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森の家改修基本構想に対するご意見／2021年3月再回答

№ 理由・論拠 回答

0

森の家改修基本構想は中止し、「御大の館・湯ケ洞」の改修基本計画を検討すべきであ
る。なお、「御大の館・湯ケ洞」の改修ができれば、「森の家」は解体すべきである。

令和２年３月２３日付の標記意見について、６月１２日に回答をいただいたところです
が、弁明が多く修正・追加には応じない姿勢がうかがえますので再度意見・質問をさせ
ていただきます。
なお、基本構想を住民の指摘から死守するものではなく、町長のマニフェストにある「聴
く！」、「応える！」との住民目線で回答をお願いします。

　ご意見を賜り、感謝申し上げます。ご意見を参考に検討
を進めます。

　今回の基本構想検討は、研修センター森の家の今後につ
いての方針を検討しご意見の糧とするものであり、改修す
るとしたらどういった方向があるか、をお示しするもので
す。これを糧とした検討の末に改修の方向へ進むとなれ
ば、その時点での評価を改めて行うことと考えます。
　一方でコロナ禍もあいまって、湯ヶ洞・御大の館の今後
のあり方（改修の有無を含む）は、森の家とは別に極めて
重要な課題です。その課題の検討も含む町全体の財政や施
設運営の視野に立って、森の家の存廃含む方向性も、改め
ての検討が必要と考えます。

1

イニシャルコストもハード面の改修工事と一部外構工事のみで、ＩＴ機器設備、営業用業務機器
設備、広告戦略等の経費が明らかでなく、ランニングコストに至っては、町が旅館業法に基づく
簡易宿泊所営業を営むにあたって最も重要な経営計画（経営形態、経営戦略・戦術等）や収支
計画が全く提示されていない。これでは、一部利用者を募り、経営計画が不十分で計画撤回に
なった柿工房に隣接した加工施設の二の舞である。また、築45 年で旅館業としての建物を維持
するには耐用限界であり、今後定期的な補修費が嵩むとすれば経営を圧迫する可能性も高
い。

　ご指摘の通り、この基本構想では、管理運営や維持の方法や
コスト・リスクの推定には至っていません。R1年度に外部委託
した際の仕様でも求めてはいません。「基本構想」として賛否
議論を踏まえた後に、実施計画の段階に進む場合は精査しま
す。なお、町が直営で経営するよりも、意欲的な民間事業者に
よる指定管理等が適当と考えます。
　また、公有財産マネジメントの基本は、新たな施設の建設よ
りも既存施設の有効活用です。耐用年数や実際の劣化状況等を
専門的かつ客観的な評価を踏まえた上で、改修に耐えうる施設
であるとの認識です。
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(1)

通常基本構想では目標年次を定めるが、当該構想では「森の家」を何年間経営するのか不明
であり、経営年数は何年間を目指すのか提示するとともに、その経営年数に対し、回答の「耐
用年数や実際の劣化状況等を専門的かつ客観的な評価を踏まえた上で、改修に耐えうる施設
であるとの認識です。」との根拠を提示願いたい。

　従前に行われている耐震診断、耐震補強などを経て、現時点
の建物の状態は改修に耐えうる施設であるとの認識を示したも
のです。実際に着手することを判断する際には、改めて詳細な
検討が必要と考えられます。

(2)

今回の改修費用約５億５千万円は何年で回収する計画であるのか提示願いたい。 　全体の回答で触れましたとおり、今回の検討にあたっては詳
細な運営の検証には至っておりません。改修を前提としたそう
いった検討に進むべきかの議論の資料であることをご理解願い
ます。
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(1)

回答では、経営計画やランニングコストについては、「実施計画の段階で精査します。」としてい
るが、計画時でのランニングコストの試算が不十分であった農産物加工施設等過去の失策を繰
り返さないためにも、ランニングコストの概算や経営計画（経営形態、経営戦略・戦術等）、そし
て収支計画の概算を基本構想の段階において追加で検討を願いたい。

　今回の検討を通じ、この施設についての関心を深める必要が
あることが認識されました。今一度この施設について広く知ら
せながら現状で利用をしていただく最低限の保守を行い、これ
以上の検討は当面の間見送ることとします。ランニングコスト
の概算や経営計画、概算の収支計画等は、今後、再び改修の是
非を含め検討する際には明らかにすべきと考えます。

(2)

冒頭の赤字の事例があるにもかかわらず、改修計画の主体として趣旨を熟知する町が経営せ
ずに、改修基本構想に関与していない指定管理者が、利用形態が限定された簡易宿泊施設営
業の健全な経営と所期の目的の達成が可能と考えている根拠は何か提示願いたい。

　利用形態に限定があるなかでもより柔軟な自主事業など運営
が可能となる指定管理が、目的に沿った運営に沿うものと判断
しました。

(3)

回答では、経営は「町が直営で経営するよりも、意欲的な民間事業者による指定管理者等が適
当と考えます。」とあるが、「公の施設」である「森の家」を「関係人口拠点施設」としての使命を
趣旨として町民等の意見を踏まえて検討している段階で、利用権が付与され、自らの判断で事
業内容を取り消したり、自主事業をやったりができる指定管理者制度に対し、森の家の使命を
「指定管理者自体がきちんとした管理者として安全に継続的にできるかどうか」、「費用対効果
があるかどうか」を協定等の協議を経て経営計画を審査すべきであるのに、これらが全く不明な
現段階で言及することは時期尚早であり、好ましくないのではないか。

　1-2-（2）の回答のとおりです。ご指摘のとおり、指定管理
においては行うべき事業や自主事業の範囲などを協定で確認す
ることとなりますが、今回の検討ではそこまでの検討を含んで
おりません。
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「Ⅲ社会情勢の変化がもたらす新たな関係人口の可能性」として、リニア開通に加え（２）ＩＣＴ技
術・ＩＯＴ社会の進展、（３）高速移動通信網（５Ｇ）のインフラ整備、（４）働き方改革の進展等の国
家的施策を掲げ、「新たな関係人口として都市部企業が有力視できます。」と結論付けている
が、現時点で想定されるＩＣＴ技術の活用例は、メール、チャット、ＳＮＳの活用通信販売の利用、
ネット検索等で、ＩＯＴ社会の活用例は、自動運転、スマート家電等、５Ｇの活用例は、テレワー
ク、遠隔医療、自動運転等であり、これらの社会的要件が、全国の同様な交通利便性・自然環
境・施設設備条件を持つ他地域と比較し、どのような優位性を持って高森町の単なる簡易宿泊
所営業タイプの「森の家」の活用と結びつくのか全く明らかでない。

　森の家は、観光等の「交流人口」ではなく、繰り返し訪れる
「関係人口」の創出拠点を目指しています。これまで「森の
家」を拠点にした「関係人口」としては援農や大学、青少年の
合宿が主でしたが、これからの社会情勢等の時代の変化を見据
えた時に、新たな「関係人口」の創出に結びつくべースとして
都市部の企業が有力視されることを述べたものです。優位性に
ついてはご指摘のとおり単なる簡易宿泊所ではなく、ターゲッ
トの利用層にアピールできる施設内容であるべきと考えます。

●6月12日付回答に対し、6月17日に再度のご質問をいただきました。町からの回答を以下のとおり申し上げます。

行政目線の経営方針や建築計画で竣工した旅館業法の簡易宿泊施設営業を指定管理者が運
営して行くことの困難性は、「御大の館・湯が洞」や飯田下伊那地域のみならず、全国の日帰り
温泉や宿泊交流施設でも赤字経営や倒産等の多くの事例があることからも明らかであり、次の
事項について確認したい。

黒字：前回のご意見と回答　　赤字：今回のご意見　　青字：今回の回答

意見

ご意見の
主旨

事業計画
が不明確
である

基本構想の「「森の家」改修計画工程表」（ｐ29）では竣工までの８年計画が提示されているが、
最短の２０２８年竣工時点で既に築５３年を経過することになることから、次の事項について確
認したい。

「関係人
口」づくりの
拠点になる
のか不明
確である
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№ 理由・論拠 回答意見

3

旅館業法第5 条では、理由なく何人も拒まないことが法で規定されている。また、数億の税金を
つぎ込むことになるが、計画では利用者ターゲットが「町内は地域づくり等につながる方々」等
かなり限定的なものになっており、旅館業法の趣旨から問題ないのか。公共事業として問題は
ないのか。経営戦略上問題はないのか。この規模内容で関係人口づくりの拠点となるのか。な
ど公共事業として疑問が残る。また、このような利用者ターゲットの簡易宿泊施設及び旅館・ホ
テルで、他の地域において経営上成功した事例があるのか調査すべきである。なお、渡り廊下
階段のスロープ等の改修はされず、エレベータがない宿泊施設では、足腰の不自由な利用希
望者を排除することになり、バリアフリー社会の情勢に反するばかりか、利用者ターゲットを自ら
狭めている。

　基本構想では、関係人口の創出を主眼に、戦略的なターゲッ
ト利用者を強調していますが、効率的経営の面でも、他の多様
な利用者を排除する考えはありません。むしろ、多様な動機付
けや用途で利用した方が、やがてはリピーターやコアなファン
となり、関係人口の裾野が形成されることにも期待がありま
す。
　バリアフリーの実現は、費用対効果や敷地の地形などに応じ
た物理的制約などを踏まえ、公共施設の全てにおいて実装する
のは、非常に難しいと考えられます。この森の家も、現にある
諸条件を踏まえ、実装すべき機能や価値を取捨選択した結果
が、今回の改修基本構想です。
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　浄化槽（＊1）を新設して、排水を田沢川への放流を計画しているが、改修計画の簡易宿泊所
だけでＪＩＳ算定しても80 人槽・排水量16 ㎥/日・ＢＯＤ負荷量3,200ｇ/日である。過去10 年間の
利用実績から算定すると1月～3 月が0人/日、最低利用の6 月が1.8 人/日・排水量0.36 ㎥/
日・ＢＯＤ負荷量72ｇ/日、最大利用の8 月が27 人/日・排水量5.4 ㎥/日・ＢＯＤ負荷量1,080ｇ/
日となる。最大利用月でも排水量・ＢＯＤ負荷量が設計負荷の30％以下で、4月～11 月の使用
月平均でも1.7 ㎥/日・ＢＯＤ負荷量336ｇ/日と設計値に対し約10％で、浄化槽の生物処理機能
に必要な栄養源である適正なＢＯＤ負荷がかからない。これは、浄化槽の生物処理機能に致命
的な影響を与え、放流水の水質基準を維持できない可能性が極めて高い。更に、計画では今
後は冬季の利用を考えているが、ホール棟は閉鎖するうえ、冬季利用の目玉がなく、排水量の
平均値は0 ㎥/日・ＢＯＤ負荷量0ｇ/日に近いと想定されるところから、適正な機能が維持できる
とは考えられず、浄化槽の設置計画は不適当である。
　また、水質基準の問題から田沢川への放流を変更する場合、公共事業で処理能力16 ㎥/日
の規模の浄化槽放流水を地下浸透することは、地下水下流域に自家用井戸を設置する住民が
多く存在するところから、前記の状況では地下水環境上問題がある。万一、設置を検討する場
合は、安全安心のため水質汚濁防止法に基づく「有害物質の地下浸透基準」を準用すべきで、
浄化槽放流水の主成分である有害物質のｱﾝﾓﾆｱ性窒素0.7 ㎎/Ｌ以下、亜硝酸性窒素0.2 ㎎/
Ｌ以下、硝酸性窒素0.2 ㎎/Ｌ以下を遵守することは、現行技術では不可能である。従って、地下
浸透施設の設置は断念すべきである。（高度な化学処理を併設することは、イニシャルコストや
ランニングコストが高額になり、現実性がない。）
　なお、他の市町村の事例であるが、別荘団地・季節限定観光施設等で低負荷のため浄化槽
の生物処理機能が維持できず、浄化槽保守点検業者・清掃業者が収集した他の浄化槽汚泥や
収集した汲み取りし尿を種付けと称して当該低負荷浄化槽に投入し、「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」及び「浄化槽法」
の違反で検挙された事例もあることを申し添える。
＊1：基本計画では、「合併浄化槽」との文言を使用しているが錯誤であり、過去の法改正により
浄化槽に単独処理と合併処理の区分はない。

　施設を活かすためにも浄化槽の設置は必須です。（浄化槽と
の表記に改めます）
　過去の利用状況から推計して、浄化槽の規模と負荷量とのバ
ランスなど危惧される事項に関してご意見をいただきました。
今後の施設利用の方向性としては、合宿等による町外利用と町
民利用が季節等に応じて補い合えるように、利用者の増加と同
時に平準化を図りたいと考えます。また、放流先や維持管理等
の課題については、今後、実施計画や実施設計に進むとなれ
ば、その段階で検討することになります。

1

　前回回答で触れた今後の実施設計の段階に進む際には、構想
で確認された課題と改修の前提との調整や技術的な検証など、
ご指摘も参考に検討いたします。
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（１）給水配管の実用耐用年数は鋼管、塩ビ管、ポリ管共に20 年、長くても40年と言われている
が、築45 年にもかかわらず給水管の交換の履歴がない。旅館業にとって利用客の飲用や食事
に利用される飲用水は、給水管の経年汚れの蓄積や漏水等により、食中毒や感染症を生じな
いよう定期的な水質検査や配管洗浄等を行うなど、細心の注意を払っているところである。今回
の改修計画にも、給水管の交換等は計画されておらず、公衆衛生に寄与する旅館業経営者と
しての意識欠如を疑われる。なお、今後に給水管の交換等が加われば、イニシャルコストは更
に増大することになる。

（２）給水設備は飲用や機器用も含め血管のごとく設備全体に配管されているが、前記４で示す
過去10 年間の利用状態では、日々、月別ともに利用変動幅が大きく、毎日施設全体の水が動
かず、死水状態をもたらす可能性が極めて高い。利用客に飲料水として安全・安心に少しでも
不安のある水を供給することは簡易宿泊所営業として許されず、業務機器や配管の水も停滞
することで、配管等を劣化させることも避けるべきである。これらを防止するために毎日少量水
を排水しても年間多量の水と経費の損失となる。

　今回の基本構想では、現有設備すべてにわたっての現況や問
題点の把握、改善策の提案を求めてはいません。また、報告書
に記載のとおり、先ごろ最寄りに町営水道の新水源と配水池が
整備され、その導入利用も可能となりました。近いうちに少な
くとも飲用には引き込む予定です。よって、既存の井戸水（少
なくとも風呂用には継続したい考え）の利用も併せて、今後、
実施計画や実施設計へと進むとなれば、その段階で精査しま
す。

1

前回の回答のとおり、現段階では詳細の確認まで進むことは考
えておりません。いずれ実施設計に進む段階になるときは、ご
指摘も参考に精査いたします。

給水設備
の管理に
問題がある

回答では、浄化槽への流入負荷の安定化について、「合宿等による町外利用と町民利用が季節等に応
じて補い合えるように、利用者の増加と同時に平準化を図りたい。」としている。
しかし、基本構想では「Ｖ森の家の現状と問題点」（ｐ14、ｐ33）で、「５月連休と夏場に偏り、他の月との
落差が大きく通年利用の確保が課題」としているが、「Ⅵ改修基本構想」では課題に対する具体的な施
策の提示はなく、更に「（５）改修に当たっての前提」（ｐ19）では、冬季はホール棟（研修室・食堂）、便所
棟、浴室棟を閉鎖するという、利用人口を下げる真逆な経営方針となっている。
これは、「（６）改善の方向性」（ｐ20）で建築・設備の向上のために浄化槽の新設を掲げてはいるが、利
用者変動と浄化槽の設置について技術的な検証を踏まえたものではなく、施策の発想のみが上滑りし
た机上の空論であると言える。
従って、宿泊施設に不可欠な排水設備の浄化槽について技術的な見地から検討した形跡の無い現状
の基本構想では、浄化槽の適正な機能が維持できるとは考えられず、浄化槽設置計画は不適当である
とあらためて指摘する。

回答では、「今回の基本構想では、現有設備すべてにわたっての現況や問題点の把握、改善の提案を
求めてはいません。（中略）実施計画や実施設計へ進むとなれば、その段階で精査します。」としている。
しかし、宿泊施設における給水設備の重要性は言うまでもなく、「Ⅵ改修基本構想」でも「（６）改善の方
向性」（ｐ20）の７つの方向性で、「安全性の向上（厨房の衛生環境の向上）」、「利便性の向上（男女別
の浴室、シャワー室の新設・トイレ、洗面所の改修）」と、給水配管と一体不可分の設備の新増設等を掲
げている。

従って、施設の動脈ともいえる重要な基本機能である給水配管の漏水や老朽化は基本構想に大きな影
響を与えるものであり、実施計画等ではなく現段階で前記に対する追加検査を行い、その結果に応じて
Ⅶ事業費の「Ａ施設の基本性能」（ｐ22）に計上すべきと考える。

公共事業
と利用者
ターゲットと
の不整合
がある

浄化槽設
置計画に
問題がある

P2／3
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6

　旅館業法に基づく旅館営業と簡易宿舎所営業の2 か所を経営・所有することは、町の会計規
模からして過大であり、かつ、経営効率的にも不合理である。従って、致命的な問題が多い森
の家の改修ありきではなく、多様なポテンシャルを持つ、御大の館・湯ケ洞の改修計画基本構
想を策定すべきと考える。
　例えば、御大の館・湯ケ洞は、「関係人口」を増加するための新規事業であるパノラマ農園も
同じ上段道路上にあり、他の関連施設とも地理的条件は「森の家」と変わらない。特に関係人
口にアピールすべき、高森町の魅力である南アルプスや河岸段丘の眺望は、森の家に勝って
いることは衆目の一致するところである。
　「御大の館・湯ケ洞」と「森の家」のどちらも、経営上順調と言い難いが、そうした中でも旅館営
業の湯ケ洞は順調と聞いている。これはそれなりの魅力があるからであり、この魅力やリニア駅
や座光寺Ｐスマートインターチェンジ、中央高速道路高森バス停から近距離であるとの立地条
件を生かし、御大の館を改修＊2 して湯ケ洞と合体するか、湯ケ洞森林公園等近隣に新たに合
宿・研修形態の宿泊棟やテレワーク可能なレンタルオフィス・ワークラウンジを併設するなどし
て、旅館業としての一体経営を検討すべきと考える。
　また、御大の館・湯ケ洞は、隣接に既存の里山散策コースがあるうえ、湯ケ洞森林公園脇の
林道を南大島川に登り、座光寺側の林道合流地点から川沿いに迂回し、ふるさと大橋を渡って
1 時間弱で森林を周回できるトレッキングもできる。いずれもツツジ、シャガ、シャクナゲ等季節
の草木が楽しめる。
＊2：御大の館の改修提案は、2 階は入浴施設に通じる通路部分、御大展示スペース、マッ
サージ室（マッサージを廃止し待合室に変更）のみ残し、展望ラウンジ・休憩ホール・休憩和室
は、湯ケ洞所管の合宿・研修棟として改装又は改築する。その際はテレワークラウンジ等の機
能を付加する。1 階の食堂は廃止し、物品販売・ふれあいイベント・待合スペースに改装する。
その理由は、日帰り温泉長時間滞在型の標準モデルである食堂と休憩和室を1 階と2 階に分
離して設計したことが、休憩時の飲食物購入意欲を失わせる要因になっており、付帯施設とし
ての食堂では今後も採算が見込めないところから廃止し、休憩和室も長時間の滞在は混雑を
招き、頻繁の清掃等管理運営に負担がかかるため、短時間型に変更することが経理戦略とし
て合理的と考える。

　信州たかもり温泉「湯が洞」「御大の館」について、積極的
かつ戦略的なご意見をいただきました。森の家とは、位置付け
や目的で一線を画しつつ、当町にとって唯一かつ不可欠な拠点
的施設です。他の公共施設も含め、個々の施設改修整備等の優
先順位、選択と集中については、町の行財政全体の中で明確に
してまいります。
　また、ご意見を踏まえ、周辺資源の活用と相乗、可能な範囲
での改修などは、財源の確保も含めて検討してまいります。

御大の館・
湯ケ洞の
改修計画
を検討すべ
きである

P3／3


