
 

○佐久南交流拠点施設の基本設計（案）及び事業運営に関する説明会等において出さ

れた主な意見等とそれに対する回答について 

 

 

１．説明会の実施概要 

（１） 地元地区説明会 

・日程 平成２７年３月２６日（木） 午後７時から 

・場所 佐久中部地区農村環境改善センター 

・参加者数 ６３名 

（２） 市民説明会（１回目） 

・日程 平成２７年４月７日（火） 午後７時から 

・場所 佐久市生涯学習センター 

・参加者数 １０名 

（３） 市民説明会（２回目） 

・日程 平成２７年４月９日（木） 午後７時から 

・場所 旧佐久消防署庁舎 

・参加者数 ７名 

 

２．意見等及び回答 

（１） 出された主な意見等  ２９件 

（２） 出された主な意見等の概要とそれに対する回答  別紙のとおり 

 

  



佐久南交流拠点施設の基本設計（案）及び事業運営に関する説明会等 

において出された主な意見等とそれに対する回答 

 

№ 意見・提言要旨 回答 

1 総事業費はどれくらいか。 15 億円程度と見込んでおり、財源とし

て、国土交通省所管の「社会資本整備総

合交付金」、農林水産省所管の「農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金」、「合

併特例事業債」などを予定しています。 

2 事業予定地では豪雨時に水害が起こっ

たことのある場所である。丌測の災害発

生の際は、指定管理者はもとより、行政

や地域が一丸となった対応が必要。 

用水の越流による冠水被害であり、施設

側として対策を講じていきますが、仮に

丌測の事態が発生した場合は、行政を

含めた関係者が協力して対応を行って

いきます。 

3 施設のターゲットとしている客層は。 サービスエリア機能のない中部横断自

動車道や、相当の交通量がある国道 142

号の休憩施設として、地域外からの顧客

を取り込むための戦略を講じていきま

す。一方で、他の道の駅の事例でもうか

がえるように、地域住民の多くの利用も

想定しています。 

4 売上、採算の見込み及びその根拠は。 平成 26年 5月策定の事業計画で試算し

ており、将来売上は約５億円で、初年度

から一定の利益が生じると見込んでい

ます。 

5 用地買収の状況は。 地権者の皆さんによる地権者会が組織

されており、今後単価提示を行い、本年

６月末を目途に単価合意、売買契約を

行いたいと考えています。 

6 スケジュールの前倒しは可能か。 様々な法的手続きに必要な期間や業

務・工事の工期などを踏まえると、現在

想定しているスケジュールが最短のも

のと考えています。 

7 加工体験事業は通年で行うことを想定 加工体験事業としては、事業計画では、



しているが、その稼働率の想定は。 市の健康長寿の一因とされる発酵食品

の加工体験等を例示していますが、さら

に指定管理者の発案で様々な体験事業

の展開を予定しており、その展開次第で

稼働率は変動が見込まれます。ただ、そ

のように事業展開に左右されるスペー

スだけに、弾力的な活用ができるよう、

様々な用途に利用可能なよう設計上配

慮しています。 

8 出荷者組合に登録できる農家は、地域

限定か、市内全域か。 

市内全域を想定しています。 

9 売上見込額の前提として、先行事例の

道の駅の客単価を使っているが、ノウハ

ウを蓄積してきた施設での客単価をそ

のまま引用してよいのか。 

先行事例の視察等を多数行い、実態を

聴取する中で、来場者数等は、開業当初

は知名度の点などの影響で想定と差が

出ても、客単価は概ね初年度から実績

が上がっているとの結果を聞いていま

す。 

10 指定管理者が赤字になった際には、市か

ら補てんを行うのか。 

販売施設等の収益事業部門は、指定管

理者の独立採算で管理運営することと

しており、赤字が生じた場合も、特別の

事情がない限り指定管理者の責任の下

で対応することを想定しています。 

11 農業後継者の育成、担い手の確保につ

いて、市はどう考えるか。 

本施設で農産物が売れることが農家の

利益につながり、遊休荒廃地の解消や

後継者の育成などにも繋がっていくこと

の一つとなります。農業振興上の課題に

は、本施設での事業はもとより、市全体

として今後も引き続き取り組んでいきま

す。 

12 指定管理者からの納入金を予定してい

るが、どの程度か。 

指定管理者の募集を行うまでに詳細を

決定し、明示していくこととしており、今

後、先行事例を参考に検討を行っていき

ます。 

13 指定管理者の募集に関する予定は。 本年９月に募集を開始し、来年 3月に議



会の議決を得るスケジュールで進める

予定です。 

14 施設に農産物を出荷するためには出荷

者組合に加入する必要があるか。 

出荷者組合が持つ一定の品質管理や生

産調整等の役割が、安定的で質の高い

品揃えに繋がっている先行事例を参考

に、農産物は基本的に組合を通じて出荷

されることとし、出荷農家は組合に加入

することを前提としています。 

15 出荷者組合の具体的な形態は。 本年度から出荷者組合を立ち上げるた

めの準備委員会を組織し、農家の皆さ

んの参画も得る中で、先行事例なども

参考としながら具体的な形態を協議し

ていく予定としています。 

16 事業予定地の近傍に位置する「道の駅

ほっとぱ～く・浅科」との関係は。 

どちらも市の公共施設として、共存共栄

を図っていきます。国が示す道の駅の類

型でいえば、本施設は地域外から活力

を呼び込む「ゲートウェイ型」、ほっとぱ

～く・浅科は地域の元気を創る「地域セ

ンター型」として機能するなど、実態を加

味しながら役割分担を図っていくことを

想定しています。 

17 市民に対して十分な説明の機会を設け

ていくべき。 

これまでも事業計画策定時に地域住民、

市民、農業者等を対象とした説明会やパ

ブリックコメントを、今回の基本設計策定

時に地区説明会、2 回の市民説明会、パ

ブリックコメントなどを実施しています

が、今後も都度ごとに説明の機会を設け

ていきます。 

18 指定管理者の役割、業務の範囲、裁量の

余地や制約の程度などは。 

実施業務は、指定管理者の募集時に仕

様として明確に示していきますが、それ

以外の多くの部分で指定管理者の自由

な発想が生かせるよう考えています。 

管理運営の詳細については、募集要項

や仕様の基礎となる、本施設の管理運



営の方向性についてまとめた「佐久南交

流拠点施設管理運営方針」を公表して

います。 

19 成長発展が続けられる施設としていくに

は、行政、指定管理者、地元、メディアな

どが連携していくことが必要。 

そのように考えています。連携策などに

ついても、具体に調整を進めていきま

す。 

20 年末年始を休館日としているが、営業し

てもよいのでは。 

休館日や開業時間は、原則として示して

いるもので、市長の許可を得たうえで、

指定管理者の裁量により変更は可能で

す。 

21 巡回バスの停留所を設けるなど、交通

の要所としての機能を果たすべき。 

巡回バスの停留所の設置は計画してい

ます。また、バス事業者と協議を行って

いるところですが、将来的に中部横断自

動車道が山梨県まで延伸した際の高速

バスの発着所となることなどを検討して

いきたいと考えています。 

22 農業体験サンプルほ場を設置する意義

は何か。また、市の特長的な農産物を活

かした事業展開は考えられないか。 

サンプルほ場では、収穫前の農産物を

見て、触れることによって、農業への興味

の向上や市内の農業体験事業への回遊

を促進させる事業展開を図っていきま

す。また、市では新品目試験ほ場を運営

しており、様々な新品目の農作物が市の

風土にあっているか検証を行ってますの

で、それらのノウハウを活かすため、その

ほ場を施設近くに移設してくることも今

後検討したいと考えています。 

23 「健康長寿」がコンセプトとなる中で、施

設近くに位置し、地域に愛される虚空蔵

山の利活用が有効では。 

虚空蔵山へのウォーキングコースの設

定など、この施設を発着点とした健康長

寿に絡む事業展開はコンセプトと合致し

ています。周辺地域の魅力を活かし、施

設との相乗効果で地域振興につなげて

いきたいと考えています。 

24 ソーラー発電設備を設置する計画はあ

るか。 

設置予定であり、ランニングコストの軽

減や、災害発生時の非常用電源として



利用していく計画です。 

25 子ども連れを意識した計画となっている

か。 

交流広場やふれあいパーク、サンプルほ

場など、子どもたちが自由に楽しむこと

を意識して計画しています。また、屋内に

も多目的に使えるスペースを要してお

り、子ども向けを含めた弾力ある事業展

開が可能と考えています。 

26 防災拠点としての位置付けがあるが、ど

のような防災設備が置かれるか。 

炊出しのできる防災かまどとなるベンチ

や簡易型トイレ、衛星携帯電話などの設

置、ソーラー発電と蓄電池による非常用

電源の確保などを計画しています。ま

た、建物は避難所として、駐車場は臨時

ヘリポートとして機能するなど、広域的

な防災拠点としての役割を果たしていき

たいと考えています。 

27 消費者が「わざわざ行きたい」と思える

具体策が欠如しているように感じる。 

一定の立地条件がある中、類似施設と

の差別化を図ることが重要と考えてお

り、「健康長寿」という佐久市の強みを活

かし、良い品揃え、良い食の提供といっ

た事業展開を図っていく計画としていま

す。また、その事業展開には、管理運営を

委ねる指定管理者の民間感覚を十分に

活かした事業提案を受け、効果的に実

施していきたいと考えています。 

28 コンセプトの健康長寿について、医学的

根拠が求められるのでは。 

コホート研究など疫学的分析では、佐久

市民の健康長寿の理由は「コミュニテ

ィ」、「働く」、「食文化」などがあげられて

おり、本施設では、佐久市民が普段から

触れ、口にし、生活している環境を多角

的に提供していくことをコンセプトとして

事業展開を図っていきたいと考えていま

す。 

29 軽井沢町からの観光客の取入れを計画

しているが、軽井沢町にも新規に農産物

軽井沢町下発地に建設予定の「軽井沢

発地市庭」とは、地理、ターゲット層の違



直売所の整備が予定される中、大幅な

減収とならないか。 

いなどが考えられますが、他施設と差別

化を図るため佐久市の特長を明確にし

た事業展開が必要です。また、交通の利

便性やアクセス性の高さなど、優位な点

も考慮しながら、効果的な事業運営を行

っていきたいと考えています。 

 


