活動拠点」としての役割も担っていきたいと思います。

具体的には、当施設に奥びわ湖でのアウトドアガイ ドマップを設置し、モンベルクラブ会員には、更衣

室、シャワーや駐車場を開放し、活動肥点して当施設を利用いただけるように、長浜市と連携して検討して

いきます。

イ)長浜市健康企画課 健康推進アプリ「BIWA― TEKU(ビ ワテク)」 への貢献

現在、滋賀県で県内各市町が連携して、健康寿命延伸のため

イこ「健康推進アプリ BIWA― TEKU(ビ ワテク)」 を禾J用

した総合的な健康づくり事業に取り組んでおられます。このア

プリは、運動実施やウォーキングヘの参加、健康診断の受診に

よリポイントをため、順位を競い賞品を獲得するアプリになっ

ており、現在長浜市でも、健康企画課が中心となり、その活動

や参加者の広がりに向けて注力されていま坑

私たちは、当施設でも数多くのスポーツ教室事業やウォーキ

ング事業を企画計画しており、同事業の運動部門において大き

子ども

女 性
一 般

高齢者

障力北ヽ者

幼児、小中学生、一般、女性、高齢者、障がい者といつた、あら

ゆる対象向けに、多岐にわたる穀室を実施されています。

今後も、私たちと協働で実施していきます。

一般 地域の卓球愛好者むけの卓球大会

一般 旧木之本町時代から推進されてきたユニカールの大会

一般
高齢者へのスポーツ機会の提供として、現在はペタンクに取り

組んでおられます。

一般
スポーツ以外にも地域のコミュニティーの担い手として、多種多

様な事業も展開されています。

(0市の施策と呼応した自主事業
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な貢献ができると考えています。

このように、長浜市役所の様々な課を縦断して施策に貢献できるのも、私たち公益財団法人としての強み

であると考えています。

ウ)北部地域振興局 (奥びわ湖観光協会)奥びわ湖観光ウォークヘの貢献

長浜市北部振興局や奥びわ湖観光協会では、日々 北部地域の魅力発信や観光客の呼び込みなど地域の滑 l生

化に取り組んでおられます。私たちも、当施設を地域のスポーツとコミュニティーの拠点として位置付ける

にあたり、あらゆる面で北部地域振興局の事業等に貢献できると考えていま坑

具体的には、基本方針でも挙げた当施設を拠点としたランニングやウォーキングをサポー トし、北部地域

でウォーキング事業やランニング事業を展開し地域の滑隆化に貢献していきます。

2020年の東京パラリンピック、2024年全国障害者スポーツ大会を目前に、県内の障がい者スポーツ

も着実に盛り上がりを見せています。健常者の方だけでなく、市内の障がい者の方にもスポーツ機会を提供

し、障がい者スポーツの推進を応援していくことも私たちの使命であると考えています。

また障がい者についても、世間では、どうしても「身体障がい者」の方向けのプログラム提供が増えていま

すが、私たちは、「知的障がい者」の方もしつかリフォローし、すべての障がい者スポーツを支援します。

ア)障力くし靖 スポーツ教室の実施

当施設の多目的室を活用し障がい者向けのスポーツ教室を、総合型地域

スポーツクラブと連携し実施します。プログラムは、参加者の障がいのレ

ベルに合わせた内容とし、「欝 ミレー」「ネットなし卓球」「スポーツ吹き

矢」など参加者の障がいを理解したうえで決定し、すべての参加者が楽し

めるようにします。

また指導は、障がい者に対する正しい理解がある「障がい者指導員」や
「スペシャルオリンピック日本のコーチ資格」を有する指導者が適切に行

います。

【ネットなし卓球 例】

イ)障がい者トレーニング室招待事業

前記のとおり、私たちは当施設のトレーニングマシンの導入にあたり、高価にはなりますが、高齢者お方

や車いすの方でも乗り降りがしやすいマシンの導入を提案しています。このことは、高齢者から障がい者の

方まで広く当施設をご利用いただきたいという強く熱い想いからです。

長浜市でも身体障害者スポーツ競技者は、多く存在されており、特に座位のフライ

ングディスク部門では、県で上位の成績を修められている選手もいます。このような

競技者や団体を応援する事業として、長浜市の身体障害者福祉協会長浜支部とも連携

し、障がい者の方を当施設のトレーニング室へ招待する事業も実施します。

また、この事業から障がい者の方の利用も増やし、障がい者の方や障がい者団体の

利用促進につなげます。

ウ)障がい者スポーツ体験会事業

3利用促進  (3)国民スポーツ大会や全国障害者大会への取り組みという項目
イメージ ヽ

【齢 者、障がい者、
でも提案したとおり、障がい者スポーツを広く市民の方に理解いただき、障がい者の  大人も子ども
スポーツ環境整備にも支持を得るため、私たちは積極的な障がい者スポーツ体験会で  取り組める ボッチャ】
その発信も行っていきます。またこの事業は、私たち単独では小さな広がりにしかな

りませんので、長浜市の社会福祉課や身体障害者福ネと協会長浜支部、スペシャルオリンピック日本滋賀支

部、市内養護学校、長浜市スポーツ推進委員会との総合的な連携のもとで行つていきます。

0障がい者スポーツの推進事業
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⑥ 地域特色を最大限に活かしたスポーツイベント事業

当施設の立地する長浜市北部地域は、琵琶湖はもちろん余呉湖や賤ヶ岳といつた豊かな自然と歴史の息吹を

感じられる土地柄です。その環境は、各種アウトドアスポーンを展開するには最高のロケーションとなる事で

しょう。

私たちは、当施設の館内だけで実施する自主事業にとどまらず、こういった地元の自然遺産や歴史遺産を最

大限に活用する自主事業にも、積極的に取り組んでいきます。このことは、必ず地域の滑陛化につながると権

信しています。

ア)ヨ ゴイチ (余呉湖1周)ランニング・ヨゴイチ (余呉湖1周)ウォーキング事業の実施

余呉湖 1周は、約7kmとなつており、途中休憩スペースや公共トイレ等も設置されているため、迷うこ

とのないお手頃なランニング&ウォーキングコースとなります。また時間にするとランニングだと約 1時

間、ウォーキングだと約 2時間で、運動初心者の方には最適なコースとなり、このコースを利用しランニン

グやウォーキングヘの導入を目的とした初心者スポーツイベント「ヨゴイチランニング」、「ヨゴイチウォー

キング」事業を実施します。

また、この事業の広がりとして、当施設をコースの発着にすると約20km超のコースが設定可能となり、

ハーフマラツンのトレーニング者やウォーキングスペシャリストには最適なコース取りも可能です。

イ)賤ヶ岳 トレッキング事業の実施

当施設の直ぐ耳いこは、「賤ヶ岳の戦い」の戦湯跡で有名な賤ヶ岳

が見えています。賤ヶ岳の頂上からは、南耳Bこ奥琵琶湖と竹生島、

東に伊吹山、北に余呉湖を一望でき、その眺望は登山者や観光客を

今も魅了し続けていますもまた、羽柴秀吉と柴田勝家が覇権を争っ

た「賤ヶ岳の戦い」に関する戦跡碑、戦没者の碑も山頂近くに点在

し、歴史愛好家の方にも愛されている山で坑

私たちは、この賤ヶ岳の魅力を県内外に発信すべく「シャガ」が
【賤ヶ岳トレッキング事業】

美しく咲く初夏に賤ヶ岳 トレッキング事業も実施します。琵琶湖と余呉湖のふたつの湖の景観と史跡を巡る

多彩なハイキングコースは、県外からも多くの集客が可能であると考えています。

またこの度、リフトも再整備されたため気軽な初心者コースも設定可能です。

ウ)奥びわ菅浦のカヌー体験事業の実施

海津大崎のさくらの時期、奥びわ湖でカメーを楽しまれている方を

多く見かけます。奥びわ湖は、南湖に比べて水質が良く湾になってい

るため波もなく、最高のカヌー実施場所であると考えられますЭ

この素晴らしい奥琵琶湖の自然環境を活用し、モンベルフレンドタ

ウンの紹介事業にも呼応したカヌー仰験事業も実施します。

私たちは、浅井B&G海洋センターも管理しており、そこでは20    【琵置湖でのカヌー事業】

艇近くのカヌーを有しており、B&G財団公認のカヌー指導資格を持った「センターインストラクター職

員」も多数在籍しています。このような事業が具体的に提案できるのも私たちの強みだと考えています。

利用促進の項目でも示したとおり当施設の施設仲性として、「2つのアリーナ」「空調設備有するアリーナ

A」 「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陛を活か

し、地域事業や文化事業についても積極的に展開します。

⑤ スポーツだけにとどまらない新しい自主事業 地域活性化事業 文化振興事業
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私たちは、このような事業展開も「地域のスポーツと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ための自主事業として重要であると考えています。

ア)地域のスポーツ Hコ ミュニティーの拠点としての自主事業

当施設を、地域のスポーツ・コミュニ身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

る自主事業を実施していきます。

a.冬期の子ども達の運動不足解消

キッズボルダリングチヤレンジ事業

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、キンズスペ

ースにあるウォールボルダリング設備も活用し、安全なボル

ダリング紹介イベントを実施し、地域の子ども達の運動能力

向上にも貢献します。地域の元気な子ども達や子育て世帯の

ご家族を自主事業で応援していきます。
【キッズボルダリングチャレンジイメージ】

b.子育て応援事業の開催音楽と運動のフェスティ′コレ タイニーコンサー ト事業

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子育てイベントを開催します。広

いアジーナは、床面はタラフレックスで温かみがあり、走ってぶつかるものもなく、月ヽさい子ども達に

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が集い、楽しい音楽と運

動でふれあえるを子育て応援事業を開催します。

開催は、長浜市の子育て支援課やサンサンランド、市内幼保育園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っ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振興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

ィル管弦楽団等とは連携関係が継続しており、こうした文化芸術団体等と協働で文化事業を展開すること

は可能です。

利用促進策でも提案したとおり、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地域の滑l生イ監にも寄

与貢献していきます。

> 地元青少年のための吹奏楽クリニック

> 国民スポーツ大会 おもてなしア トラクション おもてなしコンサー ト

【不ムたちが実施する文化振興事業】

■

「

' ● ●
4｀

●

一
　
　

●

一　
　
“

，

３

〕

・

イメーシ

_‐ 三=「
」l=‐‐.:‐ __ ニ  デ

ヽ,Fク″～ ″,句 ン,‐ ト

96



d.スポーツ展示や文化展示事業の実施

私たちは、当施設にコミュニティーの処点としての

役割ももたせていきたいと考えています。そのため、私

たちは、当施設の共有スペースを活用し、各種展示事業

も行つていきます。スポーツに関するトロフィーや記念

写真の展示に始まり、スポーンにとどまらない文化的写

真や絵画、子ども達の書道作品や夏休みのポスター作品

展に至るまで、関係各所と連携し、巡回展示場所として

の展示事業も実施します。

この事業により地域のコミュニ>ィ ーの拠点とし

ての役割も担っていきます。
【展示事業のイメージ】

(2)その他施設の管理運営申鵬隆効果的・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 :国民スポーツ大会開催、開催餞に向けた取田除ど)

当事業団は、昭和55年の設立以来、長浜市の文化スポーツ施設の管理、運営および文化スポーツ振

興事業の実施により、市民の文化スポーツ振興に寄与してきました。

その間、長浜市の文化スポーツ施策を推進するため、文化・スポーツの各種団体や地域団体と、連

携・協力しながら信用と信頼関係を築いてまいりました。

また、長浜市の文化スポーツの普及や振興を日的とした、多種多様なスポーツ教室・スポーツイベン

ト・講座事業・ホールイベント等の実施により、長浜市における生涯スポーツや生涯学習を推進する大

きな役割を担ってきたと自負しております。

今後も、今回提案させていただいたとおり、当施設の設置目的を十分理解しつつ、よリー層の創意工夫を

重ね「安心 。安全 。平等・快適」な施設になるよう維持管理運営に努めます。またスポーツの振興事業に於い

ても、子どもから高齢者、しょうがい者まで多岐にわたる事業を実施し、利用者を増やし地域のスポーツ・コ

ミュニティーの処点として、市民主役のスポーツ施設実現を目指します。

しかしながら、当事業国や今回パー トナーとなった地元の総合型地域スポーツクラブ「きのもとeye'
s」 、スポーツメーカー「ミズノ株式会社」だけでこの目的を達成することは困難であろうと考えています。

私たちは、目的達成に向けて、スポーツ協会加盟団体、スポーツ推進委員会やスポーツ少年団等の |スポーツ

関係団体」、しょうがい者支援センターや地域まちづくリセンターなどの「地域国十本」、「他の総合型地域スポ

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

「利用者」や「ボランティア」などの「長浜市酌 、あらゆる人々や団体と連携・協働しながら長浜市のスポ

ーツ振興を進めてまいります。

今回、この連携や協働関係を長浜市北部地域まで広げることにより、当施設を活用しながら地域の活性化

にも必ずつなげていくことをお約束いたします。

私たちは、スポーツを「する」人々を増やし、「みる」スポーツの楽しさも伝え、スポーツで「ささえる」

仕組みづくりも構築しながら、北部地域、いや長浜市全域の「人と人」、「人と婉   「スポーンと地域資乃

とを「つなげる」ことで、国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会に向けて、長浜市のスポーツ連携の一

体化の醸成に、これからも必ず寄与貢献し続けてまいります。
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様式第 3号

収支計画書 (総括表)【審査基準 :条例第 4条第 3号及び第 4号】

1 収入

2 支出

(単位 :千円)

(単位 :千円) ヒ(l

ヒ
~

合計

自主事業収入

小計 (指定管理業務 )

その他の収入

利用料金収入

指定管理料

科 目

51,014

2,287

48,727

8,007

40,720

令和 2年度

5 099

2,372

48,727

8,007

40,720

令和 3年度

51,657

2,349

49,308

8,588

40,720

令和 4年度

52,157

2,422

49,735

9,015

40,720

令和 5年度

52,907

2,386

50,521

9,801

40,720

令和 6年度

52,967

2,447

50,520

9,800

40,720

令和 7年度

311,801

14,263

297,538

53,218

244,320

合計

合 計

自主事業費

小計 (指定管理業務 )

その他の支出

修繕費

燃料費

光熱水費

維持管理費 (光熱水

費、燃料費を除く)

人件費

科 目

51,014

2,287

48,727

500

1,445

9,200

12,482

25,100

令和 2年度

51,099

2,100

48,999

500

1,445

9,200

12,304

25,550

令和 3年度

51,657

2,130

49,527

500

1,445

9,200

12,382

26,000

令和 4年度

52,157

2,190

49,967

590

1,445

9,200

12,282

26,450

令和 5年度

52,907

2,040

50,867

590

1,445

9,200

12,732

26,900

令和 6年度

52,967

2,190

50,777

500

1,445

9,200

12,282

27,350

令和 7年度

311,801

12,937

298,864

3,180

8,670

55,200

74,464

157,350

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)

年 度 令和 2年度 (R2年 4月 1日 ～R3年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千 円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和 2年度指定管理料

利用料金収入 8, 007 各施設使用料

内
訳

施設 7, 905

付帯設備 102

小計 (指定管理業務) 48,727

2,287 スポーツ教室 。自動販売機手数料等自主事業収入

合計 51,014

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 25,100 施設管理、運営人件費

旅費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 725 管理・事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印刷製本費 250 申請書、施設パンフレット等

光熱水費 9,200 電気、水道、下水道

通信運l般費 340 電話、郵便等

手数料 110 ゴミ処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 1,840 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料・賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1,500 消費税

言「 23,027

修繕費 500 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務) 48,727

自主事業費 2,287

合計 51,014

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 3年度 (R3年 4月 1日 ～R4年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和 3年度指定管理料

利用料金収入 8,007 各施設使用料

内
訳

施 設 7, 905

付帯設備 102

小計 (指定管理業務 ) 48,727

自主事業収入 2,372 スポーツ教室 。自動販売機手数料等

合計 51,099

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 25,550 施設管理、運営人件費

旅費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 647 管理 。事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印刷製本費 150 申請書、封筒等

光熱水費 9,200 電気、水道、下水道

通信運搬費 340 電話、郵便等

手数料 110 ゴミ処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 1,840 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料・賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1 500 消費税

計 22,849

修繕費 500 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務) 48,999

自主事業費 2,100

合計 51,099

注 事業年度ごとに記入してください。

100



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 (R4年 4月 1日 ～R5年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和 4年度指定管理料

利用料金収入 8,588 各施設使用料

内
訳

施 設 8,464

付帯設備 124

小計 (指定管理業務) 49,308

自主事業収入 2,349 スポーツ教室・自動販売機手数料等

合計 51,657

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 26,000 施設管理、運営人件費

旅費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 625 管理・事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印刷製本費 250 申請書、施設パンフレッ ト等

光熱水費 9 200 電気、水道、下水道

通信運搬費 340 電話、郵便等

手数料 110 ゴミ処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 1,840 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料・賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1,500 消費税

計 22,927

修繕費 500 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務) 49,527

自主事業費 2,130

合計 51,657

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 (R5年 4月 1日 ～R6年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和年度指定管理料

利用料金収入 9,015 各施設使用料

内
訳

施 設 8,891

付帯設備 124

小計 (指定管理業務 ) 49,735

自主事業収入 2,422 スポーツ教室・ 自動販売機手数料等

合計 52,157

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 26,450 施設管理、運営人件費

旅費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 625 管理・事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印刷製本費 150 申請書、封筒等

光熱水費 9,200 電気、水道、下水道

通信運搬費 340 電話、郵便等

手数料 110 ヽヽ
ヽ

ゴ 処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 1 840 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料 。賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1,500 消費税

計 22,827

修繕費 590 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務 ) 49,967

自主事業費 2,190

合計 52,157

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 6年度 (R6年 4月 1口 ～R7年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和 6年度指定管理料

利用料金収入 9,801 各施設使用料

内
訳

施 設 9,651

付帯設備 150

小計 (指定管理業務 ) 50,521

自主事業収入 2,386 スポーツ教室・自動販売機手数料等

合計 52,907

2 文出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 26,900 施設管理、運営人件費

旅費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 625 管理・事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印昂」製本費 250 申請書、施設パンフレット等

光熱水費 9,200 電気、水道、下水道

通信運搬費 340 電話、郵便等

手数料 110 ゴミ処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 2,190 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料・賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1,500 消費税

計 23,277

修繕費 590 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務 ) 50,867

自主事業費 2,040

合計 52,907

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 7年度 (R7年 4月 1日 ～R8年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

科 目 金額 積算根拠等

指定管理料 40,720 令和 7年度指定管理料

利用料金収入 9,800 各施設使用料

内
訳

施設 9,680

付帯設備 120

小計 (指定管理業務 ) 50,520

自主事業収入 2,447 スポーン教室 。自動販売機手数料等

合計 52,967

2 支出

科 目 金額 積算根拠等

人件費 27,350 施設管理、運営人件費

旅 費 100 研修旅費

維
持
管
理
費

消耗品費 625 管理・事務消耗品

燃料費 1,445 空調設備、自動車、作業機械等燃料 ガス

印昂J製本費 150 申請書、封筒等

光熱水費 9,200 電気、水道、下水道

通信運搬費 340 電話、郵便等

手数料 110 ゴミ処理等

保険料 280 スポーツ施設保険

委託料 1,840 機械警備、消防設備、電気設備保守等

使用料・賃借料 7,280 トレーニング機器、コピー機、作業機械等

原材料 0

備品購入費 0

負担金 57 研修会、講習会参加負担金

公課金 1,500 消費税

計 22,827

修繕費 500 施設管理、作業機械等

小計 (指定管理業務) 50,777

自主事業費 2,190

合計 52,967

注 事業年度ごとに記入 してください。
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