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 (1)初期設定 

  平成 30（2018）年 8 月に可能性を洗い出した、「元気あっぷむら及び周辺施設活性化プラン」をたた

き台として、1 回目のシミュレーションを行う機能及び施設を、一旦下表のとおり設定した。 

  （※平面図については、次ページのとおり） 

 エ リ ア 
既存

／ 
新規 

分類 

特 記 事 項 
必須 
機能 
・ 

施設 

整備することが 
望ましい 

と考えられる 
機能・施設 

主に 
公益性 

主に 
収益性 

[A] 元気あっぷむら 

 1.食肉工場 新規   〇 円形駐車場東 

 2.オリジナルビール工場 新規   〇 円形駐車場東 

 3.ビアホール 新規   〇 本館前築山 

 4.屋根付ステージ 新規  〇  本館前築山 

 5.足湯 新規   〇 本館前 

 6.キッチンカー及びデッキテラス 新規   〇 多目的駐車場内 

 7.屋外トイレ 既存 〇 〇  ※注 1 

[B] 体験の森 

 8.オートキャンプ場 新規   〇 RV サイト 7 区画 

 9.トレーラーハウス 新規   〇 6 棟 

 10.プレイパーク 新規  〇  ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具 3 基 

[C] 自然の森 

 11.アスレチック 新規   〇 森の空中遊びパカブ 

 12.管理棟、ロッカー棟 新規 〇  〇 ※注 2 

 13.既存トイレ 既存 〇 〇  ※注 1 

[D] 親水公園 

 14.カヌー乗り場 新規   〇  

 15.グランピング 新規   〇 テント 4 区画 

 16.水上コテージ 新規   〇 2 棟 

 17.植栽パーク 新規   〇  

 18.パントリー棟、レンタル棟 新規   〇 ※注 2 

 19.既存管理棟 既存 〇 〇  ※注 1 

 20.既存トイレ 既存 〇 〇  ※注 1 

[E] 道の駅 

 21.道の駅情報提供施設 2F 
  物販スペース 

新規 
  〇 

情報提供施設 2F 

初期設定上は、本館を中心とした既存施設を含めず、新規施設に限定してシミュレーションを行うこと

とした。 
ただし、※注 1）既存の管理棟及びトイレは必須機能・施設であるとともに、内外装工事及び便器洋式

化はリニューアルにあたって必須と考えられたことから、あらかじめ総事業費の中に想定しておくために

リストアップした。 
また、「元気あっぷむら及び周辺施設活性化プラン」ではリストアップされていなかったが、一般的にオ

ートキャンプやアスレチックに必要不可欠と考えられる施設については※注 2）のとおり、新たに追加し

た上で 1 回目のシミュレーションを開始した。 
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 (2)概算事業費の精査と収支のシミュレーション（※パターン１） 

 エ リ ア 
整備 
面積 

（㎡） 

概算 
事業費① 
（千円） 

売 上 
支 出 
④ 

営業損益 
③－④ 
（千円） 

費用対効果 
① ／② 
（千円） 

集客数② 
（人） 

ﾚｼﾞ通過者

数（人） 
売上③ 

（千円） 

[A] 元気あっぷむら 668,305  

 1.食肉工場 200 175,582 9,900 9,900 19,800 25,192 ▲5,392 18 

 2.ｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞｰﾙ工場 400 194,458 36,000 36,000 36,000 31,204 4,796 5 

 3.ビアホール 800 173,184 20,000 20,000 1,600 0 1,600 9 

 4.屋根付ステージ （↑合算） （↑合算）       

 5.足湯 103 60,148 7,160 7,160 1,918 3,732 ▲1,814 8 

 6.ｷｯﾁﾝｶｰ及びﾃﾞｯｷﾃﾗｽ 250 62,326 14,280 14,280 2,380 2,679 ▲299 4 

 7.屋外トイレ 30 2,607       

[B] 体験の森 262,812  

 8.オートキャンプ場 2,952 91,245 1,970 430 4,396 2,165 2,231 46 

 9.トレーラーハウス 2,952 110,418 2,070 830 26,097 20,462 5,635 53 

 10.プレイパーク 600 61,149       

[C] 自然の森 134,992  

 11.アスレチック 2,100 110,000 30,000 30,000 75,000 46,807 28,193 4 

 12.管理棟、ロッカー棟 （↑合算） 22,550 （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算）  

 13.既存トイレ （↑合算） 2,442       

[D] 親水公園 245,927  

 14.カヌー乗り場 7,500 121,341 960 960 489 466 23 126 

 15.グランピング 400 93,368 2,070 830 25,776 22,216 3,560 45 

 16.水上コテージ 300 （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算）  

 17.植栽パーク 2,460 3,773 （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算）  

 18.パントリー棟、レンタル棟 52 22,550 （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算） （↑合算）  

 19.既存管理棟 90 2,068       

 20.既存トイレ 17 2,827       

[E] 道の駅 80,000  

 21.情報提供施設 2F 物販ｽﾍﾟｰｽ 53 80,000 9,540 9,540 1,908 710 1,198 8 

合計  

   1,392,036   195,364 155,633 39,731  



 

4 

パターン 1の検証と、パターン 2のシミュレーションに向けた課題抽出、方向性整理 

 エ リ ア 
分 析 2 回目ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに向けた 

方向性 
収益性 費用対効果 

[A] 元気あっぷむら 

 1.食肉工場 
 

※保留。 
 事業者ヒアリング等により、さらに設備投資額や収益性等、損益分岐点に係るデータを収集す

る必要があることから、2 回目シミュレーションに分析を持ち越し。 
 

 2.オリジナルビー

ル工場 

 

3.ビアホール 

・1 及び 2 が整理されてから検討すべき施設。 
・最初から「ビアホール」として整備する必要性は低い、 
・ただし、事業目的である「若者の集客」、「滞在・消費の

促進」を考えたときに、交流広場として想定する本館前

の築山に、訴求力のあるコンテンツが何もない状況もあ

り得ない。 
・であるならば、まずは「ビアホール」に限定しない、汎

用性があり、かつ費用を抑えたミニ店舗的な整備から、

パイロット的に事業を開始するのが望ましい。 
 

・ビアホールではなく、簡易なトレ

ーラーハウスとして再シミュレ

ーション。 
 

 
4.屋根付 
ステージ 

・イベント安定稼働の面での効果は認められるが、費用対

効果を考えると優先順位は高くない。 
 

・屋根を除外し、広場（造成、芝生）

整備のみとして再シミュレーシ

ョン。 
 

 

5.足湯 

・施設全体の人の流れを考えると、本館温泉への動線が分

断され、本館温泉の収益性に影響する恐れがある。 
・温泉圧送、排水等、設備にもさらに多額のコストを要す

ることが見込まれることから、費用対効果を考えても優

先順位は高くない。 
 

・廃案 

 6.キッチンカー 
及び 
デッキテラス 

・場所（多目的駐車場）自体が、本館、直売所、築山とい

ったメインの動線から離れているので、集客性及び費用

対効果が疑問。 
・３に集約して費用対効果を高めるとともに、3 をより魅

力的な施設にするよう検討すべき。 
 

・廃案 

 7.屋外トイレ ※必須施設  

 

★その他 

・初期設定で検討対象としなかったが、本館改修について

も本計画の中でシミュレーションすべき。施設の回遊、

滞在、消費促進を目的とする以上、本館を計画から除外

することはできないものと考える。 
・ただし、躯体や設備の定期的な補修、交換等、ルーチン

業務として実施する維持管理の全てを本計画に計上す

ると、イニシャルコストが膨大となり計画自体が成り立

たなくなることから、例えば「集客が増えても施設が安

定稼働できる最低限の機能強化」、「若い客層にも本館に

入りたいと思ってもらえるような最低限のしつらえ」

等、特に必要性、緊急性が高いものに限定して検討すべ

き。 
 

・ルーチン業務としての維持管理に

ついては町の修繕計画の中で別

途進めていくべきと考えるが、以

下の 2点については本計画の目的

実現のため緊急性が高いものと

して、シミュレーションに追加す

べきと考える。 
① 温泉の改修 

ターゲットである若い人に、温

泉にも入っていただくための

改修 
② 温泉設備の改修 

入浴客が増えても安定稼働で

きる設備強化 
・2 回目のシミュレーションにあっ

ては、①及び②を調査するため、

町担当課ヒアリングを実施し改

修箇所や概算事業費を抽出予定。 
 

[B] 体験の森 

 8.オート 
キャンプ場 

※保留。 
・一定の収益性が見込める

・トレーラーハウスを設置

すると、1 区画あたり面積

・RV パークとしての可能性に特化

して再シミュレーション。 
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が、損益分岐点（適正区

画数）を見出す上で、ま

だデータが足りない状

況にある。 
・事業者ヒアリング等によ

り、さらに設備投資額や

ランニングコスト、収益

性等、データを収集する

必要があることから、2
回目シミュレーション

に分析を持ち越し。 
 

が増える上、イニシャル

コストが嵩む（給排水設

備等）。 
・親水公園とのコンテンツ

の棲み分けや動線を考え

ても、トレーラーハウス

については親水公園の中

で一体的にグランピング

施設として検討し、体験

の森については RV パー

クに特化して再シミュレ

ーションを行った方が費

用対効果は高くなると考

える。 

 
・トレーラーハウスについては、親

水公園の中で一体的に再シミュ

レーション。 
 

 

9.トレーラー 
ハウス 

 

10.プレイパーク 

※保留。 
 「子どもたちが遊べる場」、「特にファミリー層に元気あ

っぷむらにきていただくための施設」としての公益性は

妥当と考えるが、費用対効果をみると、イニシャルコス

トが膨れ上がっている状況にある。 
 また、別の方法（既存施設【木製遊具】、新規施設【ア

スレチック】）への誘導で遊び場を確保するような方法

も考えられることから、引き続き掘り下げて分析する。 

・全体計画の中で、必要性を再シミ

ュレーション。 

[C] 自然の森 

 11.アスレチック ※保留。 
 「子どもたちが遊べる場」、「特にファミリー層に元気あっぷむらにきていただくための施設」

としての必要性は高いが、他の優先順位が高い施設（宿泊施設、交流施設）の概算事業費が嵩

んでいる状況にあることから、引き続き全体計画とバランスをとり、規模感を再シミュレーシ

ョンしていく。 

 
12.管理棟、 

ロッカー棟 

 13.既存トイレ ※必須施設  

[D] 親水公園 

 14.カヌー乗り場 
 

※保留。 
・一定の収益性が見込める

が、損益分岐点（適正区

画数）を見出す上で、ま

だデータが足りない状

況にある。 
・事業者ヒアリング等によ

り、さらに設備投資額や

ランニングコスト、収益

性等、データを収集する

必要があることから、2
回目シミュレーション

に分析を持ち越し。 

・ヒアリングにより、テン

トのグランピングはラン

ニングコストが嵩む。 
・閑散期の稼働率を上げる

ことを考えても、一旦は

トレーラーハウスをメイ

ンに特化して再シミュレ

ーションを行う。 
・池の整備に係るもの（カ

ヌー乗り場、水上コテー

ジ）は、イニシャルコス

トが膨大になることが予

想される上、概算事業費

や工事期間についても、

調査を行わないと積算で

きない部分が多々あり、

本計画の中で実施するこ

とは物理的に不可能と考

えられる。 

・池の再整備を伴う事業については

一旦除外し、トレーラーハウスを

メインとして、収益性が見込める

グランピング施設を念頭に、最適

区画数等を再シミュレーション。 
 
 

 15.グランピング 
 
 
 
 

 16.水上コテージ 
 

 17.植栽パーク 
 

 

18.パントリー棟、

レンタル棟 

 19.既存管理棟 ※必須施設  

 20.既存トイレ ※必須施設  

[E] 道の駅 

 21.道の駅情報 
提供施設 2F 

  物販スペース 
 

※保留。 
 まずは販売するもの（業種）を絞った上で、事業者ヒアリング等により、収益性等、損益分岐

点に係るデータを収集する必要があることから、2 回目シミュレーションに分析を持ち越し。 
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前提条件の再整理 

  1 回目シミュレーション結果をもとに、下表のとおり設定変更した。 
  （※平面図については、次ページのとおり） 

 

エ リ ア 
既存／ 
新規 

分類 

特記事項 

必須 
機能 
・ 
施設 

整備することが 
望ましい 

と考えられる 
機能・施設 

1 回目 
2 回目 主に 

公益性 
主に 

収益性 概算事業費検討区分 収支分析検討区分 

[A] 元気あっぷむら 

 1.食肉工場 新規   〇  

 2.ｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞｰﾙ工場 新規   〇  

 3.ビアホール 3.本館前築山ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ 

3.本館前築山広場 
新規 

（一部 
既存） 

 〇 〇 選択・集中 

 4.屋根付ステージ 4.本館前築山広場 

 5.足湯  
 6.ｷｯﾁﾝｶｰ及びﾃﾞｯｷﾃﾗｽ  
 7.屋外トイレ 5.屋外トイレ 

  6.本館浴室・脱衣所 4.浴室脱衣所、温泉 
 設備及び電気高圧 
 機器 

既存 〇 〇 〇 追加   7.電気高圧機器 

  8.温泉動力系設備 

[B] 体験の森 

 8.ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 9.RV パーク 
5.RV パーク 新規   〇 選択・集中 

 9.ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ  
 10.ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ 6.プレイパーク 新規  〇   

[C] 自然の森 

 11.ｱｽﾚﾁｯｸ 

7.アスレチック 
新規 

（一部 
既存） 

  〇   12.管理棟、ﾛｯｶｰ棟 

 13.既存トイレ 

[D] 親水公園 

 14.カヌー乗り場  

8.グランピング 
新規 

（一部 
既存） 

  〇 選択・集中 

 15.グランピング 14.ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸ （゙ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ） 

 16.水上コテージ  
 17.植栽パーク 15.植栽パーク 

 18.ﾊﾟﾝﾄﾘｰ棟、ﾚﾝﾀﾙ棟 16.ﾊﾟﾝﾄﾘｰ棟、ﾚﾝﾀﾙ棟 

 19.既存管理棟 17.既存管理棟 

 20.既存トイレ 18.既存トイレ 

[E] 道の駅 

 21.道の駅情報提供 
施設 2F 物販ｽﾍﾟｰｽ 

19.道の駅情報提供施設 
 2F 物販ｽﾍﾟｰｽ 

9. 道の駅情報提供 
 施設 2F 物販ｽﾍﾟｰｽ 

新規   〇  

 

＜設定変更内容 ※注）以下の標記番号は、2 回目シミュレーション「収支分析検討区分」の番号＞ 
 
◆4    ：新規顧客を温泉にも呼び込む（回遊、滞在、消費を促進する）上で、温泉の訴求力強化と、集客増に耐

えうる最低限の設備強化は必須と考えられることから追加。 
◆3     ：費用対効果の観点から、コンテンツの選択と集中。（シンプルな広場整備の方向性へ。） 
◆5 及び 8  ：費用対効果の観点から、コンテンツの選択と集中。 
      （キャンプ方式【トレーラーハウス、キャビン、テント、RV サイト、フリーサイト等】の再精査と、適

正区画数の再精査） 
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 (3) 概算事業費の精査と収支のシミュレーション（※パターン２） 

 エ リ ア 
整備 
面積 
（㎡） 

概算 
事業費① 
（千円） 

売 上 支 出 営業損益 
③―④－⑤ 
（千円） 

費用対効果 
①／② 
（千円） 

集客数② 
（人） 

ﾚｼﾞ通過

者数（人） 
売上③ 
（千円） 

固定経費④ 
（千円） 

変動経費⑤ 
（千円） 

[A] 元気あっぷむら 585,779  

 1.食肉工場 
200 175,582 9,900 9,900 19,800 6,705 18,487 ▲5,392 18 

 2.オリジナルビール工場 
200 167,860 36,000 36,000 36,000 7,729 23,475 4,796 5 

 3.本館前築山広場 
800 94,809 34,280 34,280 3,980 0 2,679 1,301 3 

 4.浴室脱衣所、温泉設備及び

電気高圧機器 
250 147,528 

  ※集客増による波及効果が見込まれる。 
    ⇒波及効果については、(4)総括において別記。 

[B] 体験の森 194,997  

 5.RV パーク【15 区画】 
5,900 152,889 4,210 920 9,420 4,064 4,795 561 36 

 6.プレイパーク【2 基】 
600 42,108        

[C] 自然の森 134,992  

 7.アスレチック 
2,200 134,992 30,000 30,000 75,000 22,106 24,701 28,193 5 

[D] 親水公園 550,440  

 8.グランピング【15 区画】 
7,500 550,440 5,180 2,000 64,433 17,282 25,016 22,135 106 

[E] 道の駅 
22,429 

 

 9.情報提供施設 2F 物販 
スペース 

53 22,429 9,540 9,540 1,908 0 710 1,198 2 

 
合 計 1,488,637 129,110 122,640 210,541 57,886 99,863 52,792 12 
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収支分析と、事業最適規模の検証 

 
 

 エ リ ア 
分 析 

事業最適規模の検証 

収益性 費用対効果 

[A] 元気あっぷむら 

 

1.食肉工場 

・本パターンの規模感（生産量

6,600kg/年）では、損益は黒

字とならない。 
 
 
 
 

・本パターンの規模感（生産

量 6,600kg/年）を前提とす

ると、若干オーバースペッ

ク気味であり、費用対効果

は高いといえない。 
・ただし、今後段階的に収益

性・費用対効果を上げてい

く増産（設備増強）を想定

しているのであれば、整備

面積 200 ㎡は、一定の現実

的な規模感と言えなくも

ない。 

・まずは経営形態の議論をさらに深

めることが先決と考える。 
・本シミュレーションはあくまで一

例に過ぎず、製造するもの、製造

する人、原材料（地場産だけかど

うか等）、ロット、販路（敷地内だ

けでなく、外でも販売するかどう

か）等を具体的に条件付与しない

と、必要な整備面積や損益分岐点

が明らかにならない。 
※よって、事業最適規模の結論は保

留し、継続して課題検討事項とす

べき。事業の実施についても、検

証の一定の結論が見えるまでは、

先送りすることを検討すべき。 
 

 

2.オリジナルビ

ール工場 

・本パターンの規模感（生産量

36,000ℓ/年）であれば、損益

は一定の黒字が見込める。 
 
 

・本パターンの規模感（（生

産量 36,000ℓ/年）を前提と

すると、妥当である。 
・整備面積 200 ㎡であれば、

約 40,000～45,000ℓ/年が

生産量の上限と考えられ、

将来的に収益性・費用対効

果を上げていく設備増強

（タンク増設等）を想定し

ているとしても飲み込め

る、現実的な規模と考え

る。 

・まずは経営形態の議論をさらに深

めることが先決と考える。 
・本シミュレーションはあくまで一

例に過ぎず、製造するもの、製造

する人、原材料、ロット（地場産

だけかどうか等）、販路（敷地内だ

けでなく、外でも販売するかどう

か）等を具体的に条件付与しない

と、必要な整備面積や損益分岐点

が明らかにならない。 
※よって、事業最適規模の結論は保

留し、継続して課題検討事項とす

べき。事業の実施についても、検

証の一定の結論が見えるまでは、

先送りすることを検討すべき。 
 

 

3.本館前築山 
広場 

・広場そのものについては、設

置目的がそもそも公益性（交

流）を主としていることか

ら、収益性を議論することに

はなじまない。 
 
・広場に設置するキッチンカー

（トレーラーハウス）につい

ては、テナントであれば、一

定の収益を見込めるものと

考える。 
・ただし、テナントの募集の仕

方（事業コンセプトの説明

や、許可手続に係る役割分担

等）、テナント料の設定の仕

方（固定分、歩合分等）につ

いては、十分な検討を要す

る。 
 

・費用対効果については、広

場の賑わいや、他施設への

波及効果（回遊、滞在、消

費の促進）をもって定性的

に評価すべきと考えられ、

当該広場単体での定量的

な評価にはなじまない。 
 
・広場で実施する交流イベン

トやキッチンカーを、おし

ゃれに、明確なコンセプト

をもって運用していくこ

とで、費用対効果を高めて

いくことが必要と考える。 
 

・ロケーション的に一体性のある敷

地であること、イベントを恒常的

に実施するのに適当な規模である

こと、造成、芝生のみで過剰な整

備は行わないという点で、妥当な

規模と考える。 
 
・広場内店舗についても、まずはト

レーラーハウスで社会実験的には

じめるという意味で、妥当性があ

る規模感と考える。 
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4.浴室脱衣所、温

泉設備及び電

気高圧機器 

※必須施設 ・集客並びに回遊、滞在及び消費促

進という目的達成に必要不可欠か

つ緊急性の高い改修を、町担当課

ヒアリングにより抽出したもので

あり、妥当と考える。 
 

[B] 体験の森 

 

5.RV パーク 
 【15 区画】 

・本パターンの条件（RV サイ

ト 15 区画、稼働率 18.2％、

飲食 50％）で試算すると、

損益分岐点は「15 区画」で

あり、黒字が見込める。 
 

・複合キャンプ場としての訴

求力や、指定管理者の収益

性を重視すべきと考え、

「15 区画」整備すべき。 
 

・RV サイトの増設に際しては、イニ

シャルコスト、維持管理費用の増

加が限定的であることから、さら

に区画数を増やし、ある程度の収

益を確保していく方法も考えられ

る。 
 
・ただし、敷地面積の制限に合わせ、

当初は損益分岐点である「15 区画」

が適正規模と考える。 
 

 

6.プレイパーク 
 【2 基】 

※公益性（子ども達の遊び場）

を主としていることから、収

益性を議論することにはな

じまない。 
 

※費用対効果については、森

の賑わいや、他施設への波

及効果（回遊、滞在、消費

の促進）をもって定性的に

評価すべきと考えられ、当

該施設単体での定量的な

評価にはなじまない。 
 

※本パターンの総事業費、整備規模

感で考えると、「2 基」程度が適正

規模と考える。 
 
・プレイパークを整備することで、

ファミリー層の RV パーク、グラ

ンピング利用者の利便性向上、集

客向上が期待される。 
 

[C] 自然の森 

 

7.アスレチック 

・類似施設の状況から利用料金

を設定し、「30,0000 人」の

集客、「28,193 千円」の収益

が得られるというシミュレ

ーション結果となった。 
 

・単年の収支だけみると収益

が出ているが、減価償却を

含めた複数年の収支で考

えると、当該施設は 5 年で

更新することが必要な施

設であり、左記の集客や収

益についてもちょうど損

益分岐点付近にあること

から、決して費用対効果が

高いと言い切れるもので

はない。 
 

・近隣にない斬新なアスレチックで

あり、元気あっぷむら全体として

「若者層、特にファミリー層を呼

び込む」、「回遊、滞在、消費を促

進する」ためのキラーコンテンツ

としての可能性は十分あると考え

るが、左記のとおり、ランニング

コストが大きいため相当の集客を

得ないと複数年での黒字が見込め

ないというリスクを伴うので、整

備の妥当性については特に慎重に

検証すべきと考える。 
 
・収益を主とした事業として、ソフ

ト面も含めてより集客を図ってい

く方向性であれば、別の方法とし

て、民間の力（指定管理者自主事

業等）を活用することを模索する

ことも考えられる。 
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[D] 親水公園 

 

8.グランピング 
【15 棟】 

・試算における損益分岐点は 7
区画であり、トレーラー15
区画、繁忙期の稼働率を

80％、閑散期の稼働率を

30％、平均を 41.2％と仮定

した場合、一定の黒字が見込

める。 
 

・イニシャルコストだけをみ

ると、費用対効果は高いと

はいえない。 
 
・他方で、たとえばテント等

と比較すると、耐用年数が

長いほか、稼働率の面でも

電気設備が整う分、閑散期

でもある程度の集客は見

込めるという点でのコス

トパフォーマンスはある

ものと考える。 
 

・さらに区画数を増やし、ある程度

の収益を確保する方法も考えられ

るが、イニシャルコスト及び敷地

面積の制限から、15 区画は適正規

模と考える。 
 
・前記アスレチックと同様、近隣に

ない、エッジを立たせた施設であ

り、元気あっぷむら全体として「若

者層、特にファミリー層を呼び込

む」、「回遊、滞在、消費を促進す

る」ためのキラーコンテンツとし

ての可能性は十分あると考える。 
 
・ただし、イニシャルコスト、ラン

ニングコストともに大きいことか

ら、温泉、店舗等他施設への波及

効果が見込めるソフト事業を同時

展開していくことで、さらに費用

対効果を高めていくことが必要と

考える。 
 

[E] 道の駅 

 

9.道の駅情報 
提供施設 2F 

 物販スペース 

※テナントであれば、一定の収

益を見込めるものと考える。 
・ただし、テナントの募集の仕

方（事業コンセプトの説明

等）、テナント料の設定の仕

方（固定分、歩合分等）につ

いては、十分な検討を要す

る。 
 

・「8.グランピング施設」等

と十分に連携し、施設全体

のイメージ戦略を展開し、

費用対効果を高めていく

ことが必要と考える。 
・道の駅情報提供施設の一角

にも、グランピング施設に

関係する物販コーナーを

設けることは、PR 効果等

も見込めると考える。 
 
 
 
 
 

※妥当性がある規模感と考える。 
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(4)総括 

① 新規施設整備に係るもの 

②  エ リ ア 
整備 
面積 
（㎡） 

概算 
事業費① 
（千円） 

売 上 支 出 営業損益 
③―④－⑤ 
（千円） 

費用対効果 
①／② 
（千円） 

集客数② 
（人） 

ﾚｼﾞ通過

者数（人） 
売上③ 
（千円） 

固定経費④ 
（千円） 

変動経費⑤ 
（千円） 

[A] 元気あっぷむら 242,337  

 浴室脱衣所、温泉設備及び電

気高圧機器 
250 147,528 

  ※集客増による波及効果が見込まれる。 
    ⇒波及効果については②に別記 

 本館前築山広場 800 94,809 34,280 34,280 3,980 0 2,679 1,301 3 

[B] 体験の森 194,997  

 RV パーク【15 区画】 5,900 152,889 4,210 920 9,420 4,064 4,795 561 36 

 プレイパーク【2 基】 600 42,108        

[C] 自然の森 134,992  

 アスレチック 2,200 134,992 30,000 30,000 75,000 22,106 24,701 28,193 5 

[D] 親水公園 550,440  

 グランピング【15 区画】 7,500 550,440 5,180 2,000 64,433 17,282 25,016 22,135 106 

[E] 道の駅 
22,429 

 
 

 情報提供施設 2F 物販 
スペース 

53 22,429 9,540 9,540 1,908 0 710 1,198 2 

 合 計 1,145,195 83,210 76,740 154,741 43,452 57,901 53,388 14 

 
② 新規施設整備に伴う波及効果【例】 

 エ リ ア 
面積 
（㎡） 

 
波 及 効 果 

特 記 事 項 
集客数（人） 効果額（千円） 

[A] 元気あっぷむら   

 浴室脱衣所、温泉設備及び電気高圧

機器 250 新規滞在者の入浴 49,000 17,150 

滞在者の 70％が入浴すると仮定して試算 
（※70％は既存施設の実績に基づく割合） 
49,000 人×70％×500 円 
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■その他 

 

本調査におけるシミュレーションは、トイレ等改修が必要不可欠な既存施設を除いて、基本的に

は新規施設に限定して集客や収支を計算したものだが、当然ながら新規施設の整備は、温泉等、既

存施設の経営改善につなげていく上でも必要不可欠なものであることから、特記事項として、予想

できる影響について次のとおり付記する。 
 
 ・道の駅の登録や新規施設の整備により、シミュレーションで 83,210 人の集客数が見込めること

から、ソフト事業等の展開により回遊性を高めることで、温泉、直売所、売店等の利用者増（収

益増）につなげていくことができる。 
 
・本館前築山広場に整備するトレーラーハウスでは飲食提供を見込んでおり、既存レストランとの

競合も懸念されるが、既存レストランの利用者の多くは温泉利用者であり、トレーラーハウスで

は新規利用者にターゲットを絞り、既存レストランが提供している和食や中華と種類を変えた飲

食を提供することにより競合を避けることが可能である。 
 
 ・特に RV パーク、グランピングは、滞在コンテンツ（食事、お風呂必須）であることから、うま

く既存の温泉やレストランを滞在の中に活用する仕組みを構築することで他施設との差別化を

図ることが可能であり、安定的な集客（収益）が期待できるほか、リピーターとなってもらう、

SNS で情報を拡散してもらう等することで、さらに集客を得ていくことも可能と考える。 
 
 ・食肉工場及びオリジナルビール工場については先送りとしたが、ＲＶパークやグランピング利用

者への販売（バーベキュー等）という点で非常に親和性が高いものであり、また既存施設との競

合も少ないと考えられることから、継続的に検討することが望ましい。 
 
 ・既存施設と新規施設が一体となり、相乗効果を生み出せるソフト事業の展開がポイントになると

考える。 
 


