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はじめに

　月形町は、道内屈指の花の生産地であり、多品種の生産で全国でも有名な地域です。さ

らに石狩川旧河川敷地を利用した皆楽公園は、美しい水辺の自然景観も多く残され、また

水辺特有の動植物も多く、貴重な自然環境を有しています。皆楽公園エリアの将来ビジョ

ンを検討するうえでも、『花』と『水辺の自然』を活用したブランド戦略は、有効な方法

になると考えます。

　皆楽公園エリアを、観光と交流の象徴として捉え、その中でも町民保養センター等は、

温泉・宿泊・キャンプ場の３つの重要施設が集まった、観光・交流拠点施設として再生計

画を進めます。
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１　基本計画の目的

　　1-1　基本計画の背景と目的　
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１０．道の駅が担う地域拠点施設機能

○ 道路利用者の休憩施設としての役割を担うことを基本に、地域コミュニティの活性化や観光振
興の拠点、新たな公共交通ネットワークの構築に伴う地域公共交通の結節点として機能

図-12 新たな公共交通ネットワークの構築に伴う接続拠点としての道の駅
出典：国土交通省道路局HP
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 1-1　基本計画の背景と目的

　昭和６２年に開業した町民保養センター（温泉施設）及び、昭和６３年に開業した町民保養センター宿泊施

設（ホテル本館）は建築から３０年以上経ち、平成４年に開業した月形町はな工房（ホテル別館）は２８年が

経過し、施設全体の老朽化が進んでいる。

　温泉施設は、平成９年に一部増改築及び設備改修を行っているが、その後に大規模な改修は行っておらず、

宿泊施設とともに光熱水費や修繕費等の維持管理経費が一層増加している状況である。

　こうした状況を踏まえ、当該施設の改修や改築、増築など更新方法をイニシャルコストやランニングコスト

の面から検討し、効果的な施設整備の基本計画を策定する。

　本基本計画は、その整備に必要な諸条件及び課題の整理を行うことを目的とする。

　皆楽公園等周辺施設（以下「皆楽公園エリア」という）は、旧石狩川を利用した親水公園や温泉をはじめと

する観光施設が集積しているが、施設の老朽化が進み利便性の低下や維持管理コストの増加が見られるため、

改善に向けた対策が必要である。

　皆楽公園エリアは、月形町の観光と交流の象徴として、町民誰もが来訪者に対して『自慢』できる観光拠点

施設を目指している。また、誰もが楽しい「とき」が過ごせる空間づくりも目指している。

　月形町周辺で道の駅の整備が進んでいる中、月形町地域拠点施設整備等審議会において道の駅の整備につい

て審議を行った。

　近年の道の駅は、道路利用者に対する休憩や情報発信機能はもちろんのこと、商業的要素も含む地域の特色

を活かした地域連携機能が求められている。
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　１. 背景と目的

　３. 道の駅の整備について

　２. 皆楽公園等周辺施設整備について

□ 道の駅の基本コンセプト

引用：国土交通省道路局ＨＰ

□　道の駅が担う地域拠点施設機能
引用：月形町 道の駅整備 検討資料

新たな公共交通ネットワークの構築に伴う接続拠点としての道の駅



　　2-1　皆楽公園全体の現状

　　2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

　　2-3　経営及び運営に関する現状

２　温泉施設、宿泊施設、皆楽公園周辺施設の現状と課題
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 2-1　皆楽公園全体の現状

□皆楽公園周辺の現状

（１）皆楽公園の豊かな自然環境

　　　　皆楽公園内は水辺空間と多くの緑、野生の草花が生息し、皆楽公園内の橋からは山並みの眺望を楽し

　　　むことができるなど、豊かな自然を感じることができる。

（２）数多くの施設が集約しているが、連続性が不十分

　　　　皆楽公園及びその周辺には、様々な施設が集積しているものの、大きな施設の背後になり視認性が悪

　　　い施設があったり、施設間の動線が明確でなかったり、施設ごとのデザインが様々であったりと、施設

　　　間の連続性が不十分である。

（３）施設内部と外部の関係性が希薄

　　　　主要な施設（温泉や宿泊施設、アリーナ）の周辺はアスファルトの駐車場に囲まれており、施設内部

　　　と外部が遮断されている印象がある。そのため、温泉施設や宿泊施設に滞在していも、当エリアの魅力

　　　である豊かな自然環境をあまり感じられない状況である。イベント時にはステージが設置され、飲食店

　　　や訪れた多くの人々で賑わうが、日常的な賑わいが感じられない空間となっている。

（４）国道の車両通行が多いが、エリアへの誘導が不十分

　　　　隣接する国道２７５号線では、札幌市と旭川市間を行き来する交通が多いが、国道からの皆楽公園エ

　　　リアへの入り口が分かりづらく、入り口部分及び皆楽公園に続く道路沿いに景観を阻害するような看板

　　　や空き店舗等があるなど、皆楽公園エリアへの誘導やおもてなし感が不十分である。

（５）その他周辺施設の現状

　　・皆楽公園及びキャンプ場利用者は近年のキャンプブームにより、増加傾向にある。

　　・水辺の家は、夏季は農産物直売所として、冬季はワカサギ釣りで賑わう。

　　・皆楽公園内の遊具、園路、ベンチ、トイレ、炊事場などが老朽化している。

　　・町民の利用を促進する仕掛けが不足している。

皆楽公園

皆楽公園
キャンプ場

月形球場

月形温泉 ゆりかご

月形緑苑

月形町 多目的アリーナ

水辺の家
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　１. 皆楽公園全体の現状分析
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 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

（１）複雑な動線　～利便性の向上～

　　　　温泉施設、ホテル本館、ホテル別館、ホテル別館増築や温

泉施設増築と、度重なる増築により、それぞれが渡り廊下で

繋がれている。また用途も温泉、宿泊、休業中ではあるがレ

ストランがあり、さらにホテル別館では合宿や催事も行う、

多種多様な複合施設となっている。そのためエントランスや

フロントも２箇所以上あり、裸足ゾーンと下足ゾーンも場所

によってわかれ、２階に上がるにもＥＶがホテル別館にはあ

るが、ホテル本館には無く、利便性、機能性、バリアフリー

の観点から整理する必要がある。

（２）おもてなしが感じられない入口部分　～景観への配慮～

　　　　入り口正面に月形温泉ゆりかご（温泉施設）と温泉ホテル

（ホテル本館）のバックヤードが見えるため、おもてなしが

感じられない。温泉施設や宿泊施設の入り口にふさわしい修

景が求められる。

（３）内外装や仕様のばらつき　～連続性の創出～

　　　　これまで建物ごとに改修を重ねてきたため内装の仕様やデ

ザインに統一性がない。また、はな工房（ホテル別館）につ

いては、補助事業の関係から研修施設という位置づけになっ

ており、宿泊施設としては相応しくないデザイン部分も存在

する。来訪者の満足度を向上させる、統一されたデザインの

落ち着いた空間整備が必要である。

（４）駐車場のアスファルトが冷たい印象　～賑わいの創出～

　　　　駐車場が広く設けられており、アスファルト舗装が多く占

めているため冷たい印象を受け、施設内部の賑わいが外に伝

わっていない点が、課題としてあげられる。周囲の景観に合

わせた外構整備が必要である。

（５）施設全体の老朽化　～老朽化対策～

　　　　一番古い温泉施設で築３５年、一番新しいホテル別館増築

部でも築２４年が経とうとしている。構造体に関しては新耐

震基準であり、使い方によっては使用可能と考えられる。

　　　　外装材や内装材については、平均１０年～２０年くらいを

更新時期と捉えるため今回の計画での更新が必要と考える。

また、設備についても平均１０年～１５年が更新の目安とさ

れていることから、更新が必要と考えられる。

　　　　目視で確認した状態でも、明らかに劣化しているところが

散見されるため、早急に改修を行う必要がある。

（６）現在使われていない余剰空間　～管理経費の削減～

　　　　温泉施設の２階、ホテル本館の３階は、余剰スペースとな

り、特にはな工房（ホテル別館）においては、利用ニーズに

合わず、現在使われていない空間などが多数存在するため、

それらの有効活用が求められている。
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　１. 施設の現状分析

おもてなしが感じられない入口部分

現在使われていない余剰空間

内外装や仕様のばらつき

駐車場のアスファルトが冷たい印象

施設全体の老朽化

バックヤード

劣化

倉庫化している

色も形もバラバラな建物

大規模なアスファルト舗装面



多目的アリーナ

道道６号線

温泉施設

ホテル本館

ホテル別館増築部

渡り廊下３

渡り廊下１

渡り廊下２

1987年新築 1998年増築

温泉施設増築

　
皆楽

公園
へ

ホテル別館

N

 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状
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　２. 施設の利用状況

　３. 既存配置図

　月形温泉ゆりかごの入浴者は、平成27年度を底に増加しており、ホテル宿泊者も平成29年度には前年度よ

り約1,500人増加となっているが、令和２年度はコロナ禍の影響により、入浴者は前年度より約15,000人の

減少、宿泊者は前年度より約3,000人の減少となった。

温泉施設利用者数等推移

温泉施設　　　　：１９８７年（昭和６２年）竣工 /　　８４１㎡ / Ｓ　造・一部２階建

ホテル本館　　　：１９８８年（昭和６３年）竣工 /１，０３３㎡ / ＲＣ造・一部３階建

ホテル別館　　　：１９９２年（平成　４年）竣工 /２，０７０㎡ / ＲＣ造・２階建

渡り廊下３　　　：１９９２年（平成　４年）竣工 /　　　４９㎡ / ＲＣ造・１階建

温泉施設増築　　：１９９８年（平成１０年）竣工 /　　５０４㎡ / ＲＣ造・１階建

ホテル別館増築　：１９９８年（平成１０年）竣工 /　　３７２㎡ / ＲＣ造・２階建

渡り廊下１　　　：１９９８年（平成１０年）竣工 /　　　３８㎡ / ＲＣ造・１階建

渡り廊下２　　　：１９９８年（平成１０年）竣工 /　　　４０㎡ / ＲＣ造・２階建

配置図
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和室（３）

DN

UP

屋根 屋根

屋根

屋根屋根

屋根

屋根

屋根

屋根

屋根

屋上

屋上

DN

DN

屋根

屋根

DN

階段室

吹抜

会議室

WC

WC

屋上

N

 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状
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　４. 既存各階平面図

１階平面図

２階平面図

３階平面図 （ホテル本館）



浴室Ａ

壁仕上破損

下足コーナー

浴室Ｂ

大浴場壁タイル剥離

休憩室

 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

　用途

　竣工年度

　施設の延べ面積

　構造

　温浴施設

　1987年・1998年

　1,345㎡

　ＲＣ造及びＳ造・一部２階建

 2006年

 2011年

 2015年

 2019年

 外壁等改修工事、屋上防水改修工事

 屋根外壁及び内装改修工事

 温泉配管取替、浴室内誘導灯非常灯交換

 機械室給湯管修理、温水配管及び制御機器修理

【施設概要】

【主な改修履歴】

（１）屋 外　　  ・外壁材のひび割れ、ポーチの欄干崩壊、コンクリートのひび割れなど、劣化の進行が見られる。

　　　　　　　　・屋上防水も経年劣化により、防水材の亀裂、剥離などが散見される。

（２）屋 内　　  ・１階の休憩ホールや休憩室、ロビー、２階のホールなど、各所に床、壁、天井仕上材の破損が見ら　　

　　　　　　　　　れる。

　　　　　　　　・大浴場、露天風呂は、床、壁タイルの剥離、ひび割れや、扉が破損している箇所が見られる。

　　　　　　　　・更衣室は、壁や天井材の剥離や、窓枠の破損、塗装剥離が見られる。

　　　　　　　　・２階のホールや喫煙室、大浴場の染毛スペースなど、使用されていない室が放置されている。

（３）構 造  　　・床レベルの調査を行った結果、建物に大きな影響を及ぼす不同沈下は生じていないと思われる。

　　　　　　　　・ＲＣ柱の傾斜調査については、調査を行った２本の柱それぞれ、傾斜の許容値内に納まっており、

　　　　　　　　　床レベルの調査でも問題になる沈下などもないことから、柱も問題ないと思われる。

（４）電気設備　・照明器具は、省エネの観点からＬＥＤ照明に変えた方が良い。

　　　　　　　　・非常口誘導灯は、防災点検、外観上問題ないと思われる。

　　　　　　　　・分電盤や動力盤、放送用リモコンマイク、壁掛型スピーカーは、機器の更新推奨年数の観点から経

　　　　　　　　　年劣化が起きていると思われる。

（５）機械設備　・各所に老朽化による配管の漏水が見られ、それによる床、天井面の腐食も見られる。

　　　　　　　　・増設を重ねた事で熱源システムが統一されず、機械室も点在するためメンテナンスも手間がかかる。

【総合所見】

脱衣室

ホール

【現状写真】

外壁材の剥離柱脚のひび割れ

【劣化状況写真】

２階ホールホール

　５. 各施設の劣化状況

■温泉施設
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１階屋上

屋上防水の劣化

厨房

旧レストラン

機械室の屋上漏水跡

廊下（客室前）

 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

　用途

　竣工年度

　施設の延べ面積

　構造

　宿泊施設

　1988年

　1,033㎡

　ＲＣ造・一部３階建

 2013年

 2015年

 2017年

 2019年

 1～3階屋上防水工事、非常灯改修工事

 ストーブ取替、クロス張替工事

 給湯配管修理、源泉送湯ポンプ修理

 消防用設備修繕、機械室気水分離器交換

【施設概要】

（１）屋 外　　  ・外壁材のひび割れ、塗装材の剥離、階段の破損、窓枠の欠損が見られる。

　　　　　　　　・屋上防水も経年劣化により、防水材の亀裂、剥離などが散見される。

　　　　　　　　・屋上看板の塗装材の剥離、基礎ブロックの破損などが見られ、維持管理に費用がかかる。

（２）屋 内　　  ・厨房や廊下、共用トイレなど各所に床、壁、天井仕上材の破損、剥離、ひび割れが見られる。

　　　　　　　　・客室の畳に傷やささくれ、踏込の仕上材の剥離、ユニットバスの経年劣化が起きている。

（３）構 造　　  ・床レベルの調査を行った結果、建物に大きな影響を及ぼす不同沈下は生じていないと思われる。

　　　　　　　　・ＲＣ柱の傾斜調査については、調査を行った２本の柱ぞれぞれ、傾斜の許容値内に納まっており、

　　　　　　　　　床レベルの調査でも問題になる沈下などもないことから、柱も問題ないと思われる。

（４）電気設備　・照明器具は、省エネの観点からＬＥＤ照明に変えた方が良い。

　　　　　　　　・非常口誘導灯は、防災点検、外観上問題ないと思われる。

　　　　　　　　・分電盤や動力盤、放送用リモコンマイク、壁掛型スピーカーは、機器の更新推奨年数の観点から経

　　　　　　　　　年劣化が起きていると思われる。

（５）機械設備　・外観上問題はない。ただし、一部器具で漏水が見られ、それによる床面のサビの発生も見られる。

【主な改修履歴】

【総合所見】

３階会議室客室

【現状写真】

壁仕上破損窓枠の欠損

【劣化状況写真】

受付 食堂

■ホテル本館
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厨房

天井水漏れ跡

会議室

アトリエ

外装材の剥離

２階研修室

 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

　用途

　竣工年度

　施設の延べ面積

　構造

　宿泊施設及び温浴施設

　1992年・1998年

　2,516㎡（うち増築412㎡）

　ＲＣ造・２階建

 2007年

 2017年

 2020年

 屋上防水改修工事、外壁塗装工事

 客室間仕切り壁設置工事

 冷却塔、冷温水機修理

 2015年  温泉給湯ポンプ部品、温水ボイラー部品取替

（１）屋 外　　  ・外壁材のひび割れ、扉や階段の破損、窓枠の欠損が見られる。

　　　　　　　　・屋上防水も経年劣化により、防水材の亀裂、剥離などが散見される。

（２）屋 内　　  ・廊下や共用トイレなど各所に壁仕上材の破損、扉の破損が見られる。

　　　　　　　　・ホテル別館増築部の浴室は、床、壁タイルの剥離やひび割れ、浴槽タイルの破損、サビの発生が見

　　　　　　　　　られる。

（３）構 造　　  ・床レベルの調査を行った結果、建物に大きな影響を及ぼす不同沈下は生じていないと思われる。

　　　　　　　　・ＲＣ柱の傾斜調査については、調査を行った２本の柱それぞれ、傾斜の許容値内に納まっており、

　　　　　　　　　床レベルの調査でも問題になる沈下などもないことから、柱も問題ないと思われる。

（４）電気設備　・照明器具は、省エネの観点からＬＥＤ照明に変えた方が良い。

　　　　　　　　・非常口誘導灯は、防災点検、外観上問題ないと思われる。

　　　　　　　　・分電盤や動力盤、放送用リモコンマイク、壁掛型スピーカーは、機器の更新推奨年数の観点から経

　　　　　　　　　年劣化が起きていると思われる。

（５）機械設備　・外観上問題はないが、別館増築部の浴室のシャワーカランが、経年劣化による汚れや腐食が見られ

　　　　　　　　　る。

【施設概要】

【主な改修履歴】

【総合所見】

【現状写真】

【劣化状況写真】

■ホテル別館・ホテル別館増築部
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大ホール

ロビー

天井材の剥離電気設備機器基礎防水の劣化

２階共用洗面所２階客室



 2-2　温泉施設及び宿泊施設の現状

（１）利便性について

　　　　増築を重ね、その度に渡り廊下で繋げてきた施設の動線計画は複雑なものになっている。温泉施設は

　　　裸足で利用するが、ホテル内は下足利用となっているため、温泉施設のエントランス部分と、渡り廊下

　　　から温泉施設へ繋がる部分の２ヶ所に下足入れが必要となる。レストランが運営されていた時も温泉・

　　　ホテル・レストランの行き来が複雑なため、利用者が混乱することもあった。さらに温泉施設とホテル

　　　本館の出入口が別々にあるため、初めて訪れる人が間違って別の施設の出入口へ行ってしまうことがあ

　　　る。このような状況を解消し、利用者目線で使いやすい施設を目指す必要がある。

（２）外装について

　　　　各施設にひび割れや剥離、破損などの劣化の進行が見られる。特に温泉施設外壁のサイディング仕上

　　　の劣化や破損が激しく、補修ではなく交換が必要な状態である。また、屋上についても防水層の劣化損

　　　傷が激しいので、外壁及び屋上は全面的に改修を行う必要がある。屋上防水は、改修年度が建物によっ

　　　て異なるが、一律経年劣化が激しいことから、全面的に改修を行う方が良いと考える。

（３）外観について

　　　　一貫したコンセプトを持たずに増築を重ねた結果、バラバラになった外観については、統一性を持た

　　　せる外壁の改修を行っていく必要がある。また、コストの事を考慮し、人目につかない裏側の改修方法

　　　を正面と異なる方法を採用するなど検討する。

（４）内部仕上について

　　　　傷んでいる箇所が散見されるので、全面的に改修を行う必要がある。温泉施設は、集客を見込む清潔

　　　感のあるリニューアルを行う必要があるため、優先的に改修を行う必要がある。

（５）構造について

　　　　基本的に各建物に問題はないので、そのままの使用は可能だが、近年の法改正による積雪荷重の割増

　　　などを考慮すると、温泉施設に耐力壁を増設し、また、建物の軽量化を図るために既存屋上にある防水

　　　押えの砂利を撤去することで、耐久性向上に努める。

（６）電気設備について

　　　　各機器が経年劣化のため全面更新する必要がある。特に照明器具は、長寿命と省エネの観点からＬＥ

　　　Ｄ照明への更新を行う。誘導灯は、蓄電池交換時期と耐用限度の観点から更新を行う。

（７）機械設備について

　　　　老朽化により配管や機器がかなり劣化し、メンテナンス費やランニングコストが増加しているため、

　　　全面更新をする必要がある。今回の施設は温浴施設と宿泊施設であり、機械設備の観点から考えると、

　　　温浴施設が給排水衛生設備の比重が大きく、宿泊施設は空調設備の比重が大きいため、それぞれの特性

　　　を活かした燃料や熱源システムを比較検討し、イニシャル及びランニングコストを抑える設備システム

　　　を選択する必要がある。

（８）バリアフリーについて

　　　　ホテル本館が３階建てにも関わらず、ＥＶが無いため、ＥＶを新設する必要がある。ただし、ホテル

　　　本館を解体撤去する場合は、ＥＶ設置の問題は解消される。ホテル別館は、既存でＥＶが設置されてお

　　　り、そのまま使い続けることが可能である。

（９）エネルギーシステム（再生エネルギー）について

　　　　地熱利用や温泉排湯利用、木質チップボイラーや太陽光発電など、様々な熱源システムの利用が考え

　　　られ、また、環境省による補助金などを使い、施設全体での利用も考えられる。ただし、既存建物の耐

　　　久年数とイニシャルコストの事を踏まえて、慎重に検討する必要がある。

（10）公衆トイレについて

　　　　既存建物が古く、清潔感を保つことが難しいため、建替又は温泉施設、宿泊施設の一部改修による利

　　　用を検討する必要がある。また、新たに子育て世代の利用も考慮し、ベビールームなどの子育て支援機

　　　能の併設も検討する。

（11）施設の収益について

　　　　各施設には使用されていない部屋やスペースが散見され、物置となってしまっている箇所が多く見受

　　　けられる。未利用スペースの有効活用について検討する必要がある。また、未利用スペースにおいても

　　　光熱水費等の管理経費を要しているため、施設を減築することで、施設全体をコンパクトにし、維持管

　　　理経費の縮減と室利用率を上げることで、全体の収益増を図る。
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　６. 総評



・一定の集客力がある（コロナ渦でも年間7万人以上）

・天然温泉で浴槽も多く、露天風呂もある

・広めのサウナもある

・料金が比較的安く利用しやすい

・キャンプ場、体育館からの利用客も見込める

・施設が全体的に古く、特徴がない

・設備の老朽化がランニングコストを押し上げている

・冷泉を沸かしているためエネルギーコストがかかる

・レストランが無く一日中過ごせない

・近隣に観光施設が少ない

・ここ10年程赤字経営である

・専門スタッフの不在

STRENGTH（強み） WEAKNESS（弱み）

・キャンプ人気でキャンプ場がにぎわっている

・サウナ人気も高まっている

・札幌市から1時間程度と比較的来やすい距離にある

・広めの駐車場があり車での来店客が利用しやすい

・コロナ渦により来客数が急減

・コロナ渦の終息が見えない

・周辺に市営、町営の温浴施設が多数ある

・競合施設の改装で相対的に競争率が低下

・人口減

・労働力の不足

OPPORTUNITY（機会） THREAT（脅威）

・公共の研修施設のような外観

・施設の老朽化に伴う陳腐化

・施設の老朽化による修繕費、ランニングコストのアップ

・スーパー銭湯のような造りで特徴が無い

・冷泉を沸かすためランニングコストがかかる

・出入口が複数ある

・テーマに沿った統一感のある外観に改装

・省エネルギーのボイラー等設備の更新

・テーマに沿った内装デザインに改装

・露天風呂を特徴付けし、施設のシンボルに

・1日過ごせる施設を目指し休憩・共用施設を強化

・レストランが稼働していない

・レストランが委託経営であったため収支が悪かった

・赤字経営が定着化している

・イベントが固定化してきている

・人操りの問題で経営時間が短い

・赤字体質のため満足に広告宣伝できていない

・地域活性化企業人によるレストラン再稼働の検討

・レストランの直営化による収支の改善

・スタッフの教育・訓練により役割を明確化・意識改革

・レストラン稼働による集客向上・収入増

・イベントの実施により周辺市町村から誘客

・SNS等を利用した新たな宣伝展開

ハードの現状 今後の方向性

ソフトの現状 今後の方向性

 2-3　経営及び運営に関する現状

（１）現状のSWOT分析
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　1. 運営に関する各施設の現状分析と方向性

■温泉施設

（２）問題点及び今後の方向性

（３）考察

　　　　コロナ禍前は年間９万人程度、コロナ禍でも７万人以上の利用があることを考えると、町民による利

　　　用の他にも相当数の利用があることがわかる。天然温泉であり小さくない規模であることから、ポテン

　　　シャルはあると思われる。

　　　　老朽化している設備を改修し、高コスト体質を改善するとともに、テーマに沿った統一感のある改装

　　　を進めることができれば、周辺の類似施設に対して競争力はアップする。皆楽公園のアウトドア施設と

　　　連携し、温浴施設や宿泊施設に呼び込む仕掛けができれば、相乗効果も見込める。

　　　　温浴施設は１日いても楽しめるような設備が必要であり、そのためにはレストランの稼働は必須と思

　　　われる。さらに、温泉施設の休憩スペースの改装により様々な客層の取り込みに成功すれば、コロナ禍

　　　前の客数年間約９万人を１２万人程度にアップさせることは可能と考えられる。



・体育施設が近接しており、合宿等体育団体に強い

・天然温泉の温浴施設併設

・料金が比較的安く利用しやすい

・大人数での宿泊にも対応できる

・大型車が駐車可能であり、工事関係者等の利用がしやすい

・施設が全体的に老朽化している

・別館の客室にトイレ、洗面が無い

・眺望が悪い

・レストランが無く、素泊まりのみの販売

・温浴施設が利用しづらい（朝、21時以降利用ができない）

・稼働していない施設が多く、エネルギーコストが多大

・従業員にホテル、宿泊施設の経験がない

・温浴施設と宿泊施設のフロントが分かれており非効率

・地域活性化企業人制度を利用し、運営のテコ入れが図れる

・施設全体の改修を予定している

・周辺に宿泊施設が無い

・コロナ渦後に団体客がある程度戻る可能性がある

・コロナ渦により特に体育団体の来客数が急減

・コロナ渦の終息が見えない

・周辺に市営、町営の似たような施設が多数あり

・競合施設の改装で相対的に競争率が低下

・周辺市町村の人口減及び少子化による体育団体の減少

・レストランが稼働していないことによる団体客の取りこぼし

STRENGTH（強み） WEAKNESS（弱み）

OPPORTUNITY（機会） THREAT（脅威）

ハードの現状 今後の方向性

ソフトの現状 今後の方向性

・公共の研修施設のような外観

・施設の老朽化に伴う陳腐化・競争力の低下

・未利用施設が多くエネルギー効率が悪い

・フロントが温浴施設と分かれており効率が悪い

・眺望が悪く、観光客を呼ぶのは厳しい

・別館客室にトイレ・洗面台が無い

・テーマに沿った統一感のある外観に改装

・テーマに沿った内装デザインに改装

・LED等省エネルギー設備に更新

・温浴施設と宿泊施設のフロントの共用化

・フラワーガーデン等の整備により宿を観光施設化

・別館客室の改装、トイレ、洗面台の新設

・レストランが稼働していないため素泊まりのみの販売

・レストランが稼働していないこともあり、稼働が低い

・ネット販売の比率が低い（コロナ渦前）

・体育団体・ビジネス客主体のため単価が低い

・スタッフにホテルのプロがいない

・温浴施設とスタッフが共通化できていない

・21時以降、朝に温浴施設が使えない

・赤字体質のため満足に広告宣伝できていない

・レストランを稼働させることにより朝食・2食付を販売

・レストラン稼働により稼働・単価アップを見込む

・地域活性化企業人により教育訓練を実施

・テーマのある施設に改装することにより観光客を誘客

・シフトの見直し・温浴施設との業務共用化

・商品ラインナップの増によるネット販売の強化

・SNS等を利用した新たな宣伝展開
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（１）現状のSWOT分析

■宿泊施設

（２）問題点及び今後の方向性

（３）考察

　　　　稼働していない施設が多いため、エネルギーコストが多大な現状にある。収支改善には設備改修によ

　　　りエネルギーコストをカットし、現状の不稼働施設を年間通じて稼働できる施策を考える必要がある。

　　　　宿泊の稼働は現状かなり低い状況だが、レストランを稼働させ、朝食付き、２食付きの販売ができる

　　　ようになれば、周辺施設の稼働状況も踏まえ、コロナ禍が明ければ６０％程度の稼働は見込める。

　　　　宿泊者のメインターゲットとしては、現状利用者や地理的条件等を勘案し短期旅行者を想定する。ま

　　　た、宿泊施設の経営は平日の稼働も重要であるため、サブターゲットとしてビジネス客を想定する。

　　　　宿泊稼働と単価のアップにつながるレストランの再開は必須条件である。客室にトイレ、洗面台が付

　　　いていないことが個人客の確保にマイナスに働くので、この部分の改修も稼働率アップに必要である。

　　　　単価のアップには観光客の誘客は必要であるが、テーマに沿った改修をする中で、そのテーマにふさ

　　　わしい付帯サービスを提供することで、施設に宿泊する理由を作る仕掛けが必要である。

　　　　地域活性化企業人制度を利用し、スタッフ教育・意識改革を進め、自発的な取り組みになるように誘

　　　導する必要がある。
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　２. 運営に関わる収支試算

■収入について試算条件

（ホテル本館解体撤去、ホテル別館に宿泊機能集約、道の駅機能追加）

　前提条件として、コロナ渦前５年間の内、最も売上げが大きかった平成３０年度をベースに考え、道の駅機

能を備えた施設として再整備を図った場合の収支試算とする。

　平成３０年度　売上　　　１１９、３８６千円

　　　　　　　　営業損益　－６８、０３９千円

（１）ホテル収入

　　　・別館のみ稼働し全２０室となる前提

　　　・平成３０年度をベースに考える（コロナ禍影響前、過去５事業年で一番良い）

　　　・ホテル別館のみを稼働し全２０室となる前提

　　　・現在の本館利用客がそのまま別館に移ると想定

　　　・改装効果で別館のネット販売の稼働は平成３０年度比１２０％程度となる想定

　　　・レストランを稼働させ、レストラン稼働によりスポーツ合宿が取れる前提

　　　・スポーツ合宿は電話予約のうち令和２年度と平成２９年度との差額の約８５％と仮定（近隣類似施設

　　　　改装前想定）

　　　・スポーツ合宿の単価は２食付で６,０００円に設定

　　　・スポーツ合宿以外はほぼネット販売にシフトする想定（ネット比率７０％程度）

　　　・単価は周辺施設（北村、三笠、美唄等）からの移行が期待できる単価を想定。閑散期、ショルダー期

　　繁忙期に分け、さらに平日と休前日を分け、平均単価を設定

　　　・宿泊者の朝食、夕食売上を含む

　　　・ネット販売は現行契約を全面的に見直した場合の伸び率は実績１２０％を想定

　　　・販売単価は改装効果により平成３０年度別館単価比＋５００円／人と想定

　　　・最繁忙期の客単価はさらに＋５００円と想定

　　　・一般客の朝食喫食率を５０～８０％（時期により異なる）、夕食喫茶率を３０～４０％で設定

　　　・喫食率は周辺施設（空知管内）を参考に、その7割程度を想定

　　　・宿泊の朝食単価を８００円、夕食単価を２８００円に設定

　　　・夕食を簡易対応とすることによりショルダー期、繁忙期の特に休前日の稼働がフルサービスの旅館夕

　　　　食を提供した場合よりも１０～２０％程度下がると想定

　　　・ネット収入は２年目で最大化すると算定

（２）風呂収入

　　　・平成３０年度をベースに考える（コロナ禍影響前、過去５事業年で一番良い）

　　　・改装による収入効果を、コロナ前比１５０％と想定（道内の類似施設実績：１５０％）

　　　・道の駅効果により、１日あたり２０名の利用増を見込む

（３）レストラン収入

　　　・平成３０年度をベースに考える（コロナ禍影響前、過去５事業年で売上が一番良い）

　　　・風呂入館者数は平成３０年度比１５０％を想定するが、レストランの営業内容を絞り込むことにより

　　　　平成３０年度比１４０％と想定

　　　・宿泊者もレストランで食事する想定だが、レストラン収入に宿泊者分を含まない

　　　・飲料売上を含む

　　　・単価は平成３０年度と同等

　　　・道の駅効果により、１日あたり２０名の利用増を見込む
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（４）売店収入

　　　・風呂売上と連動するため、平成３０年度をベースとする

　　　・風呂入口と共通であるため、風呂の入館者増がダイレクトに影響すると想定

　　　・平成３０年度比１４０％と想定

　　　・単価は変わらず

　　　・道の駅効果により、１日当たり４０名の利用増を見込む

　　　・道の駅効果により自動販売機の外への設置により販売手数料が大幅に増えることが予想されるため、

　　　　月額１０万円を手数料収入として計上

■費用についての試算条件

（１）商品仕入

　　　・レストラン原価が異常に高い（平成３０年度）ため、一般的な数値３５％を適用

　　　・売店売上原価は売上の７０％を想定（平成３０年度実績より、商材見直しにより５％改善）

（２）人件費

　　　・シフト見直しにより新たに想定

　　　・フロント社員（風呂、ホテル）を５名、PA（パート・アルバイト）を２ラインとする

　　　・レストランは直営とし、社員３名、PA４ライン（うち調理専属１ライン）とする

　　　・清掃は本館が無い分減るものとし、客室、風呂含めて６ラインとする（うち深夜風呂清掃２ライン）

　　　・繁忙期の調理員の増員を見込まない

（３）備消品（消耗品）

　　　・風呂、客室ともに備消品単価は平成３０年度並みで想定

　　　・図書新聞費（休憩室、ラウンジ用）を月額３万円計上

　　　・印刷費をメニュー差し替え等で年間１５万円計上

（４）諸経費（リネン・外注清掃費）

　　　・リネン費は賃借費から抜き出し、一般的な金額で計上（１名３４２円程度）

　　　・外注清掃費の町委託分は未計上

（５）諸経費（委託費・手数料）

　　　・レストランは直営化のため委託費（平成３０年度：４５百万円）を未計上

　　　・WEB委託費は切替前提だが条件は同等（インターネット売上の３％）

　　　・今までも計上されていたと思われるクレジット手数料の他に、エージェント販売手数料もここに計上

（６）諸経費（旅費交通費・広告宣伝費）

　　　・旅費交通費は平成３０年度水準を適用

　　　・広告宣伝費はホテル部分はホテル売上の２％を計上、温泉は年額２４万円を計上

（７）固定費（水光熱費）

　　　・平成３０年実績から、本館利用分を削除し適用

　　　・照明のLED化、高効率ボイラーへの交換により、電気料を平成３０年度比８５％、ホテルの灯油、

　　　　重油料を同様に８５％とする（温泉の燃料費は利用増により相殺となる）

　　　・ガソリンは、平成３０年度と同様とするが、宴会が無いことによりバス燃料費（軽油）を除く

（８）固定費（修繕費・保険）

　　　・修繕費は月額１２万円を計上

　　　・保険代は平成３０年度実績をそのまま適用（客室が減る分減少すると考えられるが、誤差の範囲）



　売上高（Ａ）

H30実績 119,386,070　

　営業費（Ｂ） 　営業損益（Ａ－Ｂ）

187,425,781　
-536,432　4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

13,534,475　 14,070,907　

920,917　15,201,827　 14,280,910　

550,726　14,757,604　 14,206,878　

2,260,079　17,340,444　 15,080,364　

4,099,263　20,094,631　 15,995,368　

1,311,299　15,278,652　 13,967,353　

-221,426　13,961,044　 14,182,469　

11,541,113　 13,988,635　

10,731,484　 13,938,092　

13,360,245　 14,625,453　

11,392,029　 13,824,877　

12,948,325　 14,297,960　 -1,349,635　

営業１年目計 170,141,870　 172,459,267　 -2,317,397　

-2,432,848　

-1,265,208　

-3,206,609　

-2,447,523　

-68,039,711　

単位：円

H30実績 119,386,070　 187,425,781　

-410,715　4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

13,730,023　 14,140,738　

1,063,643　15,406,753　 14,343,110　

759,598　15,052,142　 14,292,544　

2,571,479　17,767,165　 15,195,686　

4,435,286　20,538,925　 16,103,639　

1,616,704　15,684,429　 14,067,725　

3,635　14,269,570　 14,265,935　

11,738,193　 14,045,156　

10,956,004　 13,995,230　

13,674,133　 14,703,542　

11,678,388　 13,901,310　

13,148,655　 14,358,547　 -1,209,892　

営業２年目計 173,644,380　 173,413,162　 231,218　

-2,222,922　

-1,029,409　

-3,039,225　

-2,306,964　

-68,039,711　

単位：円

営業１年目計 170,141,870　 172,459,267　 -2,317,397　

　売上高（Ａ） 　営業費（Ｂ） 　営業損益（Ａ－Ｂ）

H３０実績 119,386,070　 187,425,781　 -68,039,711　

単位：円

営業１年目 162,143,756　 170,233,942　 -8,090,186　

営業２年目以降 164,846,454　 170,998,762　 -6,152,308　

　売上高（Ａ） 　営業費用（Ｂ） 　営業損益（Ａ－Ｂ）
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■収支目標

試算１（温泉改修＋客室２０室改修＋道の駅）

（１）営業１年目

（２）営業２年目以降

試算２（温泉改修＋客室５室改修＋道の駅）

■考察

　ホテル別館（はな工房）の２階客室を全室改装した場合と５室程度の改装に留めた場合、更に道の駅の整備

による集客効果を見込んだ試算とした。

　客室を全室改装し、客単価のアップと集客増を図り、２年目以降に収支改善を図ることを目指す。しかし、

客室を一部改装に留めた場合は、収支改善効果は限定的となる。

　道の駅を整備することで、皆楽公園エリア全体の利用者増を見込むことができるため、経済活動が活性化さ

れ、温泉施設等の運営、経営改善に大きく寄与する。



３　再整備に向けた検討項目の整理

　　3-1　再整備の目的及びコンセプト

　　3-2　道の駅が担う機能及び必要な要素
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　　3-3　月形町皆楽公園エリア再生可能エネルギー活用プラン



 3-1　再整備の目的及びコンセプト

（１）観光拠点の再整備

　　　皆楽公園エリアのＨＵＢ施設及び道の駅として再整備

（２）利用者サービスの向上

　　　ニーズに合わせた利便性の向上、新たな集客力の創出

（３）各施設との相乗効果による賑わいの創出

　　　外壁色の統一による連続性の創出や景観への配慮、施設内の賑わいがにじみ出す前庭空間の創出

（４）脱炭素社会にむけた施設整備

　　　再生可能エネルギーの活用

（５）老朽化施設の再生

　　　劣化が見られる施設の長寿命化及び建替えの検討

（６）管理経費の削減・効率化

　　　経営改善のための整備

再整備のキーワードは「適正化」・「明確化」・「コンパクト化」
　今後、道内全体及び月形町の人口が減少することが想定されているなか、施設の整備にあたっては、施設の

現状、町民や観光客のニーズなどを踏まえたうえで、計画地全体における連続性の創出や景観への配慮、長期

的視点に立った行政コストの平準化等を見据え、施設の「適正化」を行う。

　また、増築を重ね、建物ごとの改修を重ねてきたため、複雑な動線計画と内外装デザインの統一性の無さに

より、利用客への誘客効果や集客力が低下していると考えられる。そこで、複雑な動線を整理して「明確化」

し、機能及び施設を集約して施設を「コンパクト」にする。また、コストを圧縮し、既存施設を最大限利用す

ることで改修費用を抑える。また、熱源を比較検討して最適なシステムを選択し、光熱水費の縮減を図ること

で管理経費の「適正化」を行う。再整備の目的とコンセプトを「明確化」し、道の駅としても既存施設を最大

限活用しながら、観光、道路・公共交通、地域連携、情報発信の視点から整備を行うことで、月形町の観光と

交流の象徴とする観光拠点施設を目指す。
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　１. 再整備の目的

　２. 再整備の方向性

■月形にしかない「ひととき」づくりを皆楽公園から

　皆楽公園エリアに町民が日常的に訪れ、皆が楽しい「とき」を過ごすことのできる空間であるとともに、観

光客にとっても訪れてみたいと思う場所を目指す。月形町の特徴でもある「花」と「水辺の自然」をテーマに

皆楽公園エリアの独自性を活かしながら「リトリートな空間」※1 づくりのための再整備を進める。

　３. 皆楽公園ゾーン全体のコンセプト

　花エリア

水辺エリア

■花エリア

　月形温泉、ホテルなどの既存施設や、マルシェ、花直売、カフェ、アウトドアセンター、ＲＶパークなど今

後展開可能な事業やイベントで、構成された複合機能を想定し、外装や景観の統一化と共に、草花をテーマと

した自然景観のガーデンやデッキテラスを計画する。

■水辺エリア

　既存の「水辺の家」を皆楽公園のランドマークとして活用し、２階部分の展望デッキを、新たな景観スポッ

トとして計画する。また、現在の無料休憩スペースに石狩川右岸の歴史文化の展示スペースやセルフカフェ等

を整備し、皆楽公園エリアの付加価値を高める場所をつくることも想定できる。

水辺の家

※１
リトリートとは「仕事や日
常生活から一時的に離れ、
疲れた心や身体を癒す過ご
し方」のこと　



花 水辺の自然

月形町は以前から道内有数の切り花の生産地

であり、少量・多品種による花を全国に出荷

している花のまちである。しかし、今は時代

と共にニーズも少しずつ変化し、より多角的

視野での経営が必要とされつつある。

月形町は石狩川流域の右岸エリアとして、

今でも三日月湖を始め大小の沼や河川が存

在する。よって、水辺の自然景観が多く残

されている。また渡り鳥や野鳥、水辺特有

の動植物も多く、学術的にも貴重な自然を

有している。

花や水辺の自然は

人の心を癒しバランスを

ととのえる

月形らしさを表現する

女性

思いやり 愛の表現

感謝癒し

くつろぎ

心のケア

アウトドア

キャンプ アクティビティ

くつろぎ

癒し

心のケア

ふれあい 自然体験祝福

男性

月形温泉

ホテル
フラワー

＆
マルシェ

アウトドア
ステーション

森林や花をテーマとした

新たな露天風呂をつくる

と共に、飲食店も併設し

て利便性を高める。

地域の花や農産品直売、その他物販と花コーナー、

カフェを集積することで、賑わいをつくる。

「花」をテーマとした

複合施設

ＲＶパーク（キャンピングカー

エリア）を新たにつくり、さら

にアウトドアステーションとし

ての利便性を高めることで、売

上増加を図る。

花をテーマとした宿泊施設の充実を図り、周辺地域

からの客を増やしながら、多面的ニーズに対応。

（将来検討）

（計画的に整備）

 3-1　再整備の目的及びコンセプト
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　４. 町民保養センターの新たなイメージ戦略

　５. 施設コンセプト

■「花」をテーマとした複合施設

　ガーデンや植栽・デッキテラスなどで、花をテーマとした景観を演出する

■リトリートな空間づくり

　日々の忙しい生活から離れ自分だけの時間をもち、疲れた心や身体をリラックスすることで疲れを癒す



 3-2　道の駅が担う機能及び必要な要素
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　皆楽公園エリアにおける観光の中心施設として、温泉や宿泊、キャンプ場等への誘客、町のＰＲと観光情報

を発信する。また、既存施設を最大限活かしながら改修・整備方法を工夫し、皆楽公園の魅力向上及び町民保

養センター等の老朽化に伴う維持コストの抑制に努め、観光拠点である皆楽公園エリアのＨＵＢ機能の強化に

向けた再整備を図る。

□利用者サービスの向上

　２. 道の駅に必要な機能

□休憩施設機能
道路利用者の安全性、快適性の向
上と滞在時間の増加

リアルタイムな道路情報や観光、
地域の魅力発信による町のＰＲ

皆楽公園エリアを町の「顔」とし
て多世代が交流できる場

災害時の利用者等の避難所及
び備蓄品等の保管

２４Hトイレの整備

各種情報発信コーナーの新設
　歴史コーナー（樺戸博物館、旧ＪＲ札沼線）、
　地域情報コーナー（特産品、皆楽公園等）、
　災害・道路情報など

温泉、宿泊施設の整備

地震、雪害等の災害時の避難所の指定

□情報発信機能

□地域連携機能

□防災拠点機能

バリアフリー対応（ユニバーサルデザイン）

子育て支援機能の設置（授乳室など）

駐車マスの区画線整備

ＥＶ充電設備の整備

インバウンド向けにサインやインフォメーションの多言語表記

公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備

観光案内窓口の設置（フロント）

キャンプ場、パークゴルフ場の活用

体験農園の整備

町の特産品直売所

※２　改修が必要
※１　既存で既に満たしている

非常用電源設備の導入

備蓄品等の保管スペース確保

※
１

※
２

道の駅の基本機能
求められる機能

整備内容

　１. 道の駅の整備目的と内容

□周辺施設との相乗効果に
　よる賑わい創出

□老朽化施設の改修

□再生可能エネルギー利用
　を基本とした施設

□管理費の削減、施設運営
　効率化

□道の駅整備

温泉とホテルのフロント機能の集約と
利便性の向上を図る

温泉を中心に、観光、キャンプ等の利
用者の効果的な集客を図る

飲食サービス提供による皆楽公園エリ
アの集客を図る

利用者の安全と快適な入浴のため、浴
場施設を改修する

施設の長寿命化を図る

再生可能エネルギーの導入による管理
コストの削減を図る

温泉とホテルのフロント機能を集約
し、運営面の効率化を図る

ビジネスユーザーをメインとした宿泊
の創出を図る

保養センターや周辺施設との一体感を
図る

施設の長寿命化を図る

再生可能エネルギーの導入による管理
コストの削減を図る

客室増による施設の効率化を図る

バリアフリーの対応、情報発信コー
ナーの新設、Wi-Fiの整備、駐車マス
の区画線整備等を行う

Wi-Fiの整備、駐車マスの区画線整備
等を行う

温泉施設 宿泊施設項目
改修・整備の考え方

※３　新設
※
３
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　３. 「道の駅」整備方針（第３ステージ）
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　５. 道の駅としての整備

改修

従来通り
（道の駅機能なし）

新規
（道の駅機能あり）

　皆楽公園周辺施設として温泉施設や宿泊施設は、地域連携機能を有する既存施設として十分なポテンシャル

を持っていると考えられる。また財政状況や今後の公共施設の維持管理コストを考え、新たに大規模な施設を

計画するよりも、既存施設の改修により付加価値を高め、周辺施設との相乗効果による地域経済の活性化が期

待でき、観光誘客や観光消費の増加が見込める施設へと生まれ変わる。

　よって、町民保養センター等を中心とする皆楽公園エリアによる道の駅整備は有効であると考えられる。

（１）「道の駅を世界ブランドへ」

　　　多言語対応やキャッシュレスサービスの整備によりインバウンドへの対応を求めている。

　　　交通拠点ということも要素となっている。

　　　JNTA（一般社団法人日本旅行業協会）との連携もインバウンド対策になる。

（２）「新防災道の駅が全国の安心拠点に」

　　　防災機能を備えた施設整備として、地域防災計画に、温泉施設等が避難所等となれば、国と防災協定

　　　を締結することで、発電機や照明器具などの防災資機材を国負担で整備することも可能

（３）「あらゆる世代が活躍する舞台となる地域センター」

　　　子育て支援機能と整備として、道の駅整備の要件に「ベビーコーナー」設置が含まれている。ベビー

　　　コーナーとしては、授乳室、おむつや液体ミルクの自動販売機の設置などを求めている。

　４. 道の駅としての整備の有無と方法

新設

１ ３

２ ４

　施設や機能、設備を「新設」するか、既存を活かして「改修」するか、また道の駅としての機能を「新規」

整備するか、道の駅を特に意識せずに「従来通り」の既存の機能を活かすか、項目ごとに検討する。

□地域連携機能
・レストランの整備
・町特産品等販売施設（農産物直売所
　など）の整備
□休憩機能
・２４時間トイレの整備
・ＥＶ充電設備の整備
□子育て支援機能
・ベビーコーナー（授乳室、液体ミル
　ク等自動販売機など）の整備

□地域連携機能
・レストランの整備
・売店機能の拡充
・バリアフリー対応（ＵＤ）の改修
□休憩機能
・バリアフリー対応（ＵＤ）の改修
・２４時間トイレの整備
・ＥＶ充電設備の整備
・駐車マスの区画線整備
□子育て支援機能
・ベビーコーナー（授乳室、液体ミル
　ク等自動販売機など）の整備
□情報発信機能
・公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）の整備
・案内窓口の整備

□温泉施設
・Wi-Fiの整備
□宿泊施設
・エレベーターの新設
・テレワーク、ワーケーション向けの
　整備
・客室の増室
・Wi-Fiの整備

□温泉施設
・休憩エリア(１、２Ｆ)の改修、拡充
・利用者動線の変更
・エントランス、ロビーの拡張
・サイン（看板）の整備
・レストランの改修、再開
・脱衣所、浴場の改修
・屋根、外壁、内装、建具等の改修
・温泉１階のレイアウト変更、フロン
　ト機能の集約
□宿泊施設
・客室の改修(洋室仕様、トイレ、バ
　ス付)
・冷暖房設備等の更新
・サイン(看板)の整備
・屋根、外壁、内装、建具等の改修



月形町皆楽公園エリア再生可能エネルギープラン

 【施設概要】
親水公園（旧石狩川河川敷地）

温泉＆宿泊施設

レクリエーション施設（キャンプ

場、パークゴルフ場等）

農業体験

農産物加工施設

 【課題】
利用者の減少（人口減少、周辺類

似施設との競合など）

収益の減少

施設の老朽化、維持管理経費の増

大

人口減少及び地域経済の衰退

年間利用者数

128,000人（2019年）

（この10年で△55,500人）

183,500人（2009年）

町の観光拠点としての再整備と災害に対応した環境づくり

老朽化施設の改修／観光誘客／エネルギーの地産地消／ＢＣＰ強化

ＳＴＥＰ１

温泉及び宿泊施設の大規模改修

・内外装改修（長寿命化）

・設備改修（エネルギーシステムの

変更）

・防災機能の強化

ＳＴＥＰ２

キャンプエリアの整備

・オートサイトの増設

・トイレ等の改修

こども広場の整備

ＲＶパークの整備

ＳＴＥＰ３

公園エリア認知度ＵＰ

・道の駅の登録

・再生可能エネルギーによる関連

施設の運営

・再エネ利用の農産加工品開発

再生可能エネルギーの活用（太陽光発電・蓄電池）

ゼロカーボンシティ宣言（令和４年３月）
再エネ利用のモデルエリア→各公共施設への展開→脱炭素社会のまちづくり

温泉
宿泊施設 多目的アリーナ公衆トイレ・道の

駅

公園・キャンプ場

など

再生可能エネルギー

体験農園

農産物加工場

ＢＣＰ対応

【避難施設として位置付け】

・災害時（停電含む）入浴支援、避難所

・冬季における国道通行止の際の一時避難所

再エネ利用モデルエリア
～月形町皆楽公園～
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 3-3　月形町皆楽公園エリア再生可能エネルギー活用プラン

　１. 再生可能エネルギー活用プラン

　２. 再エネ利用モデルエリア
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