６．管理運営手法の検討
６－１．管理運営方針
天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討協議会及び天城湯ケ島 IC(仮称)周辺構想検討ワーキングの議論を踏まえ、
持続可能な道の駅の運営を行っていくため、以下の 5 点を管理運営方針として掲げます。

６－２．事業手法・事業主体
本道の駅への適用が考えられる事業手法を網羅的に整理すると、次頁の表のとおりとなります。
公民連携手法としては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法）に基づく
PFI（Private Finance Initiative）方式や PFI 法に基づかない DBO（Design Build Operate）方式、リース方式

①道の駅の賑わい創出のみならず、伊豆市及び天城湯ケ島地区全体の活性化に繋がる運営を行う

が既に道の駅の整備に活用されていますが、いずれの手法も事業者の公募・選定プロセスが必要であり、
・サービス対価の設定が難しい施設の性格上、そもそも事業手法として馴染みにくい

②地域のニーズを的確に踏まえた、まず地元に使われる施設を目指す

・地域特性を考慮すると、参画可能な事業者が限定的となり、競争原理が働きにくい

③地域の人的・物的・文化的資源を最大限活かす

・VFM（Value for Money）を発揮させるため、施設整備やサービス提供において効率主義に陥り、地域に根差

④天城湯ケ島ならでは魅力をつくり出し、発信する

した空間、運営にならない可能性がある
・事業手法導入の見極めのための調査や事業者の公募・選定の準備に時間と費用を要する

⑤地域内で新たな雇用を創出する

等の理由から、本事業への適用は難しいと考えられます。

以上の検討を踏まえると、地域振興施設の事業手法としては、市が事業主体となって整備する（内装や設備等
をどこまで整備するかは、導入機能や管理運営形態に照らし合わせて要検討）ことが適切と考えられます。
また、駐車場やトイレ等の休憩施設の整備を行う道路管理者とは、十分に連携を取り、一体的な施設となるよ
うに配慮することが必要です。
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事業手法比較表

事業手法

仕組みの概要

資金調達
建設主体
土地所有者
建物所有者
運営主体

民間の創意工
夫の発揮

評
価
財政負担軽減
効果

公直接建設方式

リース方式

DBO 方式

資金調達、建設、運営に
関わる全ての業務を公共
が行う

民間が資金を調達し、施
設を建設して、民間から
公共へ施設をリースする

資金調達を除き設計・建
設・管理運営を民間へ一
括して委ねる

公共
公共
公共
公共

民間
民間
公共
民間

公共
民間
公共
公共

公共

公共

民間
・運営の委託方法によっ
ては創意工夫が期待で
きる
・建設費用は公共負担
・仕様発注、単年度契約
が基本となるため、そ
の観点からのコスト削
減の効果は限定的であ
るが、合併特例債やそ
の他の補助金の活用が
可能

一般的な公共施設
※道の駅の実績も多数有

本事業への適用可
能性

民間
民間
公共
公共

民間
民間
民間
・設計～管理運営までトータルに創意工夫が発揮でき、工期短縮も見込まれる

・設計～管理運営まで性
能発注によるコスト削
減が期待できる
・延べ払いにより財政負
担を平準化することが
可能
・金利は、公共金利より
高いが、コーポレート
ファイナンスとなるこ
とから PFI よりは低い
・道の駅サーモンパーク
千歳

PFI 方式
BOT
BOO
（Built-Operate（Built-Own-Operate）
Transfer）
民間が資金調達し、施設 民間が資金を調達し、施
を建設して、整備後も所 設 を 建 設 し て 、 維 持 管
有 し 続 け た ま ま 維 持 管 理・運営を行い、事業終
理・運営を行い、事業期 了時点で民間が施設を解
間終了時に公共へ所有権 体・撤去する
を移転する
民間
民間
民間
民間
公共
公共
民間
民間
民間

民間

コンセッション

定期借地方式

民間が公共から事業運営
権を取得し、改修投資等
を含め、全面的にサービ
ス提供を行う

民間が公共から期間を区
切って借地をし、施設を
建設して、維持管理・運
営を行う

－
－
公共
公共

民間
民間
公共（民間が借地）
民間

民間

民間

・管理運営に関する創意
工夫が期待できる

・設計～管理運営までト
ータルに創意工夫が発
揮でき、工期短縮も見
込まれる
・設計～管理運営まで性
能発注によるコスト削
減が期待できる

・建設費用は公共負担
・設計～管理運営まで性
能発注によるコスト削
減が期待できる
・国の補助金の活用が可
能

・設計～管理運営まで性能発注によるコスト削減が期待できる
・民間金利は公共金利より割高となるため、DBO と比較すると VFM が下がる
・国の補助金の活用が可能

・管理運営段階のコスト
は民間負担となり、コ
スト削減が期待できる

・道の駅京丹波味夢の里

・道の駅いぶすき（JV 型） ・桑名市図書館等複合公 ・東京国際空港国際線地
・道の駅ようか但馬蔵（サ
共施設
区旅客ターミナルビル
ービス購入型）
・稲城市立 i プラザ
・笠岡ベイファーム（サ
ービス購入型）
×以下の理由により適用が難しい
・公共的用途が限定的であり、事業としての成立が難しい（サービス対価の設定
が難しい）
・SPC 組成時の出資等が障害になり、参画可能な事業者が限定的となり、競争原
理が働きにくい
・VFM を発揮させる性能発注方式によって、施設の整備内容が総じて陳腐になる
可能性がある
・PFI 事業者は、契約期間の中で早期の資金回収と企業収益の確保を進めようと
し、利益優先の商品販売や高いテナント料の設定によるテナント出店者の経営
状況の悪化を招く可能性がある
・事業手法導入の見極めのための調査や事業者の公募・選定の準備に時間（概ね
2～3 年）と費用を要する

・仙台空港

・オガール紫波
・ハマミーナ（定借＋BOT）
・Bivi 藤枝

×以下の理由により適用
が難しい
・対象となる公共施設等
は利用料金を徴収する
ものに限定されている
・参画可能な事業者が限
定的となり、競争原理
が働きにくい
・民間事業者による公共
施設の使用許可等の公
権力の行使は実施でき
ないため、柔軟な施設
貸出が制限
・事業手法導入の見極め
のための調査や事業者
の公募・選定の準備に
時間（概ね 2～3 年）と
費用を要する

×以下の理由により適用
が難しい
・収用後の民間への借地
が難しいことが想定
・国や県の補助金の活用
が不可
・PFI よりは柔軟な事業
者選定が可能である
が、事業手法導入の見
極めのための調査や事
業者の公募・選定の準
備に時間と費用を要す
る

事例

〇特に問題なく適用でき
る

BTO
（Built-Transfer-Opera
te）
民間が資金調達し、施設
を建設して、公共に所有
権を移転し、施設の維持
管理・運営を事業期間終
了時まで行う

×以下の理由により適用 ×以下の理由により適用
が難しい
が難しい
・国や県の補助金の活用 ・公共的用途が限定的で
が不可
あり、事業としての成
・PFI よりは柔軟な事業
立が難しい（サービス
者選定が可能である
対価の設定が難しい）
が、事業手法導入の見 ・参画可能な事業者が限
極めのための調査や事
定的となり、競争原理
業者の公募・選定の準
が働きにくい
備に時間と費用を要す ・VFM を発揮させる性能発
注方式によって、施設の
る
整備内容が総じて陳腐
になる可能性がある
・PFI と同様に、事業手
法導入の見極めのため
の調査や事業者の公
募・選定の準備に時間
と費用を要する
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６－３．管理運営形態

６－４．管理運営主体

市が施設整備を行うことを前提とした場合、管理運営の形態としては、公設公営、民間への管理委託、指定管

民間の参画が求められる収益部門の導入機能の管理運営の担い手としては、第三セクターや地域の農業生産者、

理者制度の活用という大きく 3 つのパターンが考えられ、それぞれ運営形態のメリット、デメリットを整理する

商工関係者、観光関係者、住民等によって組成された組合等、民間企業、NPO 団体等の既存の組織が考えられま

と下表のとおりとなります。

す。それぞれ管理運営主体のメリット、デメリットを整理すると下表のとおりとなります。

道の駅が有すべき収益を上げ続ける持続可能な運営と利用の自由度の確保を考慮すると、指定管理者制度を活
用した管理運営を行うことが望ましいと考えられます。

いずれの主体の場合も、それぞれメリット、デメリットが存在しますが、管理運営主体選定のプロセスにおい
て、６－１で示した管理運営方針に沿った経営を行うことを要項等に盛り込み、デメリットとして懸念される事
項を解消するような工夫が求められます。

管理運営形態比較表

管理運営主体比較表

管理運営形態

概要

公設民営

公設公営

管理委託

指定管理者制度の活用

公共が整備から管理運営ま

施設の管理権限は公共が保

施設の管理権限も民間が保

でを実施

有し、管理運営業務を民間

有し、管理運営業務を民間

へ委託

が実施

・市の意向を施設の管理運

・サービスの質の向上・効

・公共性が確保される
・安定経営が指向される

営に的確に反映すること
が可能

管理運営主体

・意思決定の迅速性に欠け
る
・経営ノウハウが限られる

・民間企業、NPO 団体等の

関係者、観光関係者、住

既存の組織

民等によって組成

・公益性や長期的なまちづ

・管理権限を民間が保有で

メリット

収入とすることが可能

デメリット

・地域の農業生産者、商工

ある

・条例で定める範囲内で料

る

・行政と民間の共同出資に

・株式会社化するケースも

能

・採算ベースの視点が薄れ

民間事業者

概要

率化が期待される

金設定が可能で、自らの

組合等

よって組成

き、柔軟な管理運営が可

メリット

第三セクター

・事業への出資を伴う形で ・これまで培った運営能力、

くりの視点を持って、管

地域の多様な人材が参加

経営ノウハウ、専門知識

理運営が可能

する運営が実施しやすい

を活かした管理運営が可

・地域としてまちづくりの

する運営が実施しやすい

視点を持って運営が可能

・既存事業の資本をベース

・公共と民間の連携や意思

・地場産品や地域資源に通

とした資金調達力に優れ

疎通が図りやすい

・管理運営業務受託者は施

・サービスの事後チェック

・参画する民間の初期投資

設の管理権限を持たない

は受けるが、運営・経営

額を軽減することが可能

ため、イベント等自主事

面の裁量は民間に委ねら

・地域に新たな雇用を創出

業を行えない

れている

可能

じた運営が可能
・地域に新たな雇用を創出
可能
・意思決定のスピードは第
三セクターと比較すると
早い

・利用料金を自らの収入と
することができない

ている
・意思決定のスピードは早
く、情勢等に迅速な対応
が可能
・農商工連携による取り組
みの活性化が期待できる

・意思決定までに一定程度

・道の駅で展開する事業を

・契約期間内の利益が至上

時間を要し、民間活力を

民間自力で新たに立ち上

命題となり、長期的なま

十分に発揮できない可能

げる必要がある

ちづくりの視点が欠如す

性がある
デメリット

能

・地域の多様な人材が参加

・慣れない事業者の場合、

る可能性がある

・行政と民間の責任の所在

管理運営のノウハウの不

・公益性が高く収益性が低

等が曖昧になりやすい

足や労務管理、財務管理

い取り組みが軽視される

面での不安がある

懸念がある

・財政破綻事例においては、
行政出資による危機感の

・地域外の事業者の場合は、

不足や赤字の累積等が指

新たな地域の雇用や地域

摘されている

との連携が限定的になる
可能性がある
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６－５．管理運営体制
以上を踏まえると管理運営体制としては、以下の 2 パターンが考えられます。それぞれのメリット、デメリッ
トを整理すると下表のとおりとなります。また、いずれのパターンにおいても、指定管理者が収益部門の各機能
を直営する場合と、テナントに委託する場合の 2 ケースが考えられます。
整備コンセプトを踏まえると、収益部門、非収益・管理部門を問わず施設全体で一体的な運営を実施可能な管
理運営体制が望ましいと考えられます。物販・飲食などによって集客力を高め、自立した運営を行う機能ととも
に、子どもの遊び場などの公園的空間や地域住民の多世代交流などの公益的な機能の双方を有する施設として、
公民の連携と適切な役割分担により、持続可能な管理運営を行っていくことが重要であり、その具体的な運営方
法については今後詳細に検討していきます。

管理運営体制比較表

管理運営体制

指定管理者が施設全体を一括管理運営

指定管理者が収益部門及びそれと連携が必要な機能のみを管理運営

概念図

メリット

デメリット

・コンセプトを踏まえて、施設全体で一体的な広報やイベントを実施可能

・指定管理者は人材、労力共に収益部門に集中することが可能

・水際公園や広場、テラスに対しても、比較的自由度の高い利活用を推進可能

・施設全体を指定管理で受ける場合と比較すると運営リスクは軽微

・指定管理料の範囲内での管理運営の裁量が広がる

・一定水準の公益部門の管理運営の質を保つことが可能

・指定管理者は公益部門の管理運営まで行う必要があり、それなりの体制を整えることが必要

・施設全体で一体的な広報やイベントを実施するには、市との密な連携が必要

・指定管理者は施設全体の運営リスクを背負うことが必要

・水際公園や広場、テラスの利活用に当たっては、別途市との調整が必要であり、窓口が分化することで使

・収益部門の収益が低下に応じて、公益部門の管理運営の質が低下する恐れがある

いにくさが生じる

39

６－６．収支計画
（３）支出計画

（１）前提条件
６－５の検討を踏まえ、指定管理者が施設全体を一括管理運営することを前提として、指定管理を受ける民

他の道の駅事例や統計データ等を参考に、支出の目安は年間約 295,000 千円と想定されます。

間事業者の立場から収支計画を検討します。
事業収入を検討するにあたり、天城北道路及び国道 414 号の計画交通量を基に、道の駅の施設入込客数を日

支出の目安

約 2 千人、年間約 64 万人と見込みます。うち、物販スペースのレジ通過者数は年間約 22 万 5 千人、レストラ
ンの入込客数は年間約 5 万人と想定されます。

項目
売上原価

年間支出額
212,000

千円/年

43,000

千円/年

備考

駅長兼店長、店長補佐、料理長、ホ
人件費

ールチーフ、事務員、非正規職員等

（２）収入計画
上記入込客数より、物販スペース、レストランの各収益施設の収入の目安は、年間約 286,000 千円と想定さ
れます。
また、多目的スペースやテラス、広場、水際公園といった非収益部門に対しても利用料金の設定を行い、利

収入の目安

物販スペース
レストラン

年間入込客数
225,000
51,000

人/年
人/年

客単価

年間売上高

1,056

円/人※1

238,000

千円/年

947

※2

48,000

千円/年

7,000

千円/年

293,000

千円/年

円/人

非収益部門（自動販売機、多目的スペース、テラス、広場、水際公園）
合計

※1：
「農産物直売所の経済分析」
（農林水産政策研究第 16 号、平成 21 年）の販売金額 2～3 億円/年の場合の購入 1 回あた
り販売金額

4,000

千円/年

水道光熱費

10,000

千円/年

運賃荷造費

2,000

千円/年

広告宣伝費

2,000

千円/年

施設維持管理費

5,000

千円/年

修繕・保守点検費

6,000

千円/年

租税公課

2,000

千円/年

その他

9,000

千円/年

295,000

千円/年

一般管理費

用を想定した収入を見込むと、施設全体の収入の目安は年間約 293,000 千円と想定されます。

項目

福利厚生費

合計

（４）指定管理料
公益的な屋外空間であるテラス、広場、水際公園の維持管理に対して、市が年間約 3,000 千円の指定管理料
を支出することを参考として算出します。

※2：「外食に関する消費者意識と飲食店の経営実態調査」（日本政策金融公庫、平成 25 年 12 月）

500 円/㎡・年※3 × 約 6,000 ㎡（テラス、広場、水際公園面積） ＝ 3,000 千円/年
※3：一般社団法人日本公園緑地協会「平成 27 年度中核都市における公園緑地の課題に関する研究調査」で整理さ
れている統計情報（約 100～800 円/㎡・年）や芝生の維持管理費（約 700 円/㎡・年）を基に、今回の整備内
容を踏まえ設定

（５）収支計画
以上の検討を踏まえ、地域振興施設全体の収支の目安を算出すると年間約 1,000 千円の営業利益が生まれる
ことが想定されます。
[収入]293,000 千円/年 ＋ [指定管理料] 3,000 千円/年 － [支出] 295,000 ＝ [収益] 1,000 千円/年
本収支計画は、現在想定可能な入込客数や他の道の駅事例、統計データを基に算出したものであるため、今
後の事業者の公募条件の設定等に向けて、施設運営の詳細を決定しながら、更に検討を行っていく必要があり
ます。
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６－７．施設利用促進方策
５つの管理運営方針の実現を目指し、管理運営予定事業者による運営準備段階から、天城湯ケ島地区の魅力の

事例 開設準備段階からの事業進捗とプレイベント等の情報発信（栃木県益子町 道の駅ましこ）

発信を進めていく必要があります。地域の生産者や事業者との連携により、道の駅で提供する地場農産物等の産
品や加工品の開発、周辺地域における着地型観光メニューの運営準備を進めていくとともに、以下のような魅力
発信のための情報コンテンツの作成と発信をしていくことが求められます。

（1）道の駅のコンセプトにそったブランティング
●コンセプトメイキングと統一的なブランディングの推進
・本道の駅は、地域の人的・物的・文化的資源を最大限活かし、天城湯ケ島ならではの魅力をつくり、発信す
ることを目指している。そのため、地域の生産者、企業や活性化に関わる団体と連携した運営準備を進めて
いくことが求められる。ただし、関わる主体が多いと商品企画等の方向性が一致せず、道の駅として明確な
コンセプトを打ち出すことができなくなる恐れがある。
・そのため、予定事業者のほか、必要に応じて食のブランディング等の専門家の参画を得てコンセプトメイキ
ングを行うとともに、開設後の地域と連携した運営を想定した地域の生産者や着地型観光メニューの提供主
体との協働による運営準備組織を立ち上げ、コンセプトへの理解浸透の取り組みを進めながら道の駅で提供
する商品、サービス全体についてのブランディングを検討する必要がある。

●地場産品の付加価値の創造
・日本農業遺産に認定されたわさびをはじめとした品質の高い地場産品については、地域固有かつ希少な生産
環境や気象条件、生産方法など産地情報の発信、フードコーディネーター等の専門家の参画を得た加工品や
メニュー開発により、付加価値づくりを行っていく。
・郷土の食文化の発掘と商品化、生産時期や鮮度優先による販売場所や販売時期の限定など、他地域にはない、
天城湯ケ島に来ないと手に入らない価値ある商品の開発に取り組んでいく。

（2）開設準備段階からの情報発信
●開設準備期からの事業進捗及びプレイベント等の情報発信
・指定管理者の予定事業者が決定した段階から、地域振興施設整備の事業進捗状況や天城湯ケ島地区の食や文
化の魅力についての情報発信を行っていく。
・地場産品の販売をマルシェ等のプレイベントの開催を通じて、生産者との連携体制づくりを徐々に進めてい
くとともに、地域住民、来訪者の利用を促進していくため、食の魅力と商品開発プロセスの紹介、プレイベ
ントの開催スケジュール等の情報発信を継続的に行っていく（事例：栃木県益子町道の駅ましこ）。
・情報発信媒体は、地域住民向けに広報誌を発行、配布するとともに、WEB サイト、Facebook、Twitter 等の
ソーシャルメディアサービスの活用により、市内外に広くＰＲする。

●既存の産品や集客施設の顧客層をターゲットとした効率的な情報発信
・食文化の魅力発信にあたり、農業協同組合、商工会等と連携し、
「しずおか食セレクション」に選定されて
いるわさび、天城軍鶏、天城紅姫あまごや、その他椎茸やイズシカ等代表的な農産物の既存の販路を活用し、
質の高い農産品や食文化に関心のある顧客層をターゲットとした情報発信を行う。
・観光協会など既存の情報発信主体に、道の駅に関する情報コンテンツを提供し、伊豆市を訪れている旅行者
に、天城湯ケ島 IC（仮称）道の駅にも来てもらうための情報発信を行う。
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・特に、道の駅の周辺地域で提供していく野外アクティビティやサイクリングについては、その愛好家をター

事例 ＷＥＢサイトを活用した道の駅と周辺地域の魅力発信（鳥取県日南町 道の駅にちなん日野川の郷）

ゲットとして、市内にあるサイクルスポーツセンターや水恋鳥広場など関連施設と連携して情報発信を行う。
カーボンオフセットを活用した施設運営、
高付加価値化した産品を PR する WEB デ

●旅行会社や交通事業者等との連携を通じた着地型観光の企画と情報発信

ザイン

・天城湯ケ島地区での着地型観光の実現に向けて、伊豆市内のツアー企画実績のある旅行会社や、新宿―伊豆
修善寺間の高速バスを運行している新東海バス等の交通事業者と連携して、ツアー企画や情報発信を行う。
（事例：道の駅但馬まほろば他）

●インバウンド情報サイトの活用による海外に向けた情報発信
・天城北道路の整備による高速ＩＣから天城湯ケ島地区への所要時間短縮を活かし、インバウンド（訪日外国
人旅行）の促進を目指す。そのために、インバウンド情報サイトへの登録等により、訪日外国人への情報発
信を行う。（事例：道の駅但馬まほろば）

（3）地域住民の利用促進に向けた周知と協働
・地域住民向けに、開設準備期から定期的に広報誌を発行、配布するとともに、プレイベントへのモニター参
加や、商品企画や広場や多目的スペースを活用したイベント企画への参画を得ながら、地域住民の利用ニー
ズに応じた運営内容の検討を進める。
・地域における野外体験アクティビティの提供など着地型観光の実現に向けては、運営準備組織への地域の人
材の参画を得て、受け入れ先となる組織やコンシェルジュとなる人材の育成を行っていく。

事例 インバウンド情報サイト『ミシュラングリーンガイド兵庫 WEB 版』による地域の魅力発信（兵庫県朝来市 道の駅但馬まほろば）

周辺地域の四季の旬についても紹介
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