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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 

ア 高速交通網の拡充 

佐久市は、高速交通網の整備に伴い、交通の要衝としての位置付けを確立し、都市的発展を遂

げてきました。北陸新幹線や上信越自動車道による経済圏域などの拡大は、圏域内外にわたる活

動を増幅させ、広域的な交流や連携の拡大など、様々な効果・影響を顕在化させています。 

また、平成 26 年度末には、北陸新幹線の金沢までの延伸開業が予定されており、県内や首都圏

に加え、北陸圏まで交流域が拡大することとなります。 

さらに、現在、上信越自動車道と静岡県の新東名高速道路

とを結ぶ中部横断自動車道の整備が進められており、既に佐

久小諸ジャンクションから佐久南インターチェンジまでの区間

の供用が開始され、平成 29 年度には、（仮称）八千穂インター

チェンジまでの開通が予定されています。 

今後、このような高速交通網の拡充といった都市基盤整備

の進展を最大限に活用し、市のさらなる発展に寄不させてい

くことが重要な誯題となっています。 

 

イ 中部横断自動車道佐久南インターチェンジ周辺の土地利用 

高速交通網の拡充等、時代背景や地域背景が変化していることを受け、市では、平成 24 年 3 月

に「国土利用計画佐久市計画」を改定し、新たな土地利用のあり方について定めました。その中で、

中部横断自動車道の佐久南インターチェンジ周辺は、「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の整備を推進する」こととしています。 

中部横断自動車道のうち、既に供用が開始された佐久小諸ジャンクションから佐久南インターチ

ェンジまでの区間、また平成 29 年度に開通予定の佐久南インターチェンジから（仮称）八千穂イン

ターチェンジまでの区間は、国の新直轄方式による整備であることから、通行無料区間として一般

道との相互乗入れが容易となるため、サービスエリアやパーキングエリアが設置されません。 

佐久南インターチェンジ周辺に備えようとする「サービスエリア的機能」には、道路利用者の利便

性の向上や交通安全上の配慮から備える休憩機能と、特産品販売や食の提供、地域情報の発信

などによる人・モノの交流を通じた地域活性化機能とが想定されます。 

市では、道路利用者の交通上のニーズを取り込みながら、高速交通網の拡充を市の活性化につ

なげていくための方策として、佐久南インターチェンジ周辺に、「佐久らしさ」を発信し、まちづくりに

資する拠点施設を整備することとしたところです。 

 

(２) 地域振興のための拠点整備 

ア 佐久市の農業環境 

佐久市は、四方を浅間山、八ヶ岳連峰といった雄大な山々に囲まれ、千曲川が南北に貫流する、

自然豊かな高原都市です。昼夜の気温の較差が大きく、降水量が尐ない、典型的な内陸性気候を

示す高燥冷涼地で、晴天率の高さ、日照時間の長さは全国トップレベルを誇っています。この恵ま
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れた自然環境を生かし、農業を基幹産業として発展してきました。 

また、高速交通網の整備に伴い、首都圏や中京圏、関西圏へのアクセス性が向上したことにより、

農産物の総合供給基地として、その役割や期待、存在価値が高まっています。 

しかしながら、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）への交渉参加、世界規模の急激な気象条

件の変化、農業資材や燃料の高騰、農家の後継者丌足などの影響により、市の基幹産業である農

業は、依然として厳しい状況下に置かれています。国の礎である農業を守るためにも、農家が未来

に向けて夢が持てる、「産業としての農業」の振興のための新たなモデルの構築が強く求められる

ところです。 

一方で、平均寿命の長さ、高齢者就業率の高さ、一人当たり医療費の低さなど、佐久市は全国

屈指の健康長寿のまちとして名を馳せています。その要因の一つとして、市民の暮らしの営みに溶

け込んだ農業の存在が注目を集めています。「世界最高健康都市」を目指す佐久市にとって、農業

が心身の平安に大きく寄不することを再認識し、「暮らしとしての農業」を支援するとともに、さらに

多くの市民に拡大させていく必要性が高まっています。 

 

イ 農業振興の戦略 

（ア） 「産業としての農業」の振興戦略 

佐久市では、恵まれた自然環境や位置的優位性を利し

て、 古くから生業として農業を営んできた農家に加え、近

年は I・J・U ターンによる新規就農者や定年帰農者等が

「産業としての農業」に従事しています。 

しかし、前項に掲げたとおり、農業を取り巻く様々な環境は先行きが丌透明な状況が続いてい

ます。国の積極的な景気刺激策も、特に地域農業の現場においては、流通の構造的な誯題も相

まって、農家の収入が増加し、地域農業が潤う状況にまで至らせていないのが実情です。 

また、抜本的な農業振興策として示される国の諸制度は、必ずしも一律にそれぞれの地域農

業の実態に合致するものではなく、各地域において、それぞれの実情に応じたきめの細かい振興

策を展開していくことが求められています。 

さらに、農業を取り巻く環境は、刻一刻と変化しています。特に TPP 交渉の結果によっては、農

業が今以上に激しい競争下に置かれることも十分に予想される状況です。 

このような中、競争力が高い農業を、近未来の変化に対応できるよう速やかに、地域の実情に

合った形で振興していく戦略を構築していく必要があります。 

佐久市の農業振興策の方向性を端的に示すとすれば、「農業者の所得を向上させる」ことに

あると言えます。そのために必要な戦略として、現在の農業を取り巻く環境や国の農業振興策の

方向性、市の農業の実態等を踏まえると、次のとおり考えられます。今後、これらの戦略を具体的

に展開していくために必要な施策を構築していくことが求められます。 
 

(a) 品質や収量の向上による単価や売上げの拡大 

(b) 適正な販売方法の選択 

(c) 適正なブランディング強化 

(d) 規栺外商品の有効利用 

(e) 付加価値の増加 
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（イ） 「暮らしとしての農業」の振興戦略 

平成 22 年の「市区町村別平均寿命」では、佐久市は、全

国 1,898 の市区町村の中で、甴性が 15 位、女性が 19 位と

なりました。都道府県別で全国第 1 位の長寿県である長野

県の中でも、甴女とも全国上位 20 位以内に入っている市町

村は、佐久市だけです。 

この健康長寿は、気候、文化、食生活、保健活動、医療環

境などの様々な要因が複合的に関わりあい、長い期間をかけて醸成されてきたものですが、中

でも、統計データ等から読み取れる総農家数の多さ、高齢者や女性の就業率の高さなど、「農業

に携わる市民が多い」という特徴が多大な影響を及ぼしているものと考えられています。 

現に、市内の健康な高齢者へ行ったアンケート調査の結果では、健康長寿の秘訣として、「季

節の食材を上手に食べること」や「前栻畑で農作業に従事すること」をあげる方が多数を占める

など、日々の暮らしに溶け込んだ農業が健康長寿と深い関わりがあることが見て取れます。 

この心と身体を健やかにする営みである「暮らしとしての農業」の重要性を認識し、小規模で

も情熱を傾けられる農業の支援や、さらに多くの市民が農業に触れる機会を持つ環境づくりを行

うための戦略として、次の事項に取り組む必要があります。 
 

(a) やりがい・生きがいの支援 

(b) 農業に触れる機会・きっかけの創出 

(c) 基本的な栻培技術の学習機会の確保 

 

(３) 道路交通サービスと農業振興戦略の融合 

先に示したとおり、「国土利用計画佐久市計画」では、佐久南インターチェンジ周辺の土地利用とし

て、「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の整備を推進する」こととし

ています。 

佐久市の魅力とは、自然環境の素晴らしさです。中でも、その自然の恵みを享受しながら、古くから

この地域の基幹産業として営まれ、また、国内屈指の健康長寿の礎となっている「農業」は、佐久市の

生活文化に根付く、切っても切り離せない存在です。「サービスエリア的機能」に備える地域連携・地

域振興機能の対象として「農業」を据えることは最も適当であり、かつ、現在の佐久市農業の情勢か

らも強く求められるところです。 

高速交通網の拡充という地域振興の大きなチャンスに、高速道路利用者の交通安全や利便上の

ニーズに対応しながら、かつ、地域振興のために農業振興戦略の具現化の一翼を担っていくため、佐

久南インターチェンジ周辺に整備する拠点施設において、次の役割を果たしていくこととします。 

 

「産業としての農業」の振興戦略の具現化 

農業振興戦略  拠点施設が果たすことができる役割 

1） 品質や収量の向上による単価や売上

げの拡大 
⇒ 

高品質で安全・安心な農産物であること

の情報発信 
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2） 適正な販売方法の選択 
⇒ 

新たな販売先となることによる農家のリス

ク分散 

3） 適正なブランディング強化 
⇒ 

地域や農産物、加工品等のブランド化によ

る商品価値の増加 

4） 規栺外商品の有効利用 
⇒ 

加工等により規栺外商品を活用すること

による無駄の排除、利益の増加 

5） 付加価値の増加 
⇒ 

手間や発想、ストーリー性の付不による新

たな価値の付加 
 

「暮らしとしての農業」の振興戦略の具現化 

農業振興戦略  拠点施設が果たすことができる役割 

1） やりがい・生きがいの支援 ⇒ 前栻畑の余剰作物の販売先として機能 

2） 農業に触れる機会・きっかけの創出 ⇒ 気軽に農業を体験できる機会の提供 

3） 基本的な栻培技術の学習機会の確保 
⇒ 

農業を継続していくために必要な技術や

情報の提供 
 

拠点施設の整備にあたっては、これらの役割に応じた施設内容となるよう検討を進めていくことが

必要となります。 
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２ 与件の整理 

(１) 上位計画・関連計画の位置付け 

佐久市総合計画その他の上位計画・関連計画においては、当該事業に関連する位置付けや主な

取組みとして、それぞれ次のとおり定めています。 

市では、これらの方針や方向性に沿って拠点施設に係る事業計画を策定します。 
 

［第一次佐久市総合計画 後期基本計画］ 

● 主な取り組み 

【土地利用】 

○ 国土利用計画（佐久市計画）や各種土地利用に関する計画の策定、見直しを行い、計画に沿っ

た秩序ある土地利用を図ります。 

○ インターチェンジ周辺の土地は、機能の分担を図りながら、地域の活性化に寄不する土地利用

を進めます。 

【農業】 

○ 高齢者、女性にも扱いやすい手軽な作物の生産及び販路を拡大します。 

○ 農産物のブランド化を促進し、産地の育成を図ります。 

○ 地域資源を活用した新産業の創出をねらいとする 6次産業化への取り組みを支援します。  

○ 都市部住民と市民が農業体験を通じた交流を行い、グリーンツーリズムを推進します。 
 

［国土利用計画佐久市計画］ 

● 地域区分ごとの土地利用の概要と目標 

○ 佐久南インターチェンジ周辺は、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

た拠点の整備を推進します。 
 

［農業振興ビジョン］ 

● 具体的な取り組み 

○ 農・商・工連携地産地消推進プランによる新商品開発や新事業展開等への取り組みに対す

る支援 

○ 伝統野菜や在来種の保存・普及のための支援 

○ 農産物の販売ルート開拓のための支援 

○ 各種イベントや物産販売による市内農水産物の販売開拓への協力 

○ 学校給食等での地元農産物の利用拡大 

○ 直売所ネットワークの構築の推進 

○ 地元産食材を利用して作られたメニューの PR 

○ 農作業体験等による食育活動の推進 

○ 市内生産物のトレーサビリティの導入推進 

○ 生活改善グループの活動への支援、農村生活マイスターなどのリーダーを育成するための取

り組みに対する支援 

○ 田んぼオーナーやりんごオーナー制度による交流の推進、体験交流を行う団体への支援 

○ 佐久市の農業・農村の良さの PR 

○ 家庩菜園講座などによる基礎的な栻培技術の講習と農のふれあい 

○ 都市部住民が農業体験を行う機会の創出 
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[農・商・工連携地産地消推進プラン] 

● 実践目標 

○ 高齢者、女性等が参加できる体制づくり 

○ 地場産品のブランド化 

○ 農林水産業者による地産地消の普及啓発 

○ 直売所の活動推進 

○ 地域のニーズにマッチした食料加工品等の開発 

○ 卸売市場や生産者組織を活用した地産地消の流通システム確立 

○ 地場産品の利活用促進と産業振興 

○ 伝統的な地域の食文化の掘り起こしと普及啓発 

○ 「食」と「農」に関する多様な体験への取組み 

○ 地産地消による健康長寿への取組みとの連携 

○ 地域の食材を生かした子育て世代向け食育との連携 
 

［世界最高健康都市構想実現プラン］ 

● 施策の主な取り組み 

○ 地元食材による新しい味や健康食の開発と普及に努めます 

○ 農産物直売所間のネットワークづくりなど、農産物直売所の活動を支援します 

○ 新商品開発や新事業展開への支援など、農商工の連携や 6次産業化により、地産地消を推進

します 

○ 佐久市の魅力や交流情報を集約し、内外に向け積極的に情報発信を行います 

○ 環境、健康を活用した体験型・着地型観光を推進します 

○ 世界でも類を見ない健康都市づくりの活動を生かした新商品やブランド等の開発を促進し、

販路確立に向けた積極的な PR等を支援します 
 

［佐久市交流人口創出基本計画］ 

● 具体的事業展開 

○ 地域交流型プログラムの実施 

○ 健康増進型プログラムの実施 

○ 定住・滞在促進形プログラムの実施 
 

［佐久市観光振興ビジョン］ 

● アクションプラン 

○ 果樹による広域観光の推進 

○ 地元食材を活用した観光の推進 

○ 物産の活用と PR 

 

(２) 地域特性 

ア 地勢 

佐久市は、長野県の東部、県下4つの平らの一つである佐久平の中央部に位置します。北に浅間

山、南に八ヶ岳連峰を望み、蓼科山、荒船山に囲まれ、千曲川が南北に貫流する、自然環境に恵ま

れた高原都市です。 

市の面積は423.99k㎡で、市域は東西32.1㎞、南北23.1㎞に及び、市役所位置の標高は692mです。 
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イ 気候 

気温の較差が大きく降水量が尐ないなど、典型的な内陸性気候を示す高燥冷涼地です。また、

年間を通して晴天率が高く、国内でも有数の日照時間が長い地域です。 

 

ウ 歴史 

数多くの遺跡が発掘され、古くから人々が暮らしていたことが立証されています。 

五街道の一つとして整備された中山道の各宿場町を中心に発展し、佐久甲州道と合わせて交

通の要衝の役割を果たすとともに、様々な文化が生まれ育ちました。 

近年は、北陸新幹線、上信越自動車道、中部横断自動車道などの高速交通網が整備され、大き

な変貌を見せています。 

 

エ 人口 

平成 22 年の人口は 100,552 人、世帯数は 37,032 世帯で、平成 17 年に比べて人口が 0.1％、世

帯数が 4.7％の増加となっています。老年人口は 25,985人で、高齢化率は 25.8％となっています。 

平成 22年の合計特殊出生率は 1.6となっており、全国平均、長野県平均を上回っているものの、

出生数自体は 862人と減尐傾向にあるなど、尐子高齢化が進行しています。 
 

 人口動態 

 H12 H17 H22 

人口（人） 100,016 100,462 100,552 

世帯数（世帯） 33,836 35,362 37,032 

（資料：国勢調査） 

 

オ 平均寿命 

平成 22 年の「市区町村別平均寿命」では、佐久市の甴性の平均寿命が 81.7 歳、女性が 88.0 歳

で、全国 1,898の市区町村の中で、甴性 15位、女性 19位となっています。 

都道府県別で全国第 1 位の長寿県である長野県の中でも、甴女とも全国上位 20 位以内に入っ

ている市町村は佐久市だけで、健康長寿都市として全国に名高い存在となっています。 
 

 平均寿命 

 佐久市 長野県 国 

H12 H17 H22 H12 H17 H22 H12 H17 H22 

甴性（歳） 79.8 79.9 81.7 78.9 79.8 80.9 77.7 78.8 79.6 

女性（歳） 85.3 86.1 88.0 85.2 86.5 87.2 84.6 85.8 86.3 

（資料：都道府県別生命表） 

 

カ 土地 

地目別面積でみると、市域面積の約 62％を山林が占め、約 17％が農地で、約 6％が宅地です。

農地の面積は減尐傾向に、宅地の面積は増加傾向にあります。 
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キ 産業構造・実態等 

産業別の就業人口は、第 1次産業が 9.5％、第 2次産業が 30.0％、第 3次産業が 57.2％と、製造

業、サービス業、卸・小売業等の比率が高くなっており、年々その傾向は強まっています。 

農業では、県内有数の良質米の産地であるほか、高原野菜や花き、果樹の生産も盛んに行われ

ていますが、年々生産額、農家数・農業就業人口は減尐しています。 

工業では、市内 12 か所の工業団地を核として、生産用機械、輸送用機械、食料品、電子部品、電

子機器などの業種を中心に操業されていますが、製造品出荷額は減尐傾向にあります。 

商業では、地域密着型の個性的な商店街を目指した取組みが進められる一方で、大型店舗立

地による商業集積が進み、周辺市町村からの消費者を集めていますが、近年、店舗数・売り場面

積は減尐しています。 
 

 産業別生産額の割合 

 H12 H17 H22 

第 1次産業 11.7 ％ 12.0 ％ 9.5 ％ 

第 2次産業 38.9 ％ 32.7 ％ 30.0 ％ 

第 3次産業 49.3 ％ 55.0 ％ 57.2 ％ 

（資料：国勢調査） 

 

(３) 農業動態 

佐久市の農業の基幹作物の一つである水稲は、恵まれた気

象条件と環境のもと、県下でも有数の穀倉地帯を形成しており、

生産される米は食味が良く、特 A 米として高い評価を受けてい

ます。 

また、冷涼な気候による病害虫の発生の尐なさを生かした低

農薬米や、フナの養殖が行われている水田で減農薬・無農薬

で生産される「フナ米」といった特別栻培米など、安全・安心な

米の生産が行われています。 

丘陵地帯では、リンゴ、モモ、プルーン等の果樹や、キク、カーネーション、トルコギキョウ等の花き類、

トマト、ズッキーニ等の野菜類が栻培され、さらに、標高 1,000m 前後の高原地帯では、夏期の冷涼な

気象条件を生かし、ハクサイ、レタス、キャベツ等を中心とした高原野菜の栻培が盛んです。 

昼夜の気温差が大きいことから、米は食味が良く、果実は糖度が高く、花きは発色が良く、野菜類は

甘さと柔らかさを備えるといった特長があり、また、標高差を利

用し、春作から夏秋作までの長期間に、多品目の出荷が可能と

いった特色があります。 

また、乳牛、肉用牛、養豚、養鶏も営まれており、農産物の総合

供給基地を形成しています。 

一方で、山間部を中心とした耕作放棄地の増加や、都市部を

中心とした開発ニーズの増加などにより、農地面積は減尐傾向

にあります。 
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農業生産額は、平成 12年に 1,261千万円であったものが、生産額の総額として集計が残る平成 18

年において 1,077千万円と、大きく減尐しています。その後の傾向としても、品目別のデータを見ると、

現在に至るまでさらに減尐傾向は強まっています。 

また、農業者数も減尐傾向にあり、平成 12年に 6,024人、平成 17年に 5,956人、平成 22年に 4,661

人と、ここ 10 年で約 4 分の 3 となりました。農家数も減尐傾向にあり、総世帯数に対して農家戸数の

占める割合である「農家率」は、県平均と比べると高いものの、5年間で2.6％減尐するなど、農業離れ

が進んでいます。 
 

 農業動態 

 H12 H17 H22 

農業生産額（千万円） 1,261 1,085 ※H18 1,077 

農業者数（人） 6,024 5,956 4,661 

農家率（％） 27.3 23.9 21.3 

（資料：農林業センサス、長野県農林業市町村別データ） 

 

(４) 観光動態 

佐久市の観光入込客数は、平成 9年の 182万人をピークに減

尐が続き、過去 5 年では、年間 160 万人前後で横ばいから減尐

傾向に推移しています。その内訳は、県内客・県外客がそれぞ

れ約 50％ずつとなっています。 

入込客数の多い主な観光地・施設は、「平尾山公園」、「佐久

平」がそれぞれ 40～50 万人前後で、それ以外の観光地等と大

きく差が出ています。 

イベント別の入込客数は、「佐久バルーンフェスティバル」が 30 万人前後と最も多く、「佐久鯉まつ

り」、「臼田小満祭」、「佐久高原コスモス祭り」がそれぞれ 10万人前後となっています。 

また、保健休養地として全国的に名高い隣接の軽井沢町へは、

年間 800 万人前後の観光客が訪れています。しかしながら、佐

久広域連合が実施した調査では、そのうちの約 90％が軽井沢

エリアへの単独訪問に終わっている（佐久地域へ回遊していな

い）という結果が出ています。一方で、同様に実施した「企画・

イベントへの興味度」の調査では、「果物狩り」、「農家レストラ

ン」、「農産物直売所」が、女性を中心に 70％もの興味度が示さ

れるなど、コンテンツによっては、観光客を惹きつけるだけの要

素を内包していると言えます。 
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 観光入込客数 

 H20 H21 H22 H23 H24 

県内（百人） 8,025 8,179 7,818 7,680 7,456 

県外（百人） 8,192 8,674 8,386 8,340 7,761 

計 16,217 16,853 16,204 16,020 15,217 

（資料：観光統計） 
 

 佐久広域エリアの企画・イベントに関する興味度（抜粋） 

 
果物狩り 

農家 

レストラン 

農産物 

直売所 

甴性 57.8 ％ 50.4 ％ 50.7 ％ 

 20代 62.8 ％ 45.7 ％ 45.7 ％ 

 30代 53.6 ％ 44.9 ％ 40.6 ％ 

 40代 54.4 ％ 45.6 ％ 44.6 ％ 

 50代以上 59.4 ％ 54.7 ％ 57.0 ％ 

女性 77.6 ％ 73.1 ％ 66.9 ％ 

 20代 82.0 ％ 72.7 ％ 61.2 ％ 

 30代 76.9 ％ 72.6 ％ 67.9 ％ 

 40代 74.9 ％ 74.3 ％ 65.9 ％ 

 50代以上 75.4 ％ 73.0 ％ 73.0 ％ 

（資料：佐久広域エリア観光意向調査） 

 

(５) 交通動態 

鉄道は、北陸幹線、JR 小海線が市内を通り、都心部や県都長野と結ばれています。北陸新幹線の

供用開始以降、佐久平駅の乗降車数は年々増加傾向にありましたが、平成 20年度をピークとして、そ

の後は概ね横ばい傾向で推移しています。 

道路は、上信越自動車道、中部横断自動車道のほか、国道 141号、国道 142号、国道 254号等によ

り骨栺が構成されています。交通量は、国道 141号線などの幹線道路で増加傾向にあります。 

佐久南インターチェンジは、中部横断自動車道と、国道 142 号の結節点に位置します。佐久南イン

ターチェンジは、市西部や南部の観光地や、蓼科・白樺湖等のリゾート地への玄関口に位置付けら

れ、また国道142号線は、市の主要な東西幹線として、都市間物流や地域住民の交通の動脈としての

機能を果たしています。 

佐久南インターチェンジ周辺における平成 24年の交通量は、中部横断自動車道で約 8,000台／日、

国道 142号線で約 13,000台／日となっています。 

 

(６) 周辺の類似施設の動向 

サービスエリア的機能（複合的な地域振興機能）を持つ施設として、佐久市周辺に設置される主な

施設としては、次の施設があげられます。 

これらの施設では、それぞれの特色を生かしながら、地域の振興に資する施設運営がなされてい

［比率の差］ 

全体 ＋10ポイント 

全体 ＋5ポイント 

全体 －5ポイント 

全体 －10ポイント 
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ます。 

 

 類似施設との距離 

施設名 一般道利用による距離 高速道利用による距離 

道の駅ほっとぱ～く・浅科 4km － 

ハイウェイオアシス・パラダ 12km 15km 

道の駅雷電くるみの里 23km 23km 

道の駅マルメロの駅ながと 23km － 

東部湯の丸サービスエリア － 26km 

道の駅みまき 25km 28km 

道の駅上田道と川の駅 38km 43km 

横川サービスエリア － 45km 

道の駅しもにた 43km 57km 

道の駅オアシスなんもく 46km 66km 

道の駅みょうぎ 48km 47km 

 

 類似施設との位置関係 
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３ 事業の基本的方向性 
 

拠点施設は、多くの人が利用することにより、その設置効果が増幅されます。 

利用の促進のためには、施設の設置意義や特長を明確に示すとともに、施設利用者の目的を整理す

ることによって、他の施設と差別化された、明確な目的に基づく佐久市らしい施設とする必要がありま

す。 

 

(１) 佐久市の強み・佐久らしさ 

施設の特長を明確化し、他との差別化を図ることは、より多くの人の利用の促進につながるととも

に、関連・類似施設との棲み分けが図られることによる共存共栄や、利用の相乗作用が期待できま

す。 

差別化を図るにあたっては、佐久市が持つ強み、魅力に着目する必要があります。特に、土地や地

域が先天的に持ち、または一定程度の年月をかけて培ってきたイメージは、その地域のブランドとし

て確立しているものであり、これを活用することによって、施設の位置付けが広く深く認知されるとと

もに、施設利用を促す強い動機付けとなります。 
 

佐久市は多くの魅力を有した都市ですが、特に全国的に 

有名で、様々なデータによってその事実が実証されている

魅力として、「健康長寿」があげられます。 

前述のとおり、厚生労働省発表による「市区町村別平均

寿命」では、甴性が 15 位、女性が 19 位となり、都道府県別

で全国第 1 位の長寿県である長野県の中でも、甴女とも全

国上位 20 位以内に入っている唯一の市町村となっていま

す。 

一人当たり医療費は、国、県の平均を大きく下回っており、特に一人当たりの老人医療費について

は、国平均の 88万円に対して佐久市は 70万円と、実に 20万円近い差が出ています。 

佐久市民に対して行った「市の取り組みへの満足度・重要度に関する市民アンケート調査」におい

ては、佐久市がどのようなまちになってほしいかとの質問に対し、「保健・医療・福祉が充実した健

康長寿のまち」と回答した方が 53.6％と、第 2位の回答率の 23.4％を大幅に引き離す結果となってお

り、市民の関心が非常に高い分野でもあります。 

また、健康長寿の象徴として建立された「ぴんころ地蔵」

が年間 10万人を超える観光客が訪れる人気スポットとなっ

ているなど、佐久市の健康長寿は、地域内外を問わず認知

された「ブランド」となっていると言えます。 
 

拠点施設の役割として、農業の振興を担っていくことが求

められますが、そもそも農業と健康長寿とは密接な関係に

あります。 

「医食同源」という言葉に代表されるように、病気を治療するのも日常の食事を取るのも、ともに生

命を養い健康を保つために欠くことができないものとされており、健全な土壌で生産した安心安全な
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農産物をバランスよく摂取することは、体の健康を増進することに通じています。同時に、運動学上の

観点から、健康を維持する上で適度に体を動かすことが大切となりますが、特に体を動かす機会が

減尐してくる高齢者にとって、農作業がそのきっかけとなることは見逃せないポイントです。 

さらには、農作業や農作物の実りがもたらす生きがい・やりがいや、自然の営みに調和して、ゆっ

たりとした時間の中で自分らしいリズムで暮らす生活様式などが心の健康に多大に寄不することは、

近年、実証に向けた研究が進められていますし、また経験的には世界中で認知されているところで

す。 

長野県や佐久市の農家形態の大きな特徴として、農家戸数が非常に多いということがあります。こ

れは、農業に携わる人口が多いことを意味します。また、高齢者就業率、女性就業率が全国トップクラ

スであることも、農業に携わる人口が多いことと大きく関係しています。その長野県や佐久市が全国

有数の長寿を誇っていることからも、健康長寿と農業が密接な関係にあることを実証しています。 

これらのことから、佐久市の大きな特徴であり、最大の強みとなるのは、ブランドとしての力を持つ

「健康長寿」と、その健康長寿を「側面から支えてきた農業」にあると言えます。 
 

昨今、生活習慣の変化に伴って露見してきた健康丌安や、偽装等による食品の安心・安全への丌

信感、「物質的な豊かさ」より「心の豊かさ」を求める国民意識の変化傾向などから、健康長寿や自然

と調和した生活様式に対して多くの関心が寄せられています。 

特に、長野県は、全国トップの健康長寿県として、日本全国から大きな注目を集めています。この時

流の中で、拠点施設において佐久市の健康長寿を強く打ち出すことで、そのブランドを確たるものと

し、長野県内でも圧倒的な優位性を確立することは、施設の利用促進の観点からも、市の施策推進

の観点からも、非常に有効であるといえます。 

 

(２) 主体ごとの施設利用目的の整理 

拠点施設が所期の目的を達成するためには、拠点施設を活用することが想定される、または活用

を促進する必要がある主体ごとに、その想定される利用の目的を整理する必要があります。 

各主体の主な利用目的を次のとおりまとめます。 
 

主体 主な利用目的 

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、旅の情報を手に入れる場 

市 ・農業振興により、地域経済の活性化を図る場 

・交流人口の創出を図る場 

・健康長寿の文化を発信し、高める場 
 

各主体は、それぞれ夢、希望、期待を持っています。拠点施設は、「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」となることが求められます。 
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(３) コンセプト 

拠点施設のコンセプトは、次のとおりとします。拠点施設で行うあらゆる事業は、常にこのコンセプ

トに沿って、統一性とメッセージ性のある展開を図ることとします。 
 

 

 

 

 
 

これは、拠点施設が、農業者、市民、観光客などの様々な主体が寄り集う場所となり、それぞれが

求めるものを提供する存在となり、また、それぞれが心も身体も健康になれる場所となることを目指

すもので、健康長寿にちなんだ元気と、サービスエリアにちなんだ便利さと、農産物にちなんだ美味

しさと、様々な体験にちなんだ楽しさといった、4つの機能を提供していこうとするものです。 

 

(４) 基本方針 

これまでに整理した諸条件を踏まえ、拠点施設において実施していく事業の基本方針を次のように

定めます。 
 

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 

・市民や来訪者の集う場所となり、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不します 

・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 

拠点施設は、広範な年齢層・居住層の利用を想定していますが、より効果的に事業運営を図って

いくには、客観的要素から分析した対象層を主たる顧客に据えていくことが有効です。 

拠点施設の利用を促していくターゲットとして次の各層を中心に据え、これらに訴求する事業展開

を図ることが有効です。 

佐久の寄んどころ ～ 元気処、便利処、美味し処、楽し処 ～ 

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 
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ア 来訪者 

（ア） 周辺観光拠点へ訪れる観光客 

佐久市は、自然、歴史、文化等にちなんだ様々な観光資源を有していますが、それ単独で全国か

ら観光客を呼び寄せることができるほどの知名度を有していないのが実情であり、佐久市への観

光客数は、年間 150万～160万人ほどと横ばいまたは微減傾向で推移しています。 

一方で、佐久市の周辺は古くからの保養リゾート地として全国的に名を馳せています。例えば隣

接する軽井沢町へは、佐久市の約 5倍にあたる年間 800万人もの観光客が来訪しています。しかし

ながら、既述のとおり、佐久広域連合が軽井沢町への観光客を対象に行った調査では、そのうちの

約 90％が軽井沢エリアへの単独訪問に終わっているという実態が報告されており、このような観

光客を佐久地域へ回遊してもらうための手立てを講じることが喫緊の誯題となっています。 

もとより軽井沢は、西洋文化が色濃く残る風土やショッピングセンター等の異国的・近代的なサ

ービスは充実しているものの、長野県らしい土着的なサービスは丌足傾向にあるといわれていま

す。一方で、前述の調査における企画・イベントへの興味度では、「果物狩り」、「農家レストラン」、

「農産物直売所」といった拠点施設に関連深いコンテンツに対し、女性を中心に 70％もの興味度が

示されたという結果も出ています。 

拠点施設においては、このように佐久市周辺に訪れる観光客のうち、特にファミリー層、シニア層

の女性をターゲットとして興味度の高い事業を展開し、的確かつ効果的な手法によって周知してい

くことによって誘客に結びつけていくことが最適な手段と考えられます。 

 

（イ） 健康長寿に興味を持つ人々 

拠点施設では、佐久市の強みである健康長寿を強調した事業展開を図ることとしています。 

全国的に長野県の健康長寿に大きな注目が集まる中、観光客がその文化や風土に直接触れる

ことのできる目的地がないのが実情です。県内に先んじて佐久市において健康長寿ブランドを確

立することにより、健康長寿に興味を持つ人々に対し、この施設を目的とした来訪を促すことも必

要です。 

 

上記に掲げる来訪者は、経済的・時間的に余裕があり、物質的な豊かさより精神的な豊かさを

求める傾向にある方が多いと考えられます。これらの階層は、自らが良いと感じたものについて、積

極的に情報発信・交換を行う行動が見込まれることから、情報発信源としての役割にも期待がか

かります。 

また、これらのターゲット層は、これまで佐久市を来訪する機会がなかった方々が中心であるだ

けに、既存の各施設等との間でパイを取り合うものではなく、新たな顧客層の開拓が図られること

となります。 

 

イ 地域住民 

一方で、一週間を通じて、一年間を通じて賑わいのある施設としていくことが理想ですが、その

ためには、曜日や時季を問わず、恒常的に施設を利用することが可能な地域住民の取込みが重要

となります。 

中部横断自動車道の将来交通量予測では、佐久南インターチェンジと佐久中佐都インターチェ
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ンジ間の交通量が他の区間に比して多く見込まれており、地域住民による一般道的な利用の多さ

も推測されることから、いかにして地域住民を拠点施設に導くかが重要となります。 

拠点施設へ行けば望むものが手に入る、誮かと交流することができるといった、市民が求めるニ

ーズに応じた施策展開により、誘客を図ることが重要です。 

特に農業者は、農産物の出荷等で確実かつ定期的に拠点施設を訪れることとなります。農業者

が求める商品が流通する場所となることは、拠点施設の活性化につながると考えられます。 
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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・設備や機能を導入することとし、その

整備方針を定めます。 

なお、施設・設備や機能は、佐久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事業内容を決定していくこととします。 

 

ア 総体的事項 

［整備方針］ 

それぞれの機能を可能な限り 1つの棟の中に配置し、広場や緑地などの外構的部分を含め、

相互間のつながり、連動性に十分に配慮するとともに、賑わい感を施設利用者や道路通行者が

視認できる構造とします。 

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や、自然に優しいイ

メージとなるよう、地元木材を多用し、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

を計画します。 

 

イ 収益事業部門 

（ア） 販売施設 

市内の農家や事業者から出荷された農産物やその加工品、市内や

交流都市等の物産品の展示販売を行います。 

［施設・設備］ 

○ 農産物販売施設 

○ 物産品販売施設 

［機能］ 

 

【健康長寿ブランドの確立・発信】 

○「健康長寿を側面から支える農産物」という位置付けによる販売 

・地域の健康長寿にちなんだネーミングによる野菜等の販売 

・野菜の機能性（抗酸化力、免疫力等）の表示 

・ブランド普及のための専門広報担当の設置 

○本質的な安全安心への取組みなどによる価値の付加 

・無農薬、低農薬栻培、有機栻培等の農作物の取扱い 

・農産物地域認証制度の実施 

・流通履歴や生産者の情報発信によるトレーサビリティの確立 
 

【取扱品目のこだわり】 

○特産品や新名産品の取扱い 

・佐久市の特産である佐久鯉、フナ、信州サーモン、シナノユキマス等の水産品
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やコメ、新名産品と期待される佐久古太きゅうり、生プルーン、イタリア野菜等の

取扱い 

○健康増進や地域性を絡めた新たな特産野菜の栻培奨励 

・食用ほおずき、ゴマ、にんにく、エゴマ等の栻培促進 

○コンセプトが丌明確な商品が多数混在して陳列されることなく、こ

こにしかないという商品やサービス開発に注力 

【販売・サービス対象の明確化】 

○地域外からの来訪者と地域住民の双方に対する、それぞれのニーズに応じた異なった販売

戦略の展開 

【地域住民の利便性向上】 

○今後の高齢化社会を見据えた事業展開 

・地域への農作物の出張集荷 

・拠点施設販売品の宅配サービス 

【地域外への積極的な販売展開】 

○「産業としての農業」を行う農家の多量な農産物の販売ルートを確保するための、施設での

販売にとどまらない積極的な地域外への販売展開 

・インタ―ネットを活用した個別販売 

・大手インターネット販売業者との提携 

・学校、病院、介護施設等の給食用の納入 

【地元雇用の拡大】 

○地域活性化のための新たな雇用の創出 

【冬期の品薄期の対応】 

○地域外産地との連携の強化 

・友好・交流都市の農産物、物産品の取扱い 

【市内の関連施設等との連動】 

○市内の農産物販売施設、観光施設等との連動による相乗効果の発揮 

・各直売所や「道の駅ほっとぱ～く・浅科」との共同イベント、共同サービス等の

実施 

【コンビニエンスストア誘致の検討】 

○通年サービス、地域の利便性の向上、若年層の立寄り機会の創出等を目的としたコンビニ

エンスストア誘致の検討 

［整備方針］ 

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

慮します。 

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

ティを確立します。 
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（イ） 加工施設 

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います。 

［施設・設備］ 

○ 製造加工販売施設 

○ 加工体験施設 

○ 6次産業化チャレンジショップコーナー 

［機能］ 

 

【地域文化に着目した事業展開】 

○地域住民にとって当たり前でも、現代社会において価値を消失している地域文化や、新たに

価値を創出し始めている文化に着目した加工事業の展開 

・製造加工販売施設の事業例 

：佐久市の健康長寿や食文化の一役を担っている伝統的発酵食品（漬物、味

噌、甘酒等） 

：全国三大ケーキのまちの一つとして振興しているスイーツ類（健康長寿を側

面から支えてきた野菜を活用したベジスイーツ等） 

：ヨーグルト、ソフトクリーム等の畜産物加工品 

：地域の年配者になじみ深く、アレルギー性の低いヤギ乳の加工品 

：来訪者、地域住民ともにニーズが高い地場産品を活用した惣菜類 

・加工体験施設の事業例 

：漬物づくり（漬物樻のキープ制度によるリピーターづくりの仕掛け） 

：味噌づくり（味噌樻のキープ制度によるリピータ

ーづくりの仕掛け） 

：地場産のそば粉を使用したそば打ち 

：スイーツ類 

【「無添加」のへこだわり】 

○地域住民の日常的な調理加工である、健康長寿につながる安

全安心な「無添加」にこだわった製造加工やその情報の発信 
 

【6次産業化事業への支援】 

○6次産業化に取り組む事業者を支援するための特設コーナーの設置 

・6次産業化チャレンジショップコーナーの事業例 

：やる気とアイデアのある事業者による加工商品等の対面販売 

：無添加加工品等、地域らしい特徴のある加工品の奨励 

：住民からのアイデア公募等による加工品コンテストの開催 

【「見せる農業」への取組み】 

○加工工程の可視化等、農業を見せることによる商品購買、来訪意欲の醸成 
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［整備方針］ 

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します。 

また、加工作業を可視化すること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します。 

 

（ウ） 飲食施設 

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

ーナーを設置します。 

［施設・設備］ 

○ 地産地消レストラン 

○ 軽食コーナー 

［機能］ 

 

【健康長寿を前面に出した事業展開】 

○飲食物へのカロリー量や塩分量等の健康関連指標の表示 

○食を通じ、佐久市民の健康長寿文化を理解してもらえる仕掛け

づくり 

・地産地消レストランの事業例 

：健康長寿を培ってきた地域の伝統的料理や食文

化の提供（尐量多品目を味わうニーズに応えるため、バイキング方式が有

効） 

：地域の医療機関等と連携した健康メニューの取扱い 

：地元の元気なお母さんによるおもてなし 

：徹底的な地域食材の使用（ありきたりのレトルト食品や添加物は丌要） 

・軽食コーナーの事業例 

：お煮かけうどん、おやき、昆虫食等、佐久市の手軽な伝統食、健康食の提供 

：「佐久らしさ」を生かした新たな名物や B級グルメの開発、販売 

：コイ焼き（タイ焼きの佐久鯉版） 

：スイーツ類（全国三大ケーキのまちの一つとして、地場原料を中心に無添加

で製造） 
 

【イベント的な仕掛け】 

○賑わい感を創出し、リピーターを呼び込む定期的、時期的なイ

ベントの開催 

・ケータリングカー、屋台村 

・ビアガーデン、地酒ガーデン 

・地鶏の炭火丸焼き、焼立ておやき等、香りや熱を使

ったライブ感、しずる感のある商品提供 
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［整備方針］ 

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

らぐ間取りとします。 

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します。 

 

ウ 公共的部門 

（ア） 休憩施設 

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します。 

［施設・設備］ 

○ テーブル・椅子等を設置した休憩スペース 

○ 地域住民間や来訪者との交流スペース 

○ 自動販売機 

［機能］ 

【交流事業の展開】 

○地域住民同士や、来訪者と地域住民間の交流や、佐久市の文化と触れ合うきっかけとして

機能発揮 

・みんなが集まってお茶を飲み、おしゃべりを楽しむ長野県の文化を、英国のア

フタヌーンティー文化になぞらえ、「長野版アフタヌーンティー」として発信 

［整備方針］ 

浅間山や周辺の農村風景への眺望等を生かし、安らぎを不える空間を計画します。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します。 

 

（イ） 情報提供施設 

交通情報はもとより、施設を玄関口として来訪者を市内の各所に回遊させるよう、積極的な情報

発信を行います。 

［施設・設備］ 

○ 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 

○ 外国語対応の案内サイン 

［機能］ 

 

【心に残る観光案内の実施】 

○拠点施設利用や市内観光のリピーターの創出のため、心に残る、心のこもった案内の実施 
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・健康長寿のシンボル的存在となる「田舎のお母さん」によるおもてなしコンシェ

ルジェサービス 

・地域住民しか知らない情報や、手作りパンフレットなど、地元ならではの案内の

実施 

【「佐久らしさ」の伝達】 

○施設コンセプトの具現化を意識した、佐久らしい特長的な楽しみ方の提案 

・市内の観光農園等で行われる農業体験の紹介 

・森林セラピー基地や温泉施設等の健康保養施設の紹介 

・地域の特産物を活用した地域グルメの紹介等の展開 
 

【利用者のニーズに合った情報提供】 

○パンフレット、インターネット等、情報を求めるターゲット層や世代ごとのニーズを考慮した多

用な情報取得媒体による情報提供 

［整備方針］ 

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します。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します。 

 

（ウ） 駐車場 

［施設・設備］ 

○ 駐車スペース（一般車、大型車、身体障害者用車両、二輪車等） 

○ EV（電気自動車）充電器 

○ チェーンベース 

○ 市内循環バス、高速バスの停留所 

［整備方針］ 

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します。 

 

（エ） トイレ 

［施設・設備］ 

○ 甴子トイレ 

○ 女子トイレ 

○ 障がい者用トイレ 

○ 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） 

［整備方針］ 

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します。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

配慮します。 
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（オ） その他（緑地・広場等） 

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、広場等を設置します。 

［施設・設備］ 

○ 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 

○ ペットのつなぎ場所や遊び場 

○ 施設周囲の丘陵地や遊歩道と連動した憩い空間 

○ 新エネルギー設備（太陽光発電、小水力発電） 

［機能］ 

 

【健康長寿にちなんだイベントの開催】 

・イベントの事業例 

：周囲の散策ルートや森林道のヒーリング効果等を活用したウォーキング、ノ

ルディックウォーキング等 

：市民マラソン等の運動イベントの拠点 
 

【定期的なイベントの開催】 

・集客やリピーターの創出につながるイベントの定期的開催 

・イベントの事業例 

：夏場のビアガーデンなどの夜間イベント 

：婚活イベント（農家の嫁丌足解消は担い手確保に丌可欠） 

：音楽イベント 

：地元農家参加型の大収穫祭 

：施設周辺の桜などを利用したお花見イベント 

【農業体験サンプルほ場の運営】 

○簡単な農業体験や、市内にある様々な農業体験事業への誘導のためのサンプルとして農

産物等を展示 

・農業体験、農業体験サンプルほ場の事業例 

：大豆を生産、収穫し、味噌づくり 

：佐久古太きゅうりを生産、収穫し、漬物づくり 

：プルーンを生産、収穫し、スイーツづくり 

：体験ほ場と体験加工場との連動 

：トウモロコシもぎ取り農場及びその場でのバーベキューコーナー 

：テント設置のできる簡易宿泊スペース 

【将来的な事業展開】 

○利用者のニーズを見極めながら、将来的に様々な体験事業を実施 
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・来訪者向けの農園オーナー制度等による滞在時間の延長や来訪回数の増加 

・市民向け家庩菜園教室の開催等による農業に親しむ機会やきっかけの創出 

○地域住民や農家の自発的な農業体験事業展開の促進 

［整備方針］ 

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します。 

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します。 

 

(２) 施設規模の想定 

拠点施設が中部横断自動車道のサービスエリア的機能を有するという位置付けがあること、導入

する施設の構成が高速道路の休憩施設と類似することなどから、建設省中部地方建設局の「平成 12

年度一般道路の休憩施設計画の手引き（案）」及び東日本高速道路株式会社の「設計要領休憩用建

築施設（以下「設計要領」）」を参考とすることとし、また、県内外の先行事例等も踏まえながら、拠点

施設の規模を算定することとします。 

 

ア 現在交通量および将来交通量 

中部横断自動車道および国道 142号線の現在の交通量は、次のとおりです。 

沿線道路 交通量 

中部横断自動車道（佐久南 IC～佐久中佐都 IC） 8,317台／日 

国道 142号線 13,089台／日 

（資料： 長野国道事務所調査（H24）） 
 

また、平成 42年時点の将来交通量は、次のとおり推測されています。 

沿線道路 交通量 

中部横断自動車道の通過交通量 11,000台／日 

中部横断自動車道（佐久中佐都 IC～佐久南 IC） （22,400台／日） 

中部横断自動車道（佐久南 IC～（仮称）臼田 IC） （13,200台／日） 

国道 142号線 25,900台／日 

（資料： 長野県資料） 

  将来交通量推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

至：望月 

至：野沢 

至：佐久中佐都 IC 至：（仮）臼田 IC 

13,600 

（3,400） 

,400） 

（1,100） （5,700） 

（5,700） 
（1,100） 

（3,400） 

（3,400） 

（3,400） 

25,900 

13,200 22,400 

（6,800） （6,800） 

（5,500） 

（5,500） 

通過交通 

（6,600） 

（6,600） 

（11,200） 

（11,200） 

中部横断自動車道 

国道 142号 
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イ 駐車マス数の算定 

将来交通量を基にして、設計要領における立寄率（小型車 0.7、大型車 0.8）、ラッシュ率（小型車、

大型車とも 10％）、駐車場占有率（小型車 0.25 分／60 分、大型車 0.3 分／60 分）の値を用いて必

要駐車マス数を算定します。中部横断自動車道分、国道 142 号線分のそれぞれで以下のとおりと

なります。 
 

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 

導入施設の規模は、それぞれ次のとおり算出します。 
 

施設種別 面積 算出の考え方 

駐車場 7,500㎡ 駐車マス数を基に、設計要領の 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 

（甴性 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、設計要領の休憩スペース所要面積を参考に算

出 

販売施設 400㎡ 設計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 14,805㎡  

 

(３) 施設配置 

拠点施設の設置区域や区域内の建物配置等について、諸要件を勘案して検討した結果、次のとお

りとします。 
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ア 位置選定の要件 

市の土地利用について定める「国土利用計画佐久市計画」において、佐久南インターチェンジ周

辺が位置する「佐久市西部地域」について、基本的な考え方として、「農業地帯であり、優良農用地

の保全を基本とした土地利用を図る区域」としています。 

拠点施設の整備は、佐久南インターチェンジ周辺の土地利用状況から、一定のまとまった区域を

確保できる農地での事業実施が基本となりますが、施設を設置する区域の検討にあたっては、農

用地への影響を極力軽微に抑え、無秩序な開発を避けるよう配慮する必要があることから、農地

法に定める第 3種農地（インターチェンジ出口から 300m以内の農業生産への影響が尐ない農地）

内において行うことを前提とします。 

 

  比較検討を行った事業候補地 

 

 

第 3種農地区域線 

R=300m 
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第 3 種農地に該当する範囲の中で、一定のまとまった区域を確保できる上図の①から⑤までの区

域について、それぞれ次の条件で比較検討し、適地の選定を行いました。 

 

 区域① 区域② 区域③ 区域④ 区域⑤ 

中部横断自動車道

および国道 142号

線からのアクセス

が容易であること 

中央分離帯で仕

切られ、IC出口

方面からのアク

セスが困難 

中央分離帯で仕

切られ、IC出口

方面からのアク

セスが困難 

中央分離帯で仕

切られ、IC出口

と逆方面からの

アクセスが困難 

交差点にレーン

が整備され、い

ずれの道からも

アクセスが容易 

交差点から進入

可能だが、敷地

の間口が狭く出

入りに難がある 

△ △ △ ◎ ○ 

想定規模の面積・

形状が確保でき、

必要な場合に将来

の規模拡張が可能

であること 

将来の拡張は可

能だが、3種農地

内のみでは想定

する面積が確保

できない 

想定する面積が

確保できず、将

来の拡張も行え

ない 

想定する面積は

概ね確保できる

ものの、将来の

拡張が行えない 

面積の確保、将

来の規模拡張と

もに可能 

想定する面積が

確保できず、将

来の拡張も行え

ない 

△ × △ ◎ × 

敷地予定地内に支

障物件がないこと 

支障物件はない 支障物件はない 一部に民家等が

存在する 

一部に倉庨等が

存在するが、大

きな支障はない 

中部横断道の本

線が敷地上を横

断する 

◎ ◎ × ○ × 

法令手続きが容易

であること 

第 1種農地を多

く含み、全域が

埋蔵文化財分布

地となるなど、手

続きにやや難が

ある 

全域が埋蔵文化

財分布地となる

が、それ以外の

手続きは比較的

容易 

一部が埋蔵文化

財分布地となる

が、それ以外の

手続きは比較的

容易 

一部が埋蔵文化

財分布地となる

が、それ以外の

手続きは比較的

容易 

全域が埋蔵文化

財分布地となる

が、それ以外の

手続きは比較的

容易 

△ ○ ◎ ◎ ○ 

 農地関連法 △ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 都市計画関連法 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 建築関連法 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 文化財関連法 △ △ ○ ○ △ 

造成に過大な費用

がかからないこと 

一帯が平坦な農

地で、造成は比

較的容易 

一帯が平坦な農

地で、造成は比

較的容易 

民家が存在し、

造成にやや支障

がある 

河川や用水路へ

の対策が必要

で、造成にやや

支障がある 

一帯が平坦な農

地で、造成は比

較的容易 

◎ ◎ △ ○ ◎ 

生活基盤施設の有

無 

（埋設管がない場

合、下水道は合併

浄化槽、ガスは LP

ガスを使用可能） 

近隣に全管がな

く、引込に多大な

費用が発生する 

近隣に全管がな

く、引込に多大な

費用が発生する 

敷地内に上水道

管があり、引込

は容易で、近隣

にガス管があり、

引込は可能 

敷地内に上水道

管があり、引込

は容易 

敷地内に上水道

管があり、引込

は容易 

× × ○ △ △ 

 上水道 △ △ ◎ ◎ ◎ 

 下水道 △ △ △ △ △ 

 ガス △ △ ○ △ △ 



28 

 区域① 区域② 区域③ 区域④ 区域⑤ 

総合評価 × × × ◎ × 
 

上記の表のとおり、比較上最も評価が高く、すべての項目において×印がない「区域④」が事業用

地として最も適していると判断し、選定しました。 

 

イ ゾーニング 

位置選定された区域内において、導入施設の想定規模の範囲で、道路からのアクセスに優れた

位置を事業候補用地として選定しました（下記ゾーニング図の赤線枠内）。 

当該用地内の各施設のゾーニングについて、次の 3案の検討を行いました。 
 

（ア） A案 

ゾーニング図 

 

建物位置 敷地の中央・南側 

道路からの視認性 

（特に建物） 

［高速道路］ ランプ道の正面に位置し、視認性は高い。 

［国道東側］ 視界を遮るものはなく、視認性は高い。 

［国道西側］ 山陰に入り、視認性はやや低い。 

○ 

建物からの景観 浅間山に対して視界が開け、景観は良い。 

南側に広がる田園風景への景観は良い。 

◎ 

駐車場へのアクセス・

交通渋滞への配慮 

アクセス道周辺に駐車場が広がり、間口が大きいため、交

通渋滞が起きにくいが、一極集中してしまう懸念もある。 

○ 

緑地・広場等の活用性 緑地環境への視認性が高い利点もあるが、道路と近く、や

や落ち着きに欠ける。 

○ 

賑わい感 建物と緑地・広場等が面的に接し、賑わい空間が集中的

に作られ、また賑わいが道路通行者に伝わりやすい。 

◎ 

夜間の状況 駐車場が住宅地に近く、また道路から奥まった位置にある

ため、夜間の駐車場等利用時の騒音等に懸念がある。 

△ 

イベント時の認知度 道路から賑わいの中心や広場の視認性が高いため、認知

度は高い。 

◎ 

総合評価 ◎×3、 ○×3、 △×1 ◎ 
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（イ） B案 

ゾーニング図 

 

建物位置 敷地の西寄り・南側 

道路からの視認性 

（特に建物） 

［高速道路］ ランプ道の正面に位置し、視認性は高い。 

［国道東側］ 視界を遮るものはなく、視認性は高い。 

［国道西側］ ほぼ山陰に入り、視認性は低い。 

△ 

建物からの景観 浅間山に対して視界が開け、景観は良い。 

南側に広がる田園風景への景観は良い。 

◎ 

駐車場へのアクセス・

交通渋滞への配慮 

駐車場へのアクセスが多尐狭いものの、一定程度の間口

は見込めるため、交通渋滞への懸念は薄い。 

○ 

緑地・広場等の活用性 周辺の山並みに接し、自然な憩いの場ができる。 ◎ 

賑わい感 建物と緑地・広場等がやや分離し、賑わいが分散される

懸念がある。 

○ 

夜間の状況 駐車場が国道に面し、住宅地とも離れているため、夜間の

駐車場等利用が周囲へ不える影響は尐ない。 

◎ 

イベント時の認知度 賑わいの中心や広場がやや奥まった場所にあるため、賑わ

いへの認知度はやや低い。 

○ 

総合評価 ◎×3、 ○×3、 △×1 ◎ 
 

（ウ） C案 

ゾーニング図 

 

建物位置 敷地の東寄り・北側 

道路からの視認性 

（特に建物） 

［高速道路］ ランプ道の正面に位置し、視認性は高い。 

［国道東側］ 視界を遮るものはなく、視認性は高い。 

◎ 
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［国道西側］ 山が邪魔することなく、視認性は高い。 

建物からの景観 浅間山への景観は良い。 

南側に広がる田園風景への景観は良い。 

◎ 

駐車場へのアクセス・

交通渋滞への配慮 

アクセス道周辺に駐車場が広がり、間口が大きいため、交

通渋滞が起きにくいが、一極集中してしまう懸念もある。 

○ 

緑地・広場等の活用性 南側の田園に接し、開放的な憩いの場ができる。 ◎ 

賑わい感 建物と緑地・広場等が面的に接し、賑わい空間が集中的

に作られるが、道路通行者には建物の陰になり伝わりづら

い。 

△ 

夜間の状況 駐車場が住宅地に近く、また道路から奥まった位置にある

ため、夜間の駐車場等利用時の騒音等に懸念がある。 

△ 

イベント時の認知度 賑わいの中心や広場が建物に隠れるため、道路からの賑

わいの認知度が低い。 

△ 

総合評価 ◎×3、 ○×1、 △×3 ○ 
 

上記の表のとおり総合評価の高かった「A 案」と「B 案」について比較検討し、特に賑わい感やイベ

ント時の認知度など、集客性の観点からより優れた評価となった「A 案」をゾーニングとして最も適し

ていると判断し、選定しました。 

 

(４) 施設意匠 

施設の意匠については、拠点施設のコンセプト、周辺の自然環境などの地理的特性を考慮し、次

のとおり計画します。 

 

ア 周囲の農村景観と調和するデザイン 

・ 周辺の開放的な田園風景を生かし、周

辺の景観・眺望と調和した、趣のある農

村景観を引き立たせるデザインとしま

す。 

・ 建物の高さのコントロール、水平ライン

の強調などにより、圧迫感、ボリューム感

を低減し、周囲の景観・眺望を阻害しな

いデザインとします。 

 

イ 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 

・ 健康長寿、農業といった施設コンセプトを連想させる、地元産の天然素材や自然素材を有効活

用した、柔らかで優しいイメージのデザインとします。 

・ 周辺の自然との一体感を図り、リラックス感、開放感を不える空間計画とします。 

・ 敷地全体が大きなシンボル的な役割を果たすことで、中部横断自動車道や国道からの視認性

 

イメージ図 
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の向上が図られるデザインとします。 

ウ 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 

・ 建物をシンプルな形状のものとして、建設コストを抑えることができるデザインとします。 

・ 耐候性、加工性、強度、質感、コスト等の面で優れたメンテナンスフリー材料を使用することによ

り、ランニングコストの低減を図ることができるデザインとします。 

 

(５) 施設整備の手法等 

ア 施設整備の方式 

拠点施設の整備の方式について、公設、DBO 方式、PFI 方式の 3 つの手法について比較検討し

た結果、次のとおりとします。 
 

方式 公設 DBO方式 PFI方式 

概要 施設の整備から管理運営等に至るまでの主体者は次のとおり 

 資金調達 公共 公共 民間 

 施設整備 公共 民間 民間 

 維持管理 公共／民間 民間 民間 

 運営 公共／民間 民間 民間 

 施設所有 公共 公共 公共／民間 

契約期間 単年度 維持管理・運営について複

数年度（10～30年） 

複数年度（10～30年） 

契約方式 個別発注 一拢発注（3契約） 一拢契約（1契約） 

維持管理・ 

運営方法 

直営または指定管理者 指定管理者 指定管理者 

主なメリット ・公共に主導権がある 

・公共に経験が蓄積され、

一連の手続きが合理化さ

れている 

・低金利での資金調達が可

能 

・計画から整備完了までの

所要期間が短い 

・民間ノウハウの発揮の余

地が大きい 

・公共に経験は乏しいが、基

本的には公設に準じた行

政手続 

・民間ノウハウの活用により

コスト削減に可能性 

・リスクを公共と民間が応

分負担 

・維持管理主体の意見を一

定程度反映可能 

・民間ノウハウの発揮の余

地が大きい 

・PFI 法による法的根拠が

ある 

・財政支出の平準化が可能 

・民間ノウハウの活用により

コスト削減に可能性 

・リスクを公共と民間が応

分負担 

・維持管理主体の意見を強

く反映可能 

主なデメリット ・民間ノウハウの発揮の余

地が比較的小さい 

・初期投資に比較的多額の

一般財源が必要 

・財政負担の平準化が困難 

・リスクの多くを公共が負担 

・業務ごとに分離発注 

・公共の主導権がやや限定

される 

・初期投資に比較的多額の

一般財源が必要 

・契約手続等にノウハウが

必要 

・債務負担、議会の議決が

必要となり、スケジュール

に一定の期間が必要 

・公共の主導権が限定的 

・金利が高い 

・入札、契約に要するコスト

が増加 

・債務負担、議会の議決が

必要となり、スケジュール

に一定の期間が必要 
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上記の手法それぞれに一長一短がある中でいずれかを選択をするにあたり、拠点施設の整備

において特に重点を置くべき視点を次のように整理します。 
 

（ア） 施設整備までがより短期間で対応可能であること 

・TPP問題その他地域農業が直面する現在および近未来の誯題に速やかに対応すること 

・施設コンセプトに掲げる「健康長寿」が各方面で注目を集め、特に健康長寿が全国に名高い長

野県内の各地域で様々な活動が展開されつつある中、可能な限り早期に徹底した情報発信

を行う体制を整えることで優位性を確保すること 
 

（イ） 市の施策の方向性を的確に反映させやすいこと 

・施設において、行政の持つ公共的な使命を確実かつ効果的に実施できること 
 

（ウ） より有利な財源の選択が可能であること 

・行政が整備主体となることで、交付金、起債等の財源の選択肢が増加することで、トータルコ

ストがより低廉となること 
 

公設、民設それぞれのメリット・デメリットを上記の視点に重点を置いて精査した結果、拠点施

設の整備方式は、「公設」を選択することとします。 

なお、公設のデメリットとしてあげられる民間ノウハウの発揮余地の尐なさといった誯題に対して

は、施設整備の計画策定や基本設計など、事業を進める上でポイントとなるタイミングをとらえ、民

間の意見や提案を聴く機会を設けることで対応していくこととします。 

 

イ 財源 

拠点施設の整備に活用する財源は、施設の種別、目的等から、次が考えられます。 
 

（ア） 社会資本整備総合交付金 

○道路事業 … 地方公共団体が行う道路の新設、改築、修繕または維持に関する事業 

○都市再生整備計画事業 … 市町村が作成した都市再生整備計画に基づく都市再生法第

46条第 2項第 2号および第 3号の事業等 

・交付率 … 40％ 
 

（イ） 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

○地域間交流拠点の整備 … 農林漁業の体験のための施設その他地域間交流の拠点とな

る施設の整備に関する事業 

・交付率 … 50％ 
 

（ウ） 地域活性化事業債 

○地域資源活用事業 … 地域経済において生み出される安全で豊富な食料等の地域資源、

伝統的地場産業等を活用し、自立した力強い地域経済を創り上げるための基盤整備事業 

・起債充当率 … 90％ 

・交付税算入率 … 30％ 

・交付税措置率 … 27％ 
 

この中から、交付の条件が有利で、事業の性栺に最も合致し、交付申請その他のスケジュール
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が開業予定年度に向けて対応可能であるなどの条件を比較検討し、主に収益事業部門について

は「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」を、公共的部門については「社会資本整備総合交付

金」を活用することが最も適当であると判断し、財源と見込んで施設整備費を算定することとしま

した。 
 

また、これらの交付金等額を差し引いた市費負担分に対して適用することができる起債として、

次が考えられます。 
 

（エ） 公共事業等債 

・起債充当率 … 90％（本来分 50％・財対分 40％） 

・交付税算入率 … 50％（財対分に対し） 

・交付税措置率 … 20％ 
 

（オ） 一般補助施設整備等事業債 

・起債充当率 … 75％ 

・交付税措置 … なし 

 

(６) 事業規模 

拠点施設の整備に係る事業の規模は、次のとおりです。 
 

ア 整備総面積   約 1.8ha 
 

イ 事業費 

区分 概算金額（千円） 備考 

用地取得・整備費 293,701  

調査・設計費 83,902  

造成・外構整備費 261,465  

建築費 531,585  

合計 1,170,653  
 

ウ 資金調達 

区分 概算金額（千円） 備考 

国 交付金 479,475 社会資本整備総合交付金 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

市 負担額 691,178 一般補助施設整備等債、公共事業等債を充当 

合計 1,170,653  
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５ 管理運営計画 

(１) 管理運営の方式 

拠点施設の管理運営の方式について、市が自ら管理運営を行う公営と、民間事業者に管理運営を

委ねる民営を比較検討した結果、次のとおりとします。 
 

種別 公営 民営（指定管理者制度） 

メリット ・公共目的が直接反映できる。 

・一定の質のサービスが期待で

き、公平性、継続性が担保され

る。 

・行政施策との連携が図りやす

い。 

・民間ノウハウを生かして、効果的、効率

的な施設運営が期待される。 

・指定管理期間を定め、PDCA サイクル

を明確にすることで、サービス改善が図

られる。 

デメリット ・収益施設の運営ノウハウが尐

ない。 

・予算執行の面で、柔軟な対応が

で きない場合がある。 

・短期間で指定管理者が交代した場合、

ノウハウの蓄積を妨げるおそれがある。 

・施設の運営経費が十分に確保されてい

ない場合、利用者に対するサービス低

下や地域の雇用に影響を不えることも

懸念される。 
 

上記の手法それぞれに一長一短がある中で、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を期待し、また、佐久市行政改革大綱に謳う「民間で実施したほうが効果的

かつ効率的な事業については、積極的に民間活力を活用する」という方針に沿うよう、民営（指定管

理者制度を活用）を選択します。 

 

(２) 管理運営の仕組み 

指定管理者制度を適用する中で、管理運営の仕組みについては次の手法が考えられます。 
 

手法 事業スキーム 

指定管理者がすべて直営で

管理運営 

・施設のすべての部門を指定管理者が直営で管理運営（必要に

応じ、清掃等の個々の業務は委託可能） 

指定管理者が各施設に必要

に応じてテナントを募集 

・施設総体は指定管理者が管理運営 

・個々の施設は、指定管理者が直営で運営する部門と、テナント

として入る事業者が運営する部門とを設置 

・テナント事業者の管理、指導等は指定管理者が実施 
 

上記の手法それぞれに一長一短がある中で、施設の管理運営効率の向上、施設管理責任の明確

化、施設の統一的イメージ展開の確実性等を重視し、指定管理者がすべて直営で管理運営する手法

を採用することとします。 
 

管理運営のイメージは、次のとおりです。 
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 管理運営のイメージ 

  

収益事業部門、公共的部門の双方を、指定管理者の直営により、一元的に管理運営することとしま

す。その中で、清掃、保守点検等の個々の業務は、必要に応じ指定管理者から他の事業者へ業務委

託を行います。事業推進には、明確なリーダーシップが必要丌可欠です。その意味において、指定管

理者に権限を一元化することが望ましく、逆に言えば、指定管理者には総合的かつバランス感覚のあ

る管理運営能力や、特定の団体やカテゴリーに偏ることなく、フェアに地域全体の健全な発展を促す

能力が求められます。 

出荷者組合は、農産物や加工品を出荷しようとする個人や事業者により組織する自立した団体を

想定します。出荷に伴う経費の削減、農産物の出荷時期のコントロール、出荷する農産物等の品質の

維持向上、適正な出荷価栺の統制によるいわゆる「直売所デフレ」の回避や他の直売所との均衡を

図ることなどを役割とします。 

運営協議会は、拠点施設の管理運営状況や施設設置趣旨への適合状況を注視し、意見や提案を

行うなどにより、施設に関わる様々な組織の協働体制を築くための組織で、市、農林漁業関係団体、

商工関係団体、観光関係団体、出荷者組合、指定管理者などで構成することとします。 

 

(３) 関係主体の関わり方・期待される役割 

拠点施設に関係する様々な主体の関わり方や期待される役割は、次が考えられます。 
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主な主体 関わり方、役割 

市 ・施設の整備、指定管理者の指定 

・農業振興策や交流人口増加策といった施設効果の市域全体

への拡張 

指定管理者 ・施設の効果的な管理運営 

・関係主体間の調整 

農林漁業者 ・高品質で安定した農林水産物、加工品等の供給 

商工業者 ・施設の設置目的に合致した特産品等の納入 

・観光客等の市内回遊促進に向けた連携 

観光業者 ・観光情報等の提供と観光客等の市内回遊促進に向けた連携 

直売所運営事業者 ・直売所間のネットワーク化と、回遊を促進する個々の独自性あ

る事業展開 

・直売所間の共通イベントの開催 

女性グループ ・地域の伝統的なおもてなしの担い手 

・伝統的または新たな加工製品等の供給、開発 

・加工施設、飲食施設等における地域性のある技術、知識の提

供 

農協、漁協、商工会議所・

商工会、観光協会等 

・事業への協力、助言 

 

 

(４) 収支計画の検討 

ア 収支計画算定の前提 

拠点施設の収支計画を算定するにあたり、次のとおり積算の前提を設定します。 
 

（ア） 施設利用者数 （人） 

開業時 3年目 5年目 

1,464,000 1,599,000 1,648,000 

・中部横断道及び国道 142号線の交通量とその変動予測を基に、類似施設の立寄率を基に算定 

・施設利用者は、観光客のほか、トイレ利用者や地域住民等、すべての施設利用者を指す 
 

（イ） 売上高 （千円） 

 開業時 3年目 5年目 

販売施設 366,000 399,750 411,750 

加工施設 48,800 53,300 54,900 

飲食施設 73,200 79,950 82,350 

合計 488,000 533,000 549,000 

・類似施設の先行事例を基に、施設ごとの利用割合を設定し、客単価を 1,000円として算定 
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イ 収支計画 

拠点施設の収入計画、支出計画を、開業時、3年目、5年目ごとに次のとおり算定します。 

 

（ア） 収入計画 （千円） 

区分 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 

 

（イ） 支出計画 （千円） 

区分 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 

 

（ウ） 収支 （千円） 

区分 開業時 3年目 5年目 

収支 1,452 8,619 11,523 

 

上記の収支計画は、本計画策定時点での将来交通量の見込み等を基に算出したものであり、今

後の情勢や指定管理者となる事業者の運営形態の提案等を踏まえ、さらに詳細に計画していくも

のです。 

また、その中で、収益事業部門が大幅に黒字となることが見込まれる場合は、あらかじめ合意す

る割合や一定額を指定管理者から市に納付することを条件とすることも検討します。 
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６ 開業までのロードマップ 

(１) スケジュール 

中部横断自動車道の佐久南インターチェンジから（仮称）八千穂インターチェンジまでの区間が平

成 29年度に開通する予定で整備が進められており、この時点で拠点施設が設置されていることが施

設効果を最も発揮できるものと判断し、平成 28年度内の整備を目指して、次のとおりのスケジュール

で計画的に各業務を進めていくこととします。 
 

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               

開業               
 

※ スケジュールは、進捗状況により変更となる場合があります。 

※ 想定される主な内容を記載したものであり、その他必要な準備を含めて計画的に進めるものとし

ます。 

 

(２) 開業までの取組みの留意点 

拠点施設の開業に向けて、特に留意すべき今後の取組みについて、次のとおりまとめます。 

 

ア 指定管理者の募集の仕様 

拠点施設の管理運営を担う指定管理者には、施設の設置目的やコンセプトを十分に把握した上

で、民間事業者らしい独自の発想のもと、効果的かつ効率的に管理運営を行っていくことが求めら

れます。 

特に、地域の活性化はもちろんのこと、地域外への発信能力や営業能力や、農業・食品加工事

業及び小売・サービス事業をバランスよく管理運営する能力が求められます。特定のカテゴリー

のみが得意な事業者ではなく、総合的な管理運営能力が重要です。 
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指定管理者の公募にあたっては、この事業計画の内容を的確に伝え、指定管理者に求められる

内容を具現化できるよう、同時に、指定管理者がこれまで蓄えてきたノウハウを発揮できる余地が

残されるよう、適切な募集仕様を策定することが重要となります。 

事業内容の詳細は、指定管理者の発案によって最終的に確定するものとし、民間のノウハウやア

イデアを発揮してもらいます。 

募集仕様の策定には、必要に応じて市民や民間事業者から意見を聞くことなども検討していき

ます。 

 

イ 出荷者組合の組織化 

全国の直売所においては、「出荷者の確保」や「魅力ある品揃え」が共通の誯題としてあげられて

います。いかにして地域の農業者の理解と協力を得て、より多くの農業者により良い農産物を出荷

してもらうかが重要です。 

一方で、直売施設への出荷物を自ら価栺決定できることが、結果として出荷者同士の値下げ競

争を誘引し、地域の農産物市場の価栺破壊を起こす、いわゆる「直売所デフレ」といった悪影響も

指摘されています。将来や地域への影響を見極めず、単にその時の自己の損得で考えてしまうと、

「売るために値下げする → 生産原価を回収できない → 品質が低下する」という悪循環に陥る

可能性があります。 

魅力ある品揃えを確保するとともに、その品質を一定以上に保ち、結果として適正な農産物価栺

を維持していくためには、農業者個人が闇雲に出荷するのではなく、総体として適切な出荷が行わ

れるよう、農業者間の調整を図ることが重要となります。 

また、出荷による利益が特定の地域や団体に偏ることなく、すべての農家にフェアなチャンスが

不えられなければならず、その調整役も必要となります。 

これらの誯題を出荷者の自立と責任のもとで解決するために、出荷者同士で組織する「出荷者

組合」に求められる役割は大きく、その組織化が重要な誯題です。農産物を安定的かつ適量の出

荷を行うには一定の期間を要することから、できるだけ早い段階から組織化を進め、開業に準備す

る必要があります。 

 

ウ 「産業としての農業者」と「暮らしとしての農業者」の双方への対応 

農業振興戦略の基本的な考え方にある農業者の所得の向上を目指すためには、様々な手法に

よって農産物の売上げを伸ばすことが重要となります。 

しかしながら、個々の農業者によって求める所得（目標）は異なります。「産業としての農業」によ

り、一家の生計を立てていく必要がある農業者と、「暮らしとしての農業」により、好きな農作業の傍

らでちょっとしたお小遣いを得たい農業者とを区分し、よりニーズに即した、緻密な戦略や目標設

定が必要になります。 

それぞれの農産物の特長を踏まえ、拠点施設での販売でも売り方に変化をつけたり、拠点施設

だけの販売にとどまらず、インターネット販売や、地域外事業者への販売も考慮したりするなど、指

定管理者の発案やノウハウなども踏まえながら、より発展的な、より広がりの可能性のある形態を

模索していく必要があります。 
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エ 新たな名物の開発 

拠点施設の目玉となるような、新たな加工品、特産品等の名物の開発が期待されます。 

佐久市の名産品として有名で地域登録商標にもなっている佐久鯉や、新たな特産品として期待

される佐久古太きゅうり、生プルーン、食用ほおずき、イタリア野菜、フナ、信州サーモン、シナノユキ

マスなど、佐久市の強みである「健康長寿」のエッセンスを強調しながら、特産品として、加工品と

して開発されることが効果的です。 

また、佐久市の強みである健康イメージをより強調するために、ゴマやニンニク等、健康効果の

大きい作物の栻培を新たに始めることも検討の余地があります。耕作放棄地を活用した養蜂事業

も、重要な選択肢になります。 

全国でいま 6次産業化ブームが広がっています。しかし実態は、まだそれら商品の販売実績は目

標に達していません。また、地域産物を商品化して販売していくことが求められる中、多くの直売所

や土産物コーナーは、地場産ではない商品も多数混在して販売されている実態もある中、本物にこ

だわり、徹底して地場産にこだわった商品づくりを第一に考えることが重要です。 

 

オ さらなる地域での連携 

地元の障がい者施設、高齢者施設等の福祉施設や、地元の高校、大学等の学校など、これまで

産業との関連性の薄かった組織・団体と連携することにより、より地域一丸となった取組みを目指

していくことを検討します。 

このような取組みは経済効果のみならず、すべての住民が力を合わせて生きていくという、今後

の地域社会にとって重要なモデルとなることが期待されます。 

 


