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１ 拠点施設整備の必要性 

（１） まちづくりのための拠点整備 

・中部横断道はサービスエリア等が整備されないため、交通上のニーズへの対応が必要 

・中部横断道整備等で高速交通網が拡充する中、都市基盤整備を人・モノの交流につなげる対策が必要 
 

⇒ 国土利用計画佐久市計画に、新たな土地利用策として、佐久南インターチェンジ周辺に「佐久の魅力を

発信するための、サービスエリア的機能を有した拠点」を整備することを位置付け 
 

（２） 地域振興のための拠点整備 

・近年の農業を取り巻く状況の変化等により厳しい環境下にある農業を振興し、「産業としての農

業」を支援するためのモデルを構築することが必要 

・全国的に有名な佐久市の健康長寿には、暮らしの営みに溶け込んだ農業がもたらす心身の平

安が大きく寄与していることを再認識した上で、「暮らしとしての農業」を支援することが必要 
 
⇒ 課題解決には次の農業振興戦略が有効で、拠点施設においてサービスエリア的機能と結び付けていくこ

とが適当 

 

 

 

 

 

 

 

２ 与件の整理 
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３ 事業の基本的方向性 

（１） 佐久市の強み、佐久らしさ 

・佐久市の都市イメージ： ヒトもマチも元気な健康長寿都市 

・佐久市の農業の強み： 健康長寿を側面から支えてきた農業 

⇒ 佐久らしさである「健康長寿」を生かし、こだわった事業展開を図ることで、健康長寿県である長野

県内でも圧倒的な優位性を確立することが有効 
 

（２） 主体ごとの施設利用目的の整理 

 

 

 

 

 

 

 

（３） コンセプト 

 

 

 
 

（４） 基本方針 

ア 「産業としての農業」を振興します 

・農業者に、新たな販路や販売方法の選択肢を提供します 

・高品質で健康によい佐久市の農産物の情報を発信します 

・6次産業化に取り組む事業者を支援します 
 

イ 「暮らしのとしての農業」を支援します 

・余剰の自家野菜等の販路となることで、毎日の暮らしにやりがいや生きがいを創出します 

・多くの市民や来訪者が農業に触れ、学び、親しむ機会を創出します 
 

ウ 佐久市の観光交流の玄関口となり、交流人口を創出します 

・「佐久らしさ」を効果的に発信し、交流人口を創出します 

・来訪者や市民の集う場所となり、地域内外のヒトやモノの交流を促進します 

・来訪者を市内や域内の各地に回遊させます 
 

エ 世界最高健康都市の構築に寄与します 

・佐久市の健康長寿文化を広く発信します 

・市民や来訪者の健康長寿につながる取組みを推進します 
 

（５） 主なターゲット層 

・観光客（特に、軽井沢町まで来ている観光客のうち、ファミリー層、シニア層の女性をメイン） 

・健康長寿に興味を持つ人々 ・地域住民 ほか 

 

 
果物狩り 

農家 
レストラン 

農産物 
直売所 

男性 合計 57.8 50.4 50.7 

 男性 20代 62.8 45.7 45.7 

 男性 30代 53.6 44.9 40.6 

 男性 40代 54.4 45.6 44.6 

 男性 50代以上 59.4 54.7 57.0 

女性 合計 77.6 73.1 66.9 

 女性 20代 82.0 72.7 61.2 

 女性 30代 76.9 72.6 67.9 

 女性 40代 74.9 74.3 65.9 

 女性 50代以上 75.4 73.0 73.0 

出典：「農林業センサス」 
人 千万円 

出典：「長野県農林業市町村別データ」 

（３） 平均寿命 

歳 

出典：「市区町村別生命表（H22）」 

（４） 軽井沢町来訪者の興味度調査結果 

農業者 

・経済力の向上を

図る場 

・やりがい、生きが

いを創出する場 

市民 

・新鮮でおいしく安

全安心なものを購

入する場 

・交流の場 

来訪者 

・「佐久らしさ」を感

じる場 

・旅の疲れを癒し、

情報を入手する場 

佐久市 

・農業振興の場 

・交流人口創出の場 

・健康長寿の文化を

発信し、高める場 

（１） 佐久市の農業生産額の推移 （２） 佐久市の農業人口の推移 

 

拠点に寄り集うすべての人々に、そのとき求めるものを提供し、すべてに健康になれる場所 

「産業としての農業」 

1） 品質や収量の向上による単価や売上げの拡大 

2） 適正な販売方法の選択 

3） 適正なブランディング強化 

4） 規格外商品の有効活用 

5） 付加価値の増加 

「暮らしとしての農業」 

1） やりがい・生きがいの支援 

2） 農業に触れる機会・きっかけの創出 

3） 基本的な栽培技術の学習機会の確保 

出典：「佐久広域エリア観光意向調査報告書（H24）」 

平均と 
の差 

+10 

+5 

-10 

-5 

女性を中心に農業・農産物等への興味度が高い 

「夢や希望や期待を持つ人々が寄り集い、「佐久らしさ」を受発信する場所」が必要 
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４ 施設計画 

（１） 施設内容・整備方針 

事業の基本的方向性を具現化する施設として、次の施設・機能を導入することとし、その整備方針を定める。施設・設備や機能は、市が以下に示す内容を生かせる指定管理者を決定後、その提案を踏まえて具体的な内容を決定する。 

導入施設 整備方針 施設・設備（将来的拡充を含む） 機能（施設で展開する事業の例） 

総体 それぞれの機能を可能な限り１つの棟の中に配置し、相互間のつ

ながりや連動性に配慮する。また、「佐久らしさ」である健康長寿を

連想させる開放的で快活なイメージとなるよう、開口部を広く取

り、天然光を十分に取り込める明るい施設を計画する。 

  

販売施設 入口からレジまでの動線計画や、ゆとりある通路、空間等による買

物利用のしやすさなどに配慮する。また、設備として、POS システ

ムの活用により的確な販売情報や在庨管理を行うとともに、同シス

テムを活用し、出荷者への在庨状況等の連絡体制や流通履歴の

確認等によるトレーサビリティを確立する。 

・農産物販売施設 

・物産品販売施設 等 

市内の農家等から出荷された農作物やその加工品、市内や交流都市等の特産品の展示販売を行う。 

【事業展開例】 ●健康長寿ブランドの確立、発信（例：地域の健康長寿にちなんだ野菜等のネーミングによ

る販売） ●取扱品目のこだわり（例：佐久古太きゅうり、生プルーン、イタリア野菜等の新名産品や、佐

久鯉、フナ、信州サーモン等の水産品の取扱い） ●地域外への積極的な販売展開（例：大手インターネ

ット販売業者との提携） 

加工施設 季節ごとの素材に応じた様々な加工が行えるよう、多用途へ対応

可能な空間を計画する。また、加工作業の可視化が加工体験や商

品購買の動機につながることから、衛生上支障のない範囲でガラ

ス窓等を多く用い、加工作業を見せることができる構造とする。 

・製造加工販売用施設 

・加工体験用施設 

・６次産業化チャレンジショップコ

ーナー 等 

佐久市産の農産物を活用し、指定管理者のアイデアを生かした製造加工販売を行うとともに、これらの加工

事業に関連した、来訪者参加型による加工体験の場の提供を行う。 

【事業展開例】 ●地域文化に着目した事業展開（事業例：伝統的発酵食品（漬物、味噌、甘酒等）の製造加

工販売） ●「見せる農業」への取組み ●無添加へのこだわり 

飲食施設 レストランや軽食コーナーには休憩機能も求められることから、周

辺の眺望等を生かした心安らぐ間取りとする。また、ケータリング

カーや屋台村等の非常設型販売施設の設置が可能となるスペー

スを用意するとともに、施設利用者や道路通行者にその賑わい感

が伝わる配置となるよう配慮する。 

・地産地消レストラン 

・軽食コーナー 等 

佐久市産の農産物を素材として活用し、地域に根付いた食文化を発信するレストランや軽食コーナーを設

置する。 

【事業展開例】 ●健康長寿を前面に出した事業展開（例：伝統料理・家庩料理のバイキング形式での提

供、佐久らしさを生かした新たな名物や B級グルメの開発） ●イベント的な仕掛け（例：賑わいを創出

するためのイベント開催（例：ケータリングカー、屋台村、地酒ガーデン） 

休憩施設 浅間山や周辺の農村風景への眺望等を生かし、安らぎを与える空

間を計画する。また、孤立することなく他の施設と有機的に連結し、

多用な用途が実行可能な空間とする。 

・テーブル、椅子等の休憩スペース 

・地域住民間や来訪者との交流ス

ペース 等 

移動の疲れを癒す場所、憩いの場所としての機能はもとより、飲食施設の軽食コーナー利用者やイベント開

催時の客席としての機能など、多用途の機能を果たす。 

【事業展開例】 ●交流事業の展開（例：「長野版アフタヌーンティー」による交流機会の創出） 

情報提供施設 休憩施設等と連結し、多くの来訪者の利用が見込まれる位置に配

置する。また、来訪者へ視覚的に訴えるよう、掲示物や特産品等の

展示物等が三次元的に掲示可能な空間を確保する。 

・観光案内カウンター 

・パンフレット等掲示スペース 

・周辺マップ等掲示スペース 等 

交通情報はもとより、施設を玄関口に来訪者を市内の各所に回遊させるよう、積極的な情報発信を行う。 

【事業展開例】 ●心に残る観光案内の実施（例：健康長寿のシンボル的存在である「田舎のお母さん」によ

るおもてなしコンシェルジュサービス） ●佐久らしさの伝達（例：農業、健康にちなんだ観光案内） 

駐車場 交通量に応じた十分な規模の駐車スペースを確保するとともに、

住宅や農地といった周辺環境、施設内の人の導線、バリアフリー

化、夜間の利用等に配慮した計画とする。 

・駐車スペース（一般車、大型車、

身体障害者用車両、二輪車） 

・チェーンベース 等 

 

トイレ トイレの利用が施設利用のきっかけとなり、また特に女性におい

て、トイレの印象を施設イメージに投影するといわれることから、利

用しやすく、リピーターを得られる清潔さ・快適さに十分配慮した

トイレを計画する。また、休憩施設や駐車場からの利便性の高い動

線となるよう配置に配慮する。 

・男子トイレ 

・女子トイレ 

・多目的トイレ（着替え台、ベビーベ

ッド、オストメイト対応） 等 

 

その他（緑地・

広場等） 

外構は、周囲の田園風景に馴染むよう、自然資源豊かなゆとりの

ある空間を計画する。また、子どもが体を動かして遊べる広場や遊

具、農業体験サンプルほ場等により、ファミリー層の誘客や長時間

滞在を促す。 

・芝生広場、子ども用遊具 

・イベント広場 

・市内の農業体験のサンプルほ場 

・新エネルギー設備 等 

賑わいを生み、滞留者やリピーターの増加が図られるよう、地域住民や来訪者の憩い・活動の場となる緑

地、広場等を設置する。 

【事業展開例】 ●定期的なイベントの開催（例：周囲の散策ルートや森林道のヒーリング効果を生かしたウ

ォーキング講座、市民マラソンや自転車競技の拠点） ●農業体験サンプルほ場の運営 
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（２） 施設規模の想定 

ア 将来交通量 

平成 42年時点の将来交通量を予測 

沿線道路 通過交通量 

中部横断自動車道 11,000台／日 

国道 142号線 25,900台／日 

 

イ 駐車マス数の算定 

将来交通量を基に「日本道路公団休憩施設設計要領（以下「要領」）の立寄率、ラッシュ率、駐車場占有率

から算出 

沿線道路 小型車 大型車 合計 

中部横断自動車道 41台 10台 51台 

国道 142号線 96台 23台 119台 

合計 137台 33台 170台 

 

ウ 各施設の規模 

施設種別 施設面積 敷地面積 算出の考え方 

駐車場  7,500㎡ 駐車マス数を基に、要領の 1台当たり駐車所要面積から算出 

（小型車・身障者用 4,500㎡、大型車用 3,000㎡） 

トイレ 95㎡  長野県内の類似施設のトイレの平均設置器数を基に算出 

（男性 50㎡、女性 40㎡、身障者 5㎡） 

休憩施設・ 

情報提供施設 

210㎡  駐車マス数を基に、要領の休憩スペース所要面積を参考に

算出 

販売施設 400㎡  要領のサービスエリアの売店所要面積を参考に、近隣地域

の類似施設の規模を踏まえて算出 

（農産物販売施設 200㎡、物産販売施設 200㎡） 

加工施設 600㎡  飲食施設の厨房面積を参考に、保管・加工・梱包を行うも

のとして、概ねその 3倍として製造加工販売用施設を算出 

小学校の特別教室（理科室・家庩科室・図工室・準備室）

を参考に、各 100㎡、計 400㎡として加工体験施設を算出 

（製造加工販売用施設 200㎡、加工体験施設 400㎡） 

飲食施設 500㎡  駐車マス数を基に、回転率、乗車人員、立寄り人数等を想定

して算出 

（食事スペース 165㎡、厨房 65㎡、軽食コーナー170㎡、その

他付属施設 100㎡） 

その他（緑地・

広場等） 

 5,500㎡ 市内の商業施設が立地するエリアの概ねの建ぺい率を参考

に算出 

合計 1,805㎡ 13,000㎡ 総面積 14,805㎡ 

 

（３） 施設配置 

ア 位置選定の要件 

・農地を活用する場合、農地法に定める第 3種農地（IC出

口から 300m以内）であること 

・中部横断自動車道及び国道 142号からのアクセスが容

易であること 

・必要な面積を確保できること 

・農地保全、自然保護、文化財保護等が図られ、周辺の土

地利用への影響が軽微であること など 

 

 

 
 

イ ゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

建物 緑地・広場等 駐車場 

浅間山や周囲の田園風景への眺

望を生かし、かつ、往来の多い道

路の喧騒から距離を保った配置

とする。 

建物との間に創出される「賑わい

の中心」を道路から視認できるよ

う、道路・建物間の視認しやす

い位置に配置する。 

小回りの効かない大型車でも直

進的に進入できるよう、アクセス

道の正面に配置する。 

 

（４） 施設意匠 

・周囲の農村景観と調和するデザイン 

・施設のコンセプトを体現する、シンボル性のあるデザイン 

・コストの低減やメンテナンスの容易さに配慮したシンプルなデザイン 

（国・県資料を基に算出） 

以上の要件から、右図に点線枠で図示した範囲内

において、必要な面積を設定する。 

300m 
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（５） 施設整備の手法等 

ア 施設整備の方式 

施設整備にあたり、公設と民設（PPP 方式（PFI 等の手法を用いて民間が整備を行う手法））を比較検

討した結果、国庨補助や起債等の有利な財源を充てることが可能で、市の施策の方向性を的確に反映

でき、施設整備までをより短期間で対応可能な「公設」を選択することとする。 

なお、施設整備の計画策定や設計にあたっては、民間の意見を聴くことが重要である。 
 

イ 財源 

施設整備費に充てる財源として、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」及び国

土交通省所管の「社会資本整備総合交付金」の活用を予定する。 

 

（６） 事業規模    総面積 約 1.8ha  総事業費 1,171百万円 

 

５ 管理運営計画 

（１） 管理運営の方式 

管理運営にあたり、公営と民営（指定管理者制度による）を比較検討した結果、民間のノウハウの発揮

による施設効果の増大や管理運営費用の削減効果が見込める「民営」を選択することとする。 
 

（２） 管理運営体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 収支計画の検討 

ア 施設利用者数 

 開業時 3年目 5年目 

施設利用者数 1,464,000 1,599,000 1,648,000 
 

イ 収支計画 

【収入計画】 開業時 3年目 5年目 

売上高 488,000 533,000 549,000 

指定管理料 5,500 5,500 5,500 

合計 493,500 538,500 554,500 
 

【支出計画】 開業時 3年目 5年目 

人件費 82,770 82,770 82,770 

施設維持管理費 9,850 10,850 10,850 

原価費 335,988 366,971 377,987 

その他 63,440 69,290 71,370 

合計 492,048 529,881 542,977 
 

収支 1,452 8,619 11,523 

※将来的な交通量推計からの計画策定時点での算出であり、今後の情勢や指定管理者の運営形態等によりさらに詳細に計画予定 

 

６ 開業までのロードマップ 
 

内容 25年度 26年度 27年度 28年度 

事業計画               

 計画作成               

 地区等への説明               

土地の調整               

 用地交渉               

 法定諸手続き               

施設整備               

 測量・調査               

 造成・建築設計               

 造成・建築工事               

管理運営               

 管理運営手法調整               

 指定管理者選定               

 開業準備               

供用               

佐久南 IC～（仮称）八千穂 IC間 H29年度開通予定 

単位：人 

単位：千円 


