昼神温泉将来構想2027(仮称)素案のパブリックコメン結果
寄せられた意見等への対応一覧
阿智村
㈱阿智昼神観光局
意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

はじめに

「歩き・味わい・癒される魅力のある空間作
り」の視点がよいと思います。

１－１

地域経済の振興に大きな貢献を果たした
ことは確かですが、出湯により村民の健康
や温泉を利用するという心のゆとりの醸成
にも役だったのではないでしょうか。温泉文
化を根付かせることが、村民にとっての昼
神温泉になるというソフト面も大切に考え
ていきたいと感じました。

1

2

１－３

3

１－３

4

２－２
5

２－２

6

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

村の観光消費額は、やや上向きにあるの
に対して農業産出額は低迷しています。
観光産業の発展が必ずしも村の基盤産業
である農林業の発展と結びついておらず、
「村の循環型経済」が十分に機能していま
せん。
産業発展の地域差もでており、観光産業
が人口増に寄与している側面はまだ大き
いとは言えず、観光産業が村全体の産業
構造の中心に成り得ていません。
観光消費額だけでなく、投資額（民間の把
握が不可であれば行政のみでも）について
も記載すべきです。
消費額の大小も重要ですが、費用対効果
での判断も必要出はないでしょうか。
経過の中で、変化点があれば、正しく見極
めていくことが必要です。
昼神温泉名を他の観光地に置き換えても
通用する分析と思います。
昼神温泉に求められている顧客の価値観・
需要・ニーズについて、現旅館の現状等も
含めた現状・課題の分析が必要です。
ミスマッチがなぜ起きてしまったのかの分
析が欠かせません。
・昼神温泉の宿泊に魅力がない。経営資
源が備わっていない。先行投資ができない
事情（融資等）があった。
・温泉観光地としての魅力、インフラの整備
が図られていない。総合的な整備計画が
議論されてこなかった。
・村も多額の費用を要する温泉地の総合
的整備に躊躇してきた。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
平成30年11月の昼神温泉将来構想検討委
員会の答申の内容に沿って記載したもので
C
あり、その方向性で進めてまいります。

A

C

村民のための昼神温泉という視点を「１－
４」及び「５ 視点１まちづくり」に追記しまし
た。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論してまいります。
「５ 視点１まちづくり」に「新飲食店（東側
ゲートサテライト施設」や「産直市場」の配
置、「視点４しくみづくり」に「農観連携による
地域食材の安定供給や地産地消のしくみ
づくり」について記載しており、これらの取
組により、農観連携の取組を強化してまい
ります。

現状で投資額を評価できる適切な指標が
ありませんが、阿智村の観光投資額(決算）
を掲載しました。
A

C

いただいた御意見の主旨は、「４－Ⅳ」及び
「５章」に「前衛的なデータ活用」として記載
し、今後取組を進めていくこととしていま
す。
御意見の主旨を第３章に追記しました。

A

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

２－２－１

星空観光が宿泊客とりわけ連泊客増加に
結びついていません。
家族単位や友人グループ旅行者向けの観
光地づくりが重要と考えます。

２－２－１

団体旅行としての満蒙開拓館見学ツアー
は貴重です。修学旅行等を増やせば昼神
の宿泊につながります。

7

8

A

２－２－１

会社や労組、生協などの研修会や忘年会
などを誘致するには、南信州広域連合が
構想するアリーナとの連携も必要です。

9

B

２－２－１
10

２－２－３

11

２－２－３

12

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御意見の主旨を課題として記載していると
ころです。
C

団体客を前提とするのでなく、個人客の受
け入れを重視の視点がよいと思います。
※個人客の嗜好と阿智村の供給源の発掘
と分析の推進が必要。
「多様な体験型観光」を提供する視点が重
要です。
※地域の自然里山、生活・暮らし・歴史・
文化そのものが価値ある体験内容（観光
のための作り物でない本物の生活・自然）
「持続可能な社会の実現・・・・ユニバーサ
ルデザイン・・」の視点が必要です。
※〈例〉阿智校生のバリアフリーへの取り
組みなどは、障害者・高齢者に対する昼神
温泉の新しくかつ重要な可能性を示してく
れました。
このような姿勢、は温泉として高い評価を
受けると思います。
満蒙開拓記念館は、世界基準の阿智村マ
インドとして、全国・全世界に発信すべき価
値です。世界平和を希求する村民と研修
する施設とのコラボレーションは温泉の価
値やＳＤＧｓねらいとも重なります。
「修学旅行や各種団体の研修などでの利
用」が期待されます。
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C

昼神温泉にとっての満蒙開拓平和記念館
の存在については、「２－５－３」に整理し、
連携の必要性について記載しているところ
ですが、御意見の主旨をふまえ、「５ 視点２
ことづくり」に、「学習旅行の受入促進」につ
いて追記しました。
「５ まちづくり」に「イベントや会議の開催が
可能なコンベンション施設の設置」を記載し
ています。
南信州広域連合によるアリーナ構想につい
ても注視しながら、今後設置することとして
いる昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)
での議論に反映してまいります。
旅行スタイルの変化に確実に対応していく
ことが必要と考えます。
それに対応していくための、各種分析によ
る戦略の展開について「５－Ⅴ」に記載して
いるところです。
御意見の主旨の具体策について「５－視点
２ことづくり・視点３ひとづくり・ＳＤＧｓの推
進」に記載しているところです。

C

A

昼神温泉にとっての満蒙開拓平和記念館
の存在については、「２－５－３」に整理し、
連携の必要性について記載しているところ
ですが、御意見の主旨をふまえ、「５ 視点２
ことづくり」に、「学習旅行の受入促進」につ
いて追記しました。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

２－２－５

13

２－４

14

２－４－３
15

２－４－３

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

車を使用しない傾向は、特に都市部からの
旅行者に多いと思います｡都市では、早く
て安い公共交通が発達しており､移動が遅
くて税金､整備費用､車庫代等など払ってま
で所有することは、意味のないことが理解
できます。免許すら取得しない傾向もあり
ます。都会の若者は多くがネットで予約が
入り、交通手段の入力項目では、電車、バ
スの入力がかなりの割合を占めています｡
阿智村の中の移動手段がほぼ無い現状を
知っている私達は､車で来た方がより自由
で利便が良いことを知っています。
提示された経営危機について、当事者の
皆さんはどれだけ認識があるせしょうか。
「負のスパイラル」の真っ直中にいると経営
者、行政が理解しているかがとても重要で
あると思います。これが出来ていないと村
民はいつまでも他人事で関心を示さず、税
金を使うのに反対するでしょう。
観光客が減少する冬期について、周辺村
を含めた従来のスキー観光は地球温暖化
もあり大きな飛躍は期待できません。それ
に代わる冬期イベントの充実も求められま
すが、大きくは期待できません。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御意見の主旨を記載していることろです。
また、これを補完する方向性として、「４－
Ⅰ」及び「５－視点１」に「リニア駅からの二
次・三次交通の確保、交通ネットワークの
構築」を記載しているところです。
C

D

B

冬期は村民（さらには飯伊住民）が気楽に
安価に利用できる環境・企画を充実させた
らどうでしょうか。

16

B

２－４－３

冬期の村民水中運動会、通年の体育系
サークルの水中体力づくり、健康増進の水
中リハなど、温泉プールの更なる活用を考
える必要があります。

17

B
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本構想の主旨を広く周知することで、村民
の共通認識を図っていくことが重要と考え
ます。策定後には、シンポジウム等を開催
していく予定としています。

「５ 視点２ことづくり」に「繁忙期と閑散期の
ギャップを埋めるコンテンツの検討」として
記載しています。
御意見の主旨を参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)での議論に反映してまいります。
「５ 視点２ことづくり」に「繁忙期と閑散期の
ギャップを埋めるコンテンツの検討」として
記載しています。
御意見の主旨を参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)での議論に反映してまいります。
「５ 視点３ことづくり」に繁忙期と閑散期の
ギャップを埋めるコンテンツの検討」として
記載しています。
なお、プールのあり方については「５ 視点
１まちづくり」に記載したとおり、村民需要を
踏まえ、今後設置することとしている昼神温
泉将来構想推進委員会(仮称)での議論を
進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

２－４－４

18

３－１
３－２

19

３－３

20

３－５

21

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

負のスパイラルは決して誇張ではなく、旅
館経営者・行政・議会・金融機関等関係者
の間での共有し、どのように対処するかが
重要と思います。
１ 負のスパイラルからの脱出は困難。観
光温泉地としての開発には見切りをつけ、
村民福祉を主体とした温泉保養健康型の
充実を図る。
２ 現状で残ることのできる旅館や、新たな
経営者（全国チェーン店）等により縮小もや
むを得ない。
３ 現旅館経営者を主体とした、充実した
観光温泉地として再生させる。
等の選択肢が考えられます。
リニアは千載一遇のチャンスと同時に、大
きなリスクが伴います。
これまで昼神温泉が中京圏のお客様によ
り賑わっていましたが、関東圏から中京圏
がリニア新幹線で一つの圏内でつながり、
地元住民も、関東圏や中京圏に簡単に宴
会や旅行に行くことができるようになりま
す。中京圏のお客様にとっては、日光あた
りまでが旅行圏内になります。すなわち、
日光鬼怒川温泉や那須塩原温泉、石和温
泉、湯村温泉、下部温泉、駒ヶ根温泉、下
呂温泉の誘客に負けないような温泉街作
りが求められます。
「選ばれる存在」に関わる「こと・体験重視
の個人旅行」の視点がよいと思います。
これらの実現には、村全体の自然・文化・
歴史・暮らし等の参画が必要です。阿智村
全村博物館構想の中に魅力のある体験活
動を発掘し、温泉と全村博物館と各自治会
が繋がり体験（こと）を豊かにコーディネイト
することが、村全体の活性化にも繋がりま
す。
全国の直売所や道の駅が抱える課題は、
商品・特産物に魅力がないことです。季節
によって品切れを起こしたり、スーパーと変
わらずどこでも同じものが並んでいたり、B
級品ばかりが並んでいたりです。
農産品の集出荷直売施設は、温泉街に
とって喜ばしい施設ではありますが、その
生産体制・供給体制の10年後、20年後の
見通しはあるのでしょうか。新鮮で安く、安
定的に生産供給され、温泉街もその農産
品を使ってメニュー化していく体制づくりを
がなければ厳しいと思います。生産体制や
供給体制の７年後１０年後の見通し（生産
する人、生産する産物、運ぶ人）と年間出
荷計画の検討が必要です。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

御指摘の主旨を踏まえ、「３－２」に追記し
ました。

A

いただいた御意見の具体策について「５
視点２ことづくり」に記載しているところで
す。
C

C

御指摘は重要な視点です。
施設だけ整えても、商品の供給体制が整
わなければ意味がありません。
村内産農産物等を、年間を通じ継続的に供
給できる体制が必要となるほか、これら農
産物を味わえる食の提供もセットで計画し
ていくことが求められ、その主旨を「５－視
点３ことづくり、視点４しくみづくり」に記載し
ています。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

３ 検討委 働き暮らす人々が満足できる地「住んでよ
員会答申 し、訪れてよしの地」の視点が良いと思い
書
ます。
22
温泉の発展は、観光者との関係だけでな
く、ＳＤＧｓの視点からも村民の満足と繋が
りを不可欠と考えて進めたいものです。
３ 検討委 「村内公共交通のハブ化」の視点がよいと
員会答申 思います。
書
村の価値あるひと・こと・ものとの繋がりを
効果的にすることで、温泉の宿泊客の豊か
23
な体験をサポートし、コーディネイトします。
観光のプラットホームの場としての機能も
有するものです。
３ 検討委 都市部が通勤圏内になることで、地元労働
員会答申 者の流出が懸念されます。労働者の確保
書
がより一層困難な状況になり、低賃金に支
えられていた昼神温泉は、高賃金雇用へと
徐々にシフトしていくことが予想されます。
24
旅館経営・飲食店経営にとっては、ロボット
化・省人化することが難しい業種ですの
で、温泉郷として従業員を確保していく施
策が必要です。
３ 検討委 建物の整備には、周辺の自然環境に合わ
員会答申 せ・・・とありますが、現行の温泉郷を見て
書
みると、建物の色調はパステルカラー（淡
い、ピンク・オレンジ・グリーンなど）の温泉
施設が並び、バスも派手な旅館バスが往
来しています。コンビニエンスストアや看板
25
もあります。
景観条例を制定しなければ、統一した和の
基調は図れません。色、樹木、車、店舗、
看板など景観条例制定の一言を入れるこ
とを要望します。
３ 検討委 和を基調とした環境をテーマとした温泉地
員会答申 づくり、和の情緒豊かな温泉街といいなが
書
ら、一方で、後半には「コワーキングスペー
ス」や「コンベンションホール」、「セントラル
キッチン」など、ビジネス的でカタカナの近
26
代的な設備を求めています。また、先進的
なエコの車やSDGｓなど、調和が難しい課
題を自ら作っているように思います。
理想とする観光客のターゲットが定まって
いないように感じてしまいます。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想の策定にあたっては、昼神温泉将
来構想検討委員会の答申の内容を基本と
したほか、新たな視点としてＳＤＧｓの推進
C を掲げているところです。

C

本構想の策定にあたっては、昼神温泉将
来構想検討委員会の答申の内容を基本と
し、交通のハブ化(ネットワークの構築）につ
いては、「４－Ⅰ」、「５ 視点１まつづくり」に
具体策を記載しているところです。

人材の確保と育成は昼神温泉の将来に
とって重要な課題です。
御意見の主旨を踏まえ、「５－視点４しくみ
づくり」に追記しました。
A

景観への配慮については「５ 視点１まちづ
くり」に記載し、今後設置することとしている
昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)で、い
ただいた御意見を参考に議論を進めてまい
ります。
B

D

「和」が、御指摘のカタカナ用語やＳＤＧs等
の方向性と必ずしも相反するものではなく、
調和は可能であると考えます。
ターゲットについては、本構想では、広く世
界から選んでもらうことを目指しており、そ
のためには、総論として、多様な価値観に
柔軟に対応していくことが重要と考えてい
ます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

３ 検討委 少子高齢化の人口動態の中では、おのず
員会答申 とマイカー需要は少なくなっていきます。花
書
桃の時期だけ渋滞する昼神温泉の状況下
で、駐車場を有料化することには反対で
す。花桃の時期以外は無料を続けること
で、マイカーによる来訪を促し、相対的に
27
旅館のバス送迎を減らすことが重要と考え
ます。
また、その収益が観光局等の予算に組み
込まれるとすると、「マイカー来場者に関わ
る整備」の財源として活用されることが不
明瞭となります。
３ 検討委 女性目線を意識したまちづくりには賛成で
員会答申 すが、漠然とした「好奇心」「美と健康」「食」
書
「情緒的な感覚」では、全く記載していない
のと同じです。女性の好奇心を満たすため
の施策は何なのか、女性の求める「美と健
康」、「食」、「情緒的な感覚」とは何なのか
28
を記載し、温泉街としてのベクトルを合わ
せてから、温泉街づうりや景観作づくり、コ
ンテンツづくりに挑むべきです（例：美と健
康を意識した座禅によるこころの調和、薬
膳料理・ダイエット料理の開発など）。
３ 検討委 「専門知識を有する人の協力」とあります
員会答申 が、本来のまちづくり、温泉街づくりは「自
書
分たちの知恵と汗」につきます。
高額なコンサルタント料や給与で委嘱した
ところで、「政策は自らで考えて下さい」に
なることが懸念されます。
29
まずは、「専門知識を有する人」は具体的
にどのような人を指しているのか。また、予
算を含めた事業執行権がプロジェクトチー
ムにどのように帰属するのか明確にするべ
きです。
３ 検討委 昼神温泉が今後も発展していくためには、
員会答申 他地域との差別化が重要で、それなくして
書
は集客が望めず、努力や投資が無駄に終
わります。
半世紀発展し続けてきた昼神温泉を、30年
先、半世紀先の子どもたちに残し、受け継
30
いでいくために、どのように差別化すべき
なのかの掘り下げが必要です。
その上で、道路やバスターミナル、賑わう
建物などのインフラ整備に取りかかってく
ださい。
４

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
駐車場を含めた温泉郷の中心部の村所有
施設等の再整備の方向性について、今後
設置することとしている昼神温泉将来構想
推進委員会(仮称)での議論を進めてること
としており、運用方法についても、いただい
た御意見を参考に検討してまいります。
B

B

D

B

「世界水準」とは何を目指すのでしょうか。

31

A
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対応策として、具体的施策まで踏み込めて
いないものがあることは御指摘のとおりで
す。また、「おわりに」で触れているとおり、
本構想に記載されたことが全てだと考えて
はいません。現時点での認識不足や足りな
い施策もあると思います。
本構想をたたき台として、今後、関係者の
参画により設置することとしている昼神温
泉将来構想推進委員会(仮称)による具体
策の議論が不可欠と考えています。
昼神温泉将来構想検討委員会における検
討当時から、有識者にアドバイスをいただ
きながら進めてきた経過があります。今後
も状況に応じて様々な立場の方々に関わっ
ていただくことは必要と考えます。御指摘に
ある高額で無意味なコンサル料とならない
よう、御意見を踏まえて進めてまいります。

御指摘のとおり「他地域との差別化」は重
要な視点であり、本構想においては、「２－
５」に昼神温泉の強み、「第３章」に今後訪
れるリニアの優位性や懸念事項を踏まえ、
「５章」で、これらを踏まえた施策展開につ
いて記載しています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

観光産業・宿泊業の基本として、国の内外
を問わず訪れていただける全ての方々に
分け隔て無く、おもてなしの心による精一杯
のサービス提供をベースに置くことが基本
であり、その上に世界に誇れる観光資源や
取組で認知されことが必要だと考えていま
す。その主旨を追記しました。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

４

客の顔が見えません。若い人、老人誰を
ターゲットとするのでしょうか。

４

環境保全活動に取り組む姿勢には「差別
化」として大筋賛成します。しかし、その環
境保全活動とは何なのか、どこまでやるの
か見えません。
環境保全活動には、公的な予算と莫大な
手間、事業者のコスト、規制が必要です。
環境保全活動にはコストがかかることを明
示し、その財源も記載すべきと考えます。
財源なき環境保全活動は、絵に描いた餅
です。

32

33

４－３

34

５

35

今の昼神温泉で働く人々だけでなく、阿智
村、南信州全体、民間、行政においても、
昼神温泉に対する認識が高いとは言えま
せん。住民一人一人の意識やホスピタリ
ティーをどうやって高めていくのか考える必
要があります。
文章にするのは簡単ですが、実行は難し
く、それが実現できてこそ「世界水準」「世
界の先進国」としてアピールできるのでは
ないでしょうか。
５つめの視点として「自然づくり」を加える
のはどうでしょうか。
「日本一の田舎」の創造
・「まち歩き、そぞろ歩きの誘引」を村全体・
村周辺に拡大するため、魅力的な自然環
境を充実。自然の小動物・植物と触れ合え
る環境づくり。
・自然を「守る」から「創る」へシフト。昆虫を
捕るなどの「ことづくり」も重視。
・河川水の浄化、田畑や森林の消毒剤・嚢
中剤の制限など村全体の徹底した環境対
策の実施。
・水車小屋や囲炉裏屋敷の設置や電線地
中化など景観にも配慮。
・水車による小規模発電など自然エネル
ギーの開発の推進。30･10運動など食品ロ
ス削減の推進。
・自然動植物の育成・保全への小中高校
生の参加と動植物保護の専門家等の協
力。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
必ずしもターゲットを限定するのではなく、
多くのニーズに対応するため、データの活
用や分析により、それぞれの客体に合わせ
D
たサービスや施策を戦略的に展開していく
ことが必要と考えています。

D

環境を重視した事業展開にはコストがかか
ります。それ故に進展しないというのが実
態とも言えます。
そのため、ここでは問題提起に止まり、具
体的にこれを実施するというところまで、記
載できていないのは御指摘のとおりです。
なお、本構想では、議論の土台に上がる事
業が矮小化されてしまうため、基本的に財
源については触れない構成としています
が、環境に関しては御指摘の主旨も踏まえ
「５－視点４しくみづくり」で「ふるさと納税・
クラウドファンディング等による資金調達」
に触れているところです。
本構想の主旨を広く共有し、意識を高揚し
ていくことが必要と考えます。今後も、シン
ポジウムの開催等を通じ本構想の普及に
努めてまいります。

D

自然や環境の保全については、「２－３－
１」、「４－Ⅲ」、「５ 視点１まちづくり」、「視
点４しくみづくり」のほか、「ＳＤＧｓの推進」と
して、課題や具体策として記載しているとこ
ろです。「自然」を「つくる」という視点につい
ては、少し議論が必要と考えており、今後
設置することとしている昼神温泉将来構想
推進委員会(仮称)での議論に反映してまい
ります。
B

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 具体策には優先順序も付けていかなけれ
り
ばならなと思います。先ずは民間ではなく
行政が行うのですから、インフラストラク
チャーの整備を前面に掲げるべきかと思い
ます。
36
行政はここまで、ここからは民間活力を利
用、民間の役割は商店街の形成など、行
政と民間の役割分担を明確化したほうが
良いです。
５ まちづく まちづくりに関する提案です。
り
・鋼製フェンスでなく木製・石材・樹木を使
用。
・看板も景観に配慮した木製等とし、高さ、
大きさ、色の制限。
・コンクリートの露出、使用は控え、石積み
37
に統一。
・ホテルの駐車場を昼間は開放。
・ホテルのロビーではカフェ営業し、庭園な
どへの出入りを自由化。
・地域性のある樹木等を植樹。
・お客様の導線を意識。
５ まちづく レストラン・ショップ等に関する提案です。
り
・食堂（レストラン）・・・グルメ志向、人気メ
ニューづくり、川魚、そば
38
・ショップ・・・地ビール、ジュース、ハム、
肉、スイーツ、果物等
・阿智、昼神コレクション（ブランド）づくり

39

５ まちづく 中心部の再整備については、現存の事業
り
者や従業者への対応について具体的にす
ることが必要です。
鶴巻荘、智里東農事組合、朝市組合、ひる
がみ茶屋等の営業への補償を考える必要
があります。

５ まちづく キオスクの意義と経営内容について、村民
り
が納得できる説明がないと理解が得られ
ないと感じます。
キオスク～もののけ～ひるがみ茶屋～寿
楽園を一帯として捉えて検討し、朝市は、
広場でなく街道とすると、歩く人の楽しみが
40
演出できると思います。
星空一辺倒の視点では、この先何年続く
が疑問があります。
現在でも、星空より朝市の方が多く楽しん
でもらえ、リピーターが多いことを承知いた
だきたいです。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
インフラの整備はあくまで手段であって、目
的は魅力ある温泉郷の創出です。ソフト面
を踏まえた上での整備が重要であり、今後
設置することとしている昼神温泉将来構想
推進委員会(仮称)での議論を進めてまいり
B
ます。役割分担については、６－１で整理し
ています。

いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
B

B

B

本構想では、過去の経過を踏まえ、民有地
の活用には踏み込まず、原則として村有地
と村有施設の再整備に限定した内容として
います。まちづくりの具体的な整備計画に
ついては、関係者間でこれら施設の具体的
再整備のあり方について、さらに検討を進
める必要があると考えており、本構想に示
した方向性をたたき台として、今後設置す
ることとしている昼神温泉将来構想推進委
員会(仮称)での議論を進めてまいります。
まちづくりの具体的な整備計画について
は、街歩きを楽しめる施設の分散配置や温
泉郷中心部に賑わいを創出することが重
要と考えます。本構想に示した方向性をた
たき台として、今後設置することとしている
昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)での
議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 昼神温泉全体が良い方向になるために
り
は、もっと規模を大きくしないと駄目だと思
います。

41

５ まちづく コワーキングスペースは、観光客が仕事す
り
るスペースですか。
はやりに乗っかるのは面白いですが、ビジ
ネスマンが昼神に来て、宿に入らず仕事す
るイメージがつきません。せいぜい喫茶店
で待ち時間にノートパソコンで仕事するぐら
42
いでしょうか。誰が昼神に来てコワーキン
グスペースを利用するのかを示す必要性
を感じます。
有料ですか無料ですか。結局ムダな投資・
スペースに終わらないでしょうか。
５ まちづく 観光局の事務所機能が中心に必要な理由
り
は何ですか。
役割としては、ソフト事業の展開、コンテン
ツ・サービスの企画開発提供とあります。こ
43
の言葉を読むと、中心にある必要性は感じ
ません。

５ まちづく 一体的施設運営とは、運営を一体にすると
り
いう意味でしょうか。農産物直売やそば
屋、食材供給施設、宴会場、コンベンション
ホールなど、観光案内所など、お客様が必
要とする時間、働く時間、営業時間はバラ
44
バラであるのに、効率化を図った一体的な
運営がきるのでしょうか。結局、建物は一
体だけど、責任ある方がそれぞれに置か
れ、実質の運営はテナントごとにならない
でしょうか。
５ まちづく 規模拡大のため、グランドホテル、昼神茶
り
屋などの事業店舗の代替移転、国道から
の道路拡幅のために入り口付近の住居の
代替移転、湯ったり～なが使用している駐
車場の取得、場合によっては、むらさわの
代替移転なども検討してみてはどうでしょう
か。
45
移転先は、朝市広場やその駐車場などと
すれば、中心地に近接した好立地になりま
す。30年、50年勝ち続ける温泉地になるた
めには政治判断が必要です。中心地に、
人が来るコンテンツ、賑わいを創造して下
さい。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想では、過去の経過を踏まえ、民有地
の活用には踏み込まず、原則として村有地
と村有施設の再整備に限定した内容として
います。まちづくりの具体的な整備計画に
ついては、関係者間でこれら施設の具体的
再整備のあり方について、さらに検討を進
B
める必要があると考えており、本構想に示
した方向性をたたき台として、今後設置す
ることとしている昼神温泉将来構想推進委
員会(仮称)での議論を進めてまいります。

D

D

B

B

一定期間、昼神温泉に滞在しながらテレ
ワークをおこなう、ワーケーションやリゾート
ワークの需要を取り込むものです。
一案として、各旅館ではなく共用スペースと
して整備し、有料で運用ていくことが想定さ
れます。コロナウイルスの感染拡大により、
テレワークの需要は着実に拡大すると考え
ます。

観光局が誘客のための企画やイベント運
営のみを行う組織であれば、昼神地域にあ
る必要も無いと言えますが、やはり直接観
光局の皆様に相対しコミュニケーションをと
りながらのご案内やおもてなしを行う業務も
担っており、多くの方が集う、分かりやすい
場所に配備されることが必要と考えていま
す。
施設を一体と捉え、統括的管理・運営する
ことを想定しています。ただし、施設全般に
わたって、管理者が直接営業をするという
意味ではなく、施設によってはテナントとし
て他の事業者に運営いただくこともあるも
のと考えます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
本構想では、過去の経過を踏まえ、民有地
の活用には踏み込まず、原則として村有地
と村有施設の再整備に限定した内容として
います。民間施設の移転・再整備について
は、関係者間でこれら施設の具体的再整
備のあり方について、さらに検討を進める
必要があると考えており、本構想に示した
方向性をたたき台として、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく イメージ図には、現朝市広場の建物は掲
り
載がありませんが、解体するのは勿体ない
のでそのまま活用したほうが良いと思いま
46
す。

５ まちづく 「リニア効果」をどう再生の起爆剤とするこ
り
とができるかどうかが決め手です。10年間
の中期計画とリニア開通までの7年の短期
計画が必要です。
ランドマークは絶対的なものとし、細部につ
47
いて早期に決定し、リニア開通1年前の完
成が欠かせません。
既存施設の解体は手続き次第で前倒しが
可能と考えます。
５ まちづく 村は、道路整備とバスターミナルの整備を
り
担い、道路は歩車分離し花桃と木陰を提
供する街路樹を整備します。バスターミナ
ルは地域交通との乗り換えが容易なものと
し、駐車場の整備を一体として行います。
道路、バスターミナル、駐車場以外の村有
地は、民間での活用を促し、飲食店や直売
48
所などを充実させます。用途に応じて定期
借地契約の期間や地代の設定に優遇が
必要です。周辺民有地も本趣旨に則った
開発を行う場合、一定期間の固定資産税
や法人所得税に優遇措置を設けます。
また、地域交通のハブ化を進めるなら診療
所と保育所は必須と考えます。
５ まちづく 阿智村には、観光の資源となりうる場所が
り
たくさんあります。それらが都会のように利
便の良いインフラで結ばれていたり、温泉
地なら、城崎温泉、有馬温泉、野沢温泉、
草津、別府のように狭い地域にあり歩いて
49
周遊できるなら良いのですが、阿智村では
広い範囲に分散しており、徒歩での周遊は
難しい現状があります。台数が少なくて高
いタクシー、本数が極端に少ないバスを利
用せざるをえない状況です。
５ まちづく 車離れと言われますが、南信州は、基本
り
的には車による観光地という現状がありま
50
す。リニア２次交通は何をどのように想定
するのでしょうか。
５ まちづく 広域周遊には、温泉郷と観光地を結ぶ必
り
要があります。温泉郷内にターミナルを設
置して、高速バス、路線バス、コミュニ
51
ティーバスの交通のハブになるように、駐
車場・カーシェアリング・レンタカーの基地と
して整備は是非実現して欲しいです。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想に示したたたき台では、現朝市の広
場は、自家用車やレンタカー等の駐車場等
としての活用を想定しています。
B いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
B

温泉郷中心部の再整備の方向性について
一定の考え方を提示しているところです
が、具体的な整備案については、いただい
た御意見を参考に、今後設置することとし
ている昼神温泉将来構想推進委員会(仮
称)での議論を進めてまいります。
B

御意見の主旨については、その具体策とし
て、「交通ネットワークの構築や交通ターミ
ナル機能の整備、各種移動手段の配備等」
を記載してしているところです。
C

D

ここでの２次交通とは、リニア駅から昼神温
泉への結節を指します。バス、タクシー、レ
ンタカー等が想定されます。

B

御意見の主旨については、その具体策とし
て、「交通ネットワークの構築や交通ターミ
ナル機能の整備、各種移動手段の配備等」
を記載しています。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく ２次・３次交通ハブ機能としては、バス、
り
シャトルバス、旅館送迎バス、タクシー、レ
ンタカーが考えられます。ハブ機能の機能
とは何を指すか補足が必要です。
乗り換え発着場（バス、シャトルバス、送迎
バス、タクシー、レンタカー、待合室、売店・
52
喫茶店、トイレ、ベビールーム、更衣室、コ
インロッカー、運転手控え室（仮眠室）、
シャワールーム、自販機、待機駐機場、洗
車場、ガソリンスタンド、電気スタンド、ガス
スタンド）など
５ まちづく 観光客だけのためではなく、村民や一般の
り
方々も普段の移動手段として有効利用で
きるような交通システムとすることを望みま
す。
自家用車を持たない個人客が、自由に村
内を往来するためには、主要都市からの
バス運行だけでなく、村内巡回バスの充実
も不可欠です。日曜祝日、年末年始の運
休の解消、観光地への往復の保証は、村
53
民へのサービス向上のためにも是非実行
してほしいです。
ただし阿智村がMaaSの導入を検討するの
は、複雑な交通網があるわけでもなく、あ
まり意味がないように思います。逆転の発
想で、時刻表を見ながら村内バスに乗ると
いう体験を、阿智村らしさとしてのアピール
にしていけばよいかと思います。
５ まちづく 大枠で申し上げて規模が小さすぎます。必
り
要な機能とスペースを算出してから、その
面積に合うようにレイアウトすべきです。
道路は細いですし、バスターミナル主体の
開発にしては、全くハブ機能になっていま
せん。バス停車場３台は少なすぎます。送
迎バスは発着できないし、タクシーの待機
場所はどこでしょうか。
54
15分ごとに同じ方面行きのバスが次から次
へと来るなら、一時的に待合室で待ってて
もらって、バス亭は交代でバスを入れれば
いいかもしれませんが、これでは各方面へ
の乗り継ぎができません。特に繁忙期には
２台同時運行も考えられます。再考をお願
いします。
５ まちづく 「ハブ交通機能」は、一日何台のバス等の
り
発着を想定しているのでしょうか。リニアが
開通することで、過度な期待は無用です。
55
むしろ足りない程度で充分です。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想での交通ハブ機能は、各種交通手
段の結節点となる機能を想定しています。
御指摘いただいた施設の整備が考えられ、
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
B

いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論してまいります。
なお、Ｍａａｓの検討は、阿智村内に限った
システムではなく、首都圏や東海・関西など
からの交通手段や各種サービスを一括で
手配できることを想定したものです。
B

B

D

昼神温泉の中心地に、バスが一定の時間
止まる環境を用意することは、物理的に困
難だと考えます。
ここで想定するバスの停車は、乗降時に限
り、バスの待機所については、別途離れた
場所に配備し、運行時間に合わせて乗り入
れる形で運用していく必要があると考えて
います。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

休む間もなく車両が乗り入れる状況を想定
したものではありません。リニアのダイヤに
合わせたリニア駅との往来バスやタク
シー、名古屋や他の観光地への高速バス
等が考えられます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 大型バスがどんどん来るなどという時代で
り
はないのでコンパクトな整備でよいと思い
ます。福寿草バスのようなかわいい小型バ
スが、四季折々、お客さんを乗せて各地を
56
ころころと走り回る光景がよいです。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
2-2-1で記載しているとおり、観光の主流は
団体から個人へ移行しており、大型バスが
絶え間なく乗り入れる状況はないことを前
提としております。
B
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

５ まちづく バス停については、イベント広場、天心駐
り
車場、観光センターも含め考えたらどうで
しょうか。
57

B

５ まちづく 鶴巻荘の前ではなく、湯ったりーなの駐車
り
場をバス停にしたらどうでしょうか。
58

B

５ まちづく 鶴巻の西側に道路を取り付ける案は鶴巻
り
の土地の活用を狭くする莫大な費用がか
かるため、現在の道で再考してください。
59

B

５ まちづく 二次交通の整備は、最重要課題と考えま
り
す。
リニア建設や残土処理の対価として、ＪＲ
60
東海に長野県駅、昼神温泉、岐阜県駅の
交通網の整備を要望すべきと考えます。
５ まちづく サイクルツーリズムの推進自体は賛成で
り
す。歩行者、自転車の安全を確保するため
にも歩道、自転車専用道路の整備を阿智
村全体で推進し、村全体を観光客が安全
で自由に行き来できるようにしてください。
また、そのための村内各地の観光主要地
61
点での中継地、レンタル場所、乗り捨て場
所などの設置は必要不可欠だと考えます。
自転車レンタルだけできるようにして、その
ほかのことをしないのでは意味がないの
で、徹底して実行してください。
５ まちづく 料金を徴収する駐車場には反対です。昼
り
神の印象を良くするために無料にしてくだ
62
さい。
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D

交通のハブ機能には、バス停だけでなく、タ
クシー、レンタカー等への乗り換えを想定し
た施設整備が必要です。
本構想では、民有地の活用については踏
み込んでいませんが、いただいた御意見も
参考に、今後設置することとしている昼神
温泉将来構想推進委員会(仮称)での議論
を進めてまいります。
温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能が必要
と考えたものです。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
本構想に示したたたき台は、温泉郷中心部
に賑わいを創出するため、中心部への交
通のバブ機能の配置と、スムーズな車両の
流れを考慮したものです。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
御意見の主旨については、今後、県、広域
連合、各市町村の協議の中で検討がされ
るものと考えており、これらと連携してまい
ります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論してまいります。

B

B

いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 阿智村民が行きかい、村民自身も満足で
り
きる温泉街を目指すのであれば、村民の
足が向かなくなる駐車場の有料化は避け
63
るべきです。花桃の時期など混雑する時期
のみ有料化したとしても、普段は無料での
開放を希望します。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論してまいります。
B

５ まちづく 駐車場を温泉地外で確保すれば、景観や
り
施設の配置にゆとりができます。昼神上段
の協力を得られないか検討ください。
64

65

B

５ まちづく 歩道整備をしてください。
り

B

５ まちづく 「まち歩き・そぞろ歩きを誘引する環境整
り
備」の視点について、智里東地区は、まさ
に地元として、ふれあいロードの環境整備
や、網掛け山・東山道などの整備を続けて
66
います。今ある価値に目を向け、見直し、
取り組み、さらに価値を伝える誇りが自治
会の喜び、ホスピタリティーとなると考えま
す。

67

５ まちづく 「２泊目外食を」と言えるような郷土料理、
り
居酒屋風のお店ができることが必要では
ないでしょうか。ホテル内で完結ではなく、
エリアを楽しむという発想が欲しいです。

B

C

５ まちづく 食べ歩きできるよう、田舎の味などのお
り
しゃれな店が必要です。
68

C

５ まちづく 体験型観光を提供するための体験館を
り
造って欲しいです。
・阿智村の郷土食を自ら作り・食べ・楽しさ
69
のを体験（例 そば、御平餅等）。
・阿智村の歴史・文化・風土の体感
・村民と観光客との交流
５ まちづく 城崎温泉のように、歴史があり、浴衣姿で
り
外湯めぐりが出来る情緒ある温泉街もいい
70
ものです。環境整備の参考になると思いま
す。
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B

B

温泉郷中心部の再整備のイメージ図に記
述しているとおり、国道256号沿いの利活用
も検討することとしており、ただいた御意見
を参考に、今後設置することとしている昼神
温泉将来構想推進委員会(仮称)での議論
を進めてまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
地域住民の皆様と共にまちづくりを推進す
ることが重要と考えており、いただいた御意
見を参考に、今後設置することとしている昼
神温泉将来構想推進委員会(仮称)での議
論を進めてまいります。

いただいた主旨については、「まち歩き、そ
ぞろ歩きを誘引する環境整備、中心部の賑
わい創出のための機能の効果的配置」な
どのほか、「視点２ことづくり」に、「地域食
材を活用した食の提供やご当地グルメの検
討、食べ歩きの楽しい観光地」として具体
策を記載しているところです。
いただいた主旨については、「まち歩き、そ
ぞろ歩きを誘引する環境整備、中心部の賑
わい創出のための機能の効果的配置」な
どのほか、「視点２ことづくり」に、「地域食
材を活用した食の提供やご当地グルメの検
討、食べ歩きの楽しい観光地」として具体
策を記載しているところです。
体験型観光については「視点２ことづくり」
に記載しています。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 西側ゲートと東側ゲートのサテライト機能
り
（衛星機能）とは何でしょうか。観光局の果
たす役割が「単なる飲食店土産店」でない
ことを補足すべきです。観光案内は７年後
にはスマートホンで事足りる時代ですし、
道案内ならカーナビもあるしスマホもある
ので不要です。
税金で運営している以上、その飲食店舗、
71
土産店舗が赤字になっていないかの検証
が必要です（空き店舗対策として多少の赤
字運営なら賛成です。）
また、観光局の移転配置は、どんな役割を
果たすために必要なのか見えません。７年
後の観光局が果たす役割について整理が
必要です。
５ まちづく セントラルキッチン化を提案します。
り
A想定：夕食・朝食などのメニューのうち、
どの旅館・飲食店舗でも共通したものを数
品提供。拘束時間が長い板さんの労働環
境改善のために、共通の食を提供する環
境を設け、機械化とパートさんの活用によ
72
る質の高い料理を提供。旅館街の中央で
ある必要はない。
B想定：湯ったり～な、鶴巻、中心飲食店舗
のメニュー共通化、バイキング化
C想定：コンベンション用のセントラルキッチ
ン
５ まちづく 自然環境を守ることは、美しい星空を守る
り・しくみづ ことに直結します。リニア工事に伴う自然
くり
破壊はしっかりと阻止し、「日本一の星空
の村」から「日本一の星空を守る村」へ発
73
展させることが重要です。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
既存の村有施設の再整備により中心部に
一定の賑わいを創出するとともに、一方
で、拠点を分散配置し、まち歩き・そぞろ歩
きしたくなる環境を整えていくことを重視し
ています。宿泊客だけでなく多くの人が集
い、周遊する環境を整えるため、点在する
空き店舗のリノベーションにより観光局が
運営を軌道に乗せ、いずれは運営を民間
D
に委ねていく構想です。
単なる店舗ではなく、観光局ならではの機
能を果たす必要があると考えており、単に
パンフレットの陳列にならない情報発信の
場としていくことが必要です。
観光局の担う役割については、「６－２」に
記載しています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

C

５ まちづく 阿智川を利用した小型発電機の開発で街
り
灯などの電気を補うほか、太陽光発電も検
討されてはいかがでしょうか。
74

B
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リニア工事の実施に当たっては、別途リニ
ア対策委員会等の運営を通じて、御意見の
主旨に沿った対応を求めているところで
す。
また、日本一の星空を標榜する阿智村の
方向性については「４－Ⅲ」に記載していま
す。
CO2フリー電力の活用促進について、「視
点４しくみづくり」に記載しているところで
す。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 世界基準に配慮した開発、運営とあります
り
が、「温泉郷の世界基準」とは何でしょう
か。SDGsの事でしたら意味は理解しまし
た。
環境に配慮した施設・設備の導入とありま
すが、現在の温泉施設では化石燃料を
使ってシャワーや厨房などの水や温泉を
温めています。
理想論としては素晴らしいですが、電気は
遠方で火力発電をした電気を使用していま
75
すし、太陽光発電のソーラーパネルを製造
するにも、発電するエネルギー以上の電気
を使用して製造しています。転換するコスト
は事業者が負担するのでしょうか。それと
も「検討」だけでしょうか。そもそも検討に値
するかどうかの見通しを述べるべきです。
化石燃料を大量に焚いている横で、電気
自動車走らせてクリーンな温泉郷とPRする
事を考えているのであれば、辞めた方が良
いと思います。
５ まちづく 現在、飯田市の文化会館も老朽化のほ
り
か、収容人数や駐車場の少なさで大きなイ
ベントを呼ぶことが出来ません。昼神温泉
内には200名規模のスクール式会議会場も
76
ありません。十分な駐車場を完備し1000名
規模の大型イベントが出来る施設を行政
連携で早期に作って欲しいです。
５ まちづく コンベンションホールには、①展示会や見
り
本市などができる天井の高いコンクリート
床のホール ②大小のいくつかの会議をす
る絨毯床の会議室が必要です。大型トラッ
クが10台程度は寄り付ける搬入口を備え、
会議室はパーテーションの区切り方で大小
の会議ができる２階以上のフロアとなるで
しょう。コンベンションホールを作るのは大
77
賛成ですが、果たしてこの土地面積で可能
か疑問です。場所の再考が必要です。もち
ろん来場者へ食事を提供する場所も必須
です。
また、土砂災害等の万が一の避難所として
の活用を考えたときには、最低２F以上の
高さが必要です。
６ まちづく 多目的広場については、活用方法を検討
り
する必要性を感じますし、ハザートマップが
78
示す5ｍの浸水が予想される場所への計
画は熟慮が必要と考えます。
５ まちづく 防災機能とは、防災倉庫の事ですか。避
り
難所のことですか。
コンベンションや日帰り温泉があれば避難
79
所は不要です。掘り下げた「機能」を明記
すべきです。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
環境に優しい運営を全てに渡って実現でき
れば理想ですが、御指摘のような状況が現
実です。一朝一夕に実現できることではあ
りませんが、そこで止まってしまえば、未来
はないというのが本構想の問題提起です。
実現可能なところから、段階を踏んで転換
していく姿勢が重要と考えます。

D

B

B

B

D

大型イベントに資する施設整備は南信州広
域連合での議論を注視してまいりますが、
本構想では「イベントや会議の開催が可能
なコンベンション施設の設置」として記載し
ております。今後設置することとしている昼
神温泉将来構想推進委員会(仮称)での議
論を進めてまいります。
本構想では、「コンベンション施設」と記載し
ていますが、その具体像や規模には踏み
込んでいません。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
だだし、数千人規模の集客を前提とするよ
うなホールは必要ないものと考えます。

いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
通常は会議やイベントで活用するコンベン
ションション施設として活用し、災害時に
は、一時避難施設として活用することを想
定したものです。そこには一定の備蓄も
行っていく必要があるものと考えます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 「災害時の備えとして一時避難施設を整備
り
する」とありますが、箱だけ作って中身が
空っぽの危険性があると思います。具体的
な避難の連絡や食料備蓄、自家発電設備
の充実など、他地域で起こった災害例を参
80
考に検討する必要があるのではないでしょ
うか。
第6章でも防災に関しての担い手としてどこ
が主体となって検討するのかが明記されて
いません。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
災害時対応は、御指摘のとおり施設だけ整
えても、それを活用するしくみがなければ機
能しません。
昼神地区の住民・観光客・従業者の安全を
いかに確保するかの具体的行動計画の整
B 備も併行して行う必要があり、地域防災計
画での位置付け等を併行して検討してまい
ります。

５ まちづく 防災用品の置き場所と昼神公民館を、ガイ
り
ドセンターに移動するのはどうでしょうか。
81

B

５ まちづく 趣旨について概ね賛成です。
り
鶴巻荘は、村民福祉・地域活性化のため
の施設という役割がありますが、建物があ
82
る故の運営と感じられます。民営の宿泊施
設との競合という指摘もあります。

B

５ まちづく 村民の福祉のため、鶴巻、湯ったりーなの
り
機能は残して欲しいです。

83

B

５ まちづく 宿泊機能の廃止と日帰り温泉・宴会場の
り
再整備という事実上の鶴巻荘の廃止案に
は反対です。始まって以来、”ひなびた宿”
として多くの人に愛され、昼神温泉全体の
発展に寄与した功績は非常に大きく、これ
84
からもこの姿を守り、村民の保養センター
としての機能を維持いただきたいです。

B

５ まちづく 鶴巻荘は存続して欲しいです。金額、料理
り
等、他の旅館に比べリーズナブルです。
85

B
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ガイドセンターの活用については国道256
号沿線の活用も含め今後の議論により詰
めてまいります。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)でのまちづくりの議論を進めてま
いります。
温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。
御意見の主旨も参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)で具体的な整備計画を議論してまい
ります。
温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 環境・空間・体験などもりピーター需要にな
り
る思いますが、それ以上に、人とのつなが
りが大事ではないでしょうか。リピーターが
86
多いと言われる鶴巻は低料金によるので
はなく、お客様との関係によるものと思い
ます。
５ まちづく 昼神温泉は価格が高いというイメージが強
り
い中、鶴巻荘はリーズナブルで利用しやす
いとのイメージが定着しています。
鶴巻を潰してバスターミナルというのは疑
問です。かえって利用者の減少をまねくの
87
ではないでしょうか。相乗効果という面もあ
ります。
鶴巻は存続して、バスターミナルは国道沿
いが良いのではと考えます。
５ まちづく ふるさと阿智村を離れた方々が、同級会な
り
どで集い利用する、或いは、故郷を離れて
暮らす兄弟が、葬儀や結婚式などで集まり
リーズナブルな料金で宿泊するのが現在
の鶴巻荘です。宿泊機能は必要と思いま
88
す。
また、コンベンションホールが必要であるな
らば、ビジネス利用として、リーズナブルな
シングルの宿泊機能（5～6000円）は最低
限必要です。
５ まちづく 温泉街中心地へ交通ターミナル機能を集
り
約する事業については、鶴巻荘を潰すこと
を目論んだ計画としか思えません。最低限
必要なバス停留所の機能に限定し、その
他はイベント用の広場で考えたらどうでしょ
89
うか。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
ご指摘のとおり、リピーターの確保は、まち
づくりのみでは実現しません。ことづくり、ひ
とづくり、しくみ作りの複層的な取組の相乗
D 効果で実現していくものだと考えます。

B

B

B

５ まちづく この計画には、「鶴巻荘は潰す」と豪語す
り
る特定の者が圧力をかけているのではな
いでしょうか。
90

91

D

５ まちづく 村民の健康増進と温泉利用ができる昼神
り
温泉であって欲しいです。

５ まちづく 日帰り温泉の充実のため、観光客だけで
り
なく村民や温泉内で働く方々の健康づくり
の場として、健康センターを整備したらどう
92
でしょうか。
また、これを機に、鶴巻荘を解体し、大きな
ホールに作り替えたらいかがでしょう。
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B

B

温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。
いただいた御意見も参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。代替措
置等も含めて検討し、結論を出していくこと
が必要です。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
温泉郷中心部に賑わいを創出していくため
には、中心部への交通のバブ機能やまち
歩きしたくなる環境整備が重要であり、一
定の機能転換も必要と考え、再整備の方
向性をたたき台として提示しました。
御意見の主旨も参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)で具体的な整備計画を議論してまい
ります。
昼神温泉の将来像を巡っては、それそれの
立場で様々な御意見があると承知していま
すが、本構想の内容については、将来構想
検討得委員会の答申を基に、村と観光局
が内容を協議し提示したものです。特定の
圧力によるものではありません。
いただいた御意見の主旨も参考に、今後設
置することとしている昼神温泉将来構想推
進委員会(仮称)で議論してまいります。
温泉郷の中心部を、観光客だけでなく、村
民の憩いの場としていくことが重要と考えま
す。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

93

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 湯ったりーなは、この際、見直すべきと思
り
います。観光と共に福祉を取り入れ、昼神
温泉の一つの目玉としていくような特徴を
望みたいです。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
温泉郷中心部に賑わいを創出するために
は、村民福祉の機能を担保しつつ一定の
機能転換は必要と考えます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
B
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)でのまちづくりの議論を進めてま
いります。

５ まちづく 村民の健康福祉増進のため、日帰り温泉
り
施設、プールは残すべきです。
94

B

５ まちづく 村民が今までどおり気軽に入れるプール、
り
運動施設も必要です。
95

B

５ まちづく 健康維持のため毎週水曜日に男塾を利用
り
していますが、プールを廃止すれば利用で
きません。継続いただくよう要望します。
また、現行の制度では、男塾利用として
500円、施設利用として400円必要です。一
96
般高齢者は、温泉施設だけ利用すれば無
料ですが、スイミング利用の高齢者は、
プール使用400円が必要となります。この
料金を無料にすれば利用者も増えると思
います。
５ まちづく プールの存続を希望します。
り
プールは村民の熱心な要望があって実現
した施設です。現在も多くの村民がその恩
恵を受けています。「プールのある温泉」は
97
昼神温泉の宝であり看板です。今後は医
療（治療、リハビリ）や保養目的の利用も考
えられ、今以上に発展させることが可能で
はないでしょうか。
５ まちづく プールは、経費がかかるかもしれません
り
が、廃止ではなく、健康増進の器具を揃え
るなどもっと活用される施設にして欲しいで
98
す。

５ まちづく プールは廃止するのではなく、村民の健康
り
福祉はもちろん、昼神温泉利用客、村内外
の利用者の為にフィットネス、スポーツジム
99
的要素を兼ね、水中運動に適したプール
の充実を検討いただきたいです。
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B

B

B

B

プール存廃の判断については、村民需要、
費用対効果、代替措置の可否等、総合的
な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
プールの廃止の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
、いただいた御意見を参考に、今後設置す
ることとしている昼神温泉将来構想推進委
員会(仮称)での議論を進めてまいります。
プールの廃止の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

プールの廃止の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

プールの廃止の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
プールの廃止の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 村民が利用する日帰り入浴、プール、宴会
り
場などを充実し、一歩進んで健康ランドな
どを考えても良いのではないでしょうか。
100

５ まちづく プールを存続して欲しいです。健康増進の
り
ための地元資産の活用を希望します。
利用者が少ないのなら、増やす取り組みを
101
すべきです。残す方向で検討してください。

５ まちづく 村内に、子供に水泳を習わせる場所があ
り
るというのは財産です。通うのに容易で、
安価な水泳教室事業は、特に子育て世代
にとって阿智村への移住や定住を考える
上でも大きなポイントです。水泳は子供の
初めての習い事として希望も多いと聞きま
す。そして水泳をすることによって、子供自
身の健康維持、基礎体力作りにもつながり
ます。
102
「湯ったりーな」のプールは、「ひるがみの
森」のプールとは違い、水温も水中運動に
適しています。高齢者への水中運動教室
も実施されており、村民の健康維持に対す
る村の姿勢が素晴らしいと考えてました。
安易に廃止する方向となった経緯を知りた
いと同時に、子供の教室とともにぜひ継続
する方向でお願いしたいです。
５ まちづく 一体的施設を揚げながら「ブランブラン」を
り
取得・改修し、「キヲスク」を運営し、人とモ
ノと金を分散してどうするのでしょうか。人
材不足の中、無理を重ねることはないで
103
す。

５ まちづく 現４施設を一体化した新施設として再整備
り
のくだりについて
観光案内所・・・しっかりとしたホームペー
ジにより情報提供できれば、スマートホン
がある時代ですので、案内人３名の人件費
毎年1000万円の経費が削減できます。外
104
国人観光客をに対する英語、韓国語、中
国語などでの案内であれば、周辺店舗や
旅館の補完になりますので必要かと思い
ます。日本語しか話せない方を７年後に案
内人として置く必要性はないと思います。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
温泉郷中心部に賑わいを創出するために
は、村民福祉の機能を担保しつつ村有施
設の一定の機能転換は必要と考えます。
B 御意見の主旨も参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)で議論してまいります。

B

プールの存廃の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
プールの存廃の判断については、村民需
要、費用対効果、代替措置の可否等、総合
的な検討が必要と考えています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

D

中心部に一定の賑わいを創出するために
は、既存の村施設の機能転換が必要と考
えます。一方で、拠点を分散配置し、まち歩
き・そぞろ歩きしたくなる環境を整えていくこ
とも重視しています。宿泊客だけでなく多く
の人が集い、周遊する環境を整えること
で、新たな仕事や雇用も生まれることをね
らいとしています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

105

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ まちづく 実行していくためには、多額な事業費が必
り
要でです。事業費を投入できなければ、中
途半端に終わり、効果を発揮できません。

５ まちづく 直売所については、道の駅をR153号線
り
沿い曾山入り口屠場河原に設置することを
考えたらどうでしょうか。埋立でなく、地下を
106
売店、地上部分を駐車場ということも可能
です。

107

５ まちづく 昼神を活性化させるには、昼神だけでなく
り
駒場地区の開発も同時に行って欲しいで
す。もっと広く開発を行う必要があります。

５ まちづく 昼神温泉の中に、サービス付高齢者住宅
り
等があっても良いと思います。若者だけで
108
なく、高齢者が多く来るような取り組みも必
要と考えます。
５ ことづく ことづくりが一番重要と考えます。
り
その中で、広域周遊は大事です。但し、昼
神温泉将来構想のなかの起点（出発地
109
ターミナル）にしかなりません。
５ ことづく 「ことづくり」が大事ですが、昼神温泉郷内
り
としては「バスターミナル（ハブ）が必要だ」
ということが書かれているに過ぎません。
昼神温泉郷内の「ことづくり」はないので
しょうか。それがないのであれば、バスター
ミナルは昼神温泉郷以外の広いところにつ
110
くれば良いということになります。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想では、事業費については触れていま
せんが、今後設置することとしている昼神
温泉将来構想推進委員会(仮称)における
B
具体的事業の検討に併行し、検討してまい
ります。
３－５に記載のとおり、集荷出荷施設に関
する答申に基づく計画を提示しています。
D

B

B

D

B

駒場地区に限らず、村内各地との交通ネッ
トワークの構築、地域資源の活用の観点か
ら必要な対応について、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)での議論を進めてまいります。
御意見の主旨を参考に、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)でのまちづくりの議論を進めてまいり
ます。
昼神温泉が目的地か通過地かの判断は主
体によって変わるものと考えます。昼神温
泉が出発地であり、到着地であり、通過地
であるためには、魅力づくりと交通ネット
ワークの構築が必要と考えます。
昼神温泉のみで完結するのではなく、周辺
地域も含めたコンテンツづくりが必要である
と考えています。
昼神温泉自体の対応としては、地域食材・
ご当地グルメの提供、食べ歩きできる環境
整備、優れた泉質に着目したサービス・商
品の展開などを掲げていますが、様々な視
点からのアイデア出しが必要であり、今後
設置することとしている昼神温泉将来構想
推進委員会(仮称)での議論を進めてまいり
ます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ことづく 関東圏・中京圏が時間軸で一つの圏域に
り
なるのがリニア新幹線開通後の未来です。
昼神温泉は、関東圏中京圏の温泉街、リ
ニア沿線だけを見ても石和温泉、下呂温
泉、駒ヶ根温泉と戦っていかねばなりませ
ん。
しかし、この規模の再開発で、例えば観光
資源が豊富で投資が進んでいる駒ヶ根温
泉に勝てるでしょうか。
111
昼神温泉は確かに駒ヶ根温泉より質のい
い温泉ですが、私たちが、例えば鬼怒川温
泉と那須塩原温泉の泉質の違いを知らず
に宿泊先を決めるように、コトありきで宿泊
先（観光拠点）が決まります。昼神温泉中
心地のこの規模の開発では、いくらハブ機
能といっても、周りにコトはできません。ま
ずは昼神温泉の再開発の真ん中にコトを
作りをおき、開発すべきです。
５ ことづく リピート需要の星空も花桃も、ターミナルに
り
しかなりません。（①昼神温泉付近を一定
時間毎日真っ暗にし、星空観測ができる温
泉郷、あるいは②花桃を昼神地域にたくさ
ん植える温泉郷という意味なら賛成しま
す。しかし実行にあたっては、周りの住宅
や外灯の電気を消させる協力や実行力が
求められます。）
112
歴史・文化・アウトドアなどは、全て昼神温
泉のコンテンツではなくて、昼神温泉周辺
のコンテンツです。この案では昼神温泉に
ターミナル機能しかなく、「ことづくり」になっ
ていません。今でも観光局等ができる事柄
が中心で、これではバスターミナル機能が
必要だと言っているに過ぎません。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御指摘のとおり、観光地間の客の取り合い
という考え方は重要です。その中で、いか
に昼神温泉を選んでいただくかという視点
で、本構想では、「世界に選ばれる」という
スローガンを掲げています。この実現に
は、「まちづくり」だけ、或いは「ことづくり」だ
けは駄目で、「ひとづくり」、「しくみづくり」の
全ての相乗効果で実現していくものだと考
えます。投資の規模については、いただい
B た御意見を参考に今後設置することとして
いる昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)
での議論に反映してまいります。

B

５ ことづく 南信州など広い地域を巻き込まないと、２
り
～３泊は無理ではないでしょうか。
113

C

５ ことづく 日本一の星空でここ数年は結果が出てい
り
る一方で、過去にはクレームも相当あった
と聞いています。
観光局の未来志向の事業展開も理解でき
ますが、昼神温泉自体が追随できていな
114
い感もあります。この際、1度立ち止まり、
体制や内容の検証も必要です。
過去に生じた様々な問題を忘れず、オープ
ンな事業展開をお願いします。
５ ことづく 花桃は、４月上旬から５月の連休までの観
り
光となっています。標高の高いエリアへの
植樹を進め、５月中～下旬まで楽しめるエ
115
リアづくりを進めたらどうでしょうか。過去に
は浪合エリアで様々な模索をしましたが進
んでいません。
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B

B

昼神温泉のみで完結するのではなく、周辺
地域も含めたコンテンツづくりが必要である
と考えています。
昼神温泉自体の対応としては、地域食材・
ご当地グルメの提供、食べ歩きできる環境
整備、優れた泉質に着目したサービス・商
品の展開などを掲げていますが、様々な視
点からのアイデア出しが必要であり、今後
設置することとしている昼神温泉将来構想
推進委員会(仮称)での議論を進めてまいり
ます。

いただいた御意見の主旨は、「南信州地域
や木曽地域、中津川市、三遠南信地域など
他の観光地との広い範囲での連携の促進」
として記載しているところです。
星空ナイトツアーの実施に当たっては、住
民の皆様の御意見も踏まえながら、オー
バーツーリズムなどの課題解消に努めてい
ます。
感染症への対応も踏まえ、よりよい運営体
制を模索してまいります。

いただいた御意見の主旨は「既存コンテン
ツの充実・次の事業展開」として記載してい
るところです。
今後設置することとしている昼神温泉将来
構想推進委員会(仮称)での議に反映してま
いります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ことづく ことづくりに関する提案です。
り
・名所づくり・探し（規模感を持たせる）
・展望台、展望台レストラン
116
・歴史的建造物等との連携
・コブシとサクラとカエデの名所づくり
・パワースポット
５ ことづく
り

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
B

全村博や飯伊観光のと連携した史跡、花
めぐりやお祭りなどの連携企画の充実が
必要です。

117

B

５ ことづく 村内には、歴史上すばらしい史跡・施設が
り
ありますが、全ての中途半端な活用になっ
ていると感じます。宣伝・販売の仕方を統
一して、展開して欲しいです。十分な説明
118
ができないスタッフも多いのではないでしょ
うか。

B

５ ことづく 豊丘のてっぺん公園（魔女の宅急便のよう
り
な写真が撮れる）のような面白スポットを10
～20か所設け、宣伝したらどうでしょうか。
119

B

５ ことづく 観光産業と農林業の発展と連携が、地域
り・しくみづ 循環型経済の充実に繋がります。
くり
・農業は生活野菜の栽培の他リンゴ、甘柿
などの観光農園、オーナー制度の展開・充
実、グリーンツーリズム、ホリデイワーキン
グの活用
・有機農産物の安定的、衛生的供給のしく
みづくり（学校・保育給食への供給も同様）
・遊休地を活用したソバ栽培と一貫した体
験・ツアー企画、ラベンダー風味のソバ種
など信大農学部と共同開発、栽培から食
120
に至る一貫したしくみづくりによる付加価値
高揚
・森林散策に適した小鳥公園の整備、イワ
ナ釣り・わらびやキノコ採りなどの体験ツ
アーの充実、ホリデイツーリズムを活用し
た森林整備
・地域や同行者グループの熱意と創造を形
にするための村･公社による支援
・都会の生協や市民団体、観光業者などと
の連携
５ ことづく 体験を重視するのであれば、その具体的
り
展開をできる機能組織まで論が及ぶと良
121
いと思います。
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「歴史・文化を活用したコンテンツの開発・
充実」として記載しています。また「視点３ひ
とづくり」に、「対応できるガイドの育成・養
成・組織化」についても記載しています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
いただいた御意見主旨は「歴史・文化を活
用したコンテンツの開発・充実」として記載
しているほか、「視点３ひとづくり」に、「対応
できるガイドの育成・養成・組織化」として記
載しています。
今後設置することとしている昼神温泉将来
構想推進委員会(仮称)での議論に反映し
てまいります。
「視点１まちづくり」に、「昼神温泉らしさを演
出するフォトジェニックなスポットの効果的
配置」として記載しています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
農観連携については、「新飲食店（東側
ゲートサテライト施設」や「産直市場」の配
置のほか、「視点４しくみづくり」に「農観連
携による地域食材の安定供給や地産地消
のしくみづくり」について記載しています。
また、「視点２ ことづくり」に、地域資源を
活用したコンテンツの開発・充実」のメ
ニューとして「観光農園」を記載しているとこ
ろですが、御意見の主旨を踏まえ「農林業
体験」を追記しました。

A

B

対応策の具体化については、今後設置す
ることとしている昼神温泉将来構想推進委
員会(仮称)で、いただいた御意見を参考に
議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ことづく 「満蒙開拓平和記念館」は昼神観光とは意
り・しくみづ 図が異なりますが、むらの交流人口を増や
くり
し温泉の宿泊客増にも寄与しています。熊
谷元一館を記念館付近に移転することも
122
一案です。満蒙開拓のもとで村の暮らし
（銃後の村）にスポットを当てるなら両者補
い合った学習の場になると思います。
５ ことづく 田舎の温泉地なので,観光客と地域住民が
り
交流できることがリピーターに繋がると思
123
います。
５ ことづく 季節に応じたことづくりに関する提案です。
り
・春・・・ハナモモ狩り、ハナモモの下で宴会
お花見、いちご狩り、ワンちゃんと新緑、お
花見観賞等
124
・夏・・・避暑、高原牧場、ゴルフ、テニス、
釣り、山登り
・秋・・・リンゴ狩り、紅葉狩り、紅葉観賞
・雪遊び、雪スポーツ、雪イベント、湯治
５ ことづく 美容・健康・福祉分野の展開 女性視点の
り
企画・商品開発の推進は、言葉はきれいで
すが、今までと何が違うのでしょうか。今は
できているのか、いないのか。そして、現
在、リピート・長期滞在需要になっているか
125
の検証が必要です。
美容と健康は集客につながると思います
ので賛成はしますが、福祉は集客および
収益につながりません。
５ ことづく プレミアムサポートはかっこいい響きです
り
が、意味が伝わりません。推進体制を組む
126
にも、言葉の意味が共有できていないと上
手く行きません。日本語で説明願います。
５ ことづく ユニバーサルツーリズムは集客になります
り
か。他地区との差別化になりますか。現状
はどうですか。しっかりと現状を旅館関係
者に聞き取りを行って、ユニバーサルツー
127
リズムが集客になる。差別化になると考え
ているのであれば、賛成しますが、とてもそ
のようには感じられません。
５ ことづく 現状の宿泊施設は弱者視点に、ほとんど
り
なっていないと思いますが、弱者視点の宿
泊サービスを本当に行うのですか。
旅館や飲食店舗にしっかりと補助金を出す
のですか。
それによって歩道の広さや車道の区分け
128
（障害者が乗降するスペース確保）、バス
自体の構造、エレベーター、避難設備、浴
室の構造に至るまでに及びます。本当に
やるならお金がかかります。覚悟が必要で
す。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
昼神温泉にとっての満蒙開拓平和記念館
の存在については、「２－５－３」に整理し、
また、熊谷元一館を記念館については「視
点１まちづくり」に「全村博物館構想も踏ま
A えた配置先の検討」を行う方向性を記載し
ているところですが、御意見の主旨をふま
え、「学習旅行の受入促進」について追記し
ました。

B

いただいた御意見の主旨も参考に、今後設
置することとしている昼神温泉将来構想推
進委員会(仮称)で議論してまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

B

D

A

D

D

この分野は、取組を進めていますがまだま
だ今後の展開が期待される分野と考えま
す。
なお、日本が超高齢社会を迎える中で、温
泉地が高齢者の需要をいかに受け入れて
いくかは、重要な視点であると考えます。
福祉が収益につながらないとの評価ではな
く、誰もが分け隔て無く訪れ、楽しんでいた
だける環境を整えることが集客につながる
ものと考えます。
プレミアムサポートは、㈱阿智昼神観光局
が実施しているユニバーサルツーリズムモ
ニターツアーの名称です。説明を付記しま
した。
日本が超高齢社会を迎える中で、温泉地
が高齢者の需要をいかに受け入れていく
かは、重要な視点であると考えます。
福祉が収益につながらないとの評価ではな
く、誰もが分け隔て無く訪れ、楽しんでいた
だける環境を整え、それを商品としていくる
ことが集客につながるものと考えます。
御指摘のとおり、現時点では、弱者視点が
実現できていないからこそ、この記述が必
要と考えています。
理想は、「弱者視点」という言葉がなくなり、
弱者の視点による環境づくりが標準となる
ことです。
「終わりに」に記述したとおり、本構想は問
題提起の役割もあると考えており、そのた
めに、具体的にどうしていくかは引き続き議
論が必要と考えます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ことづく インバウンドをターゲットにしたコンテンツ
り
開発は、日本人でなく、外国人をターゲット
にするということでしょうか。
インバウンドという響きは良いですが、どこ
の国を対象にするのか明確でないと賛成
も反対もできません。街歩きをしていただく
129
のに、地域住民との調和はかかせません。
後で摩擦を起こさないためにも、ターゲット
にする国を指定してください。

５ ことづく 多言語対応については、ターゲット国に合
り
わせた言葉が必要と理解しますが、多文
化対応のサービス展開とは何でしょうか。
食べ物や宗教にも絡んでくるのが多文化
対応です。イスラムのハラル対応などが東
京のホテルでは有名ですが、ターゲットが
決まらないと多言語対応、多文化対応はで
130
きません。多文化対応の意味が観光案内
のパンフ作成だけなら、翻訳代だけですみ
ますが、もしハラルをやるのであれば、食
材・調味料の供給、仕入等大変です。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想においては、ターゲットをインバウン
ドに限るものと考えてはいません。ましてや
特定の国を限定するものでもありません。
様々な価値観や多様性を受け入れられる
環境を備えていくために、日本のみならず
世界に認められることをスローガンに掲げ
D
ています。
なお、インバウンドへの対応については、今
後のコロナウィルスの情勢を見極めながら
方向性を慎重に検討していくことが必要で
あると考えます。

D

５ ことづく 「地域内経済循環」が村のめざすべき経済
り
政策の根幹です。地域資源をどう取り入れ
るかの具体的記述が欲しいところです。イ
ンバウンドが増えた以外は、前回の計画と
何ら代わる所がありません。コンサル料が
無駄です。
131

B

５ ことづく 安全に配慮したコンテンツ運営・提供につ
り
いて、「安全」は普通のことです。「安心」は
何を指しますか。
132

D
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現時点で、ターゲットを明確に絞り込んだも
のではありませんが、世界の全ての国籍の
方々に対し日本人と同様に予め備えておく
ことは現実的ではありません。宿泊者の
ニーズに合わせて、おもてなしを提供する
姿勢が重要であり、それぞれの立場で考え
ていただくことが基本だと考えます。そうい
う意味で「終わりに」でも触れているとおり、
この項目は問題提起でもあります。
なお、インバウンドへの対応については、今
後のコロナウィルスの情勢を見極めながら
方向性を慎重に検討していくことが必要で
あると考えます。
「地域内経済循環」が目指すところとである
のは御指摘のとおりと考えます。その大き
な要素となるのが昼神温泉であり、リニア
新時代を見据えたとき、阿智村にとって観
光が重要であることはご理解いただきたい
ところです。
地域資源の活用については、「視点３ ひと
づくり」の視点から「ガイドの養成」等も進め
ることとしています。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
来訪いただいた皆様が不安なく過ごしてい
ただける環境やサービスを提供することが
安心につながるものと考えます。
また、新たな課題として、新型コロナウイル
スへの不安をできるかぎり少なくする対応
や営業スタイルを構築していくことも求めら
れます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ことづく 前衛的データ活用は、とても素晴らしいこと
り
ですが、単に、昼神温泉に来た方が、どの
場所に行ったとか、何を好いて食べたとか
は、およそ旅館フロントの方はお客様との
会話で把握しています。具体的に、素案に
ある積極的・継続的分析方法を示してくだ
さい。
133
また、インバウンドによる集客を掲げられて
いますが、前衛的データとして、例えば、ど
の国が親日的で、７年後、10年後に観光需
要があるかなどのデータを活用してこそ、
将来の昼神温泉、地元住民と調和の取れ
た温泉郷開発が可能となります。
５ ひとづく 村民が「阿智村が一番」と言えるような雇
り
用体制をが求められます。村が一定条件
でスタッフを育成し各施設へ派遣する体制
づくり、寮の整備、シングルマザーの積極
雇用、託児所の設置などを展開すれば、
134
村内での永久就職につながります。若者
の就職先としての昼神温泉と胸を張れる状
況を作って欲しいです。

５ ひとづく 従業員、地元住民の観光客に対する「おも
り
てなしの精神」の教育と高揚が必要と考え
ます。
北信のスキー場では食堂のおばさんが片
言の英語で対応し、自ら楽しんでいる姿を
135
拝見しました(大切なことだと感じまし
た。）。
昼神温泉には「良い湯と、おもてなしがあ
る」というだけで差別化が出来ると考えま
す。
５ ひとづく 自分達村民も含め、地域の歴史や温泉の
り
成り立ち、案内できる場所などを理解し、
説明できる人材が必要です。中でも温泉施
136
設スタッフは、特に重要です。計画は文字
を並べればできますが、実現には困難が
伴います。
５ ひとづく 実現のための戦略が具体的でなく、推進し
り
ます、検討しますでは不十分です。推進す
るために、具体的に誰が何をするのかを明
記してもらいたいです。そうでなければ、こ
の構想は、昼神温泉の道路や施設整備の
137
ための計画としての構想だと理解します。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想では、これまで具体的な把握できな
かった昼神温泉を訪れる観光客の属性や
旅程などの動きをGPSのデータにより定期
的に調査・分析し、施策に活用していくこと
とを想定しています。また、これらの方々の
端末等での検索ワード履歴データを活用
し、興味や関心のあることなどを属性別に
B
分析するなど、ビックデータの戦略的活用
を進めることを想定しています。
なお、インバウンドへの対応については、今
後のコロナウィルスの情勢を見極めながら
方向性を検討していくことが必要であると考
えます。

A

B

B

B

人材の確保と育成は昼神温泉の将来に
とって重要な課題です。
御意見の主旨を踏まえ、「視点４しくみづく
り」に「人材の確保・育成と、多様な働き方
を可能とするしくみづくり」について追記しま
した。
また、いただいた御意見を参考に、今後設
置することとしている昼神温泉将来構想推
進委員会(仮称)での議論を進めてまいりま
す。
御意見の主旨について、「人材育成、おも
てなし意識の醸成・高揚」などを記載してい
ます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

御意見の主旨について、「人材育成、おも
てなし意識の醸成・高揚」などを記載してい
ます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論してまいります。
対応策として、具体性に欠けるものがある
ことは御指摘のとおりです。また、「おわり
に」で触れているとおり、本構想に記載され
たことが全てだと考えてはいません。現時
点での認識不足や足りない施策もあると思
います。
本構想をたたき台として、今後、関係者の
参画により設置することとしている昼神温
泉将来構想推進委員会(仮称)による具体
策の議論が不可欠と考えています。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ひとづく リピート需要のため、温泉郷全体の品質向
り
上のために「星いくつ」「サクラクオリティー」
をやるのでしょうか。旅館だけでなく、その
他施設を含めて温泉街全体でできれば、
素晴らしいことだと思います。しかし実施し
ていくには単に協力してくれではなく、何ら
かの力が働かないと達成は難しいと思いま
す。
138
従業員一人一人、地域に住む一人一人の
おもてなし意識の醸成・高揚に努めるため
に、何をどのように働きかけるか、具体性
があるのか、きれいな言葉だけではないで
しょうか。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御指摘の「星いくつ」「サクラクオリティー」は
温泉街全体の品質向上のためにこれまで
に取り組んできた取組の一例です。素案で
は、両制度を記載したところですが、複数
の制度を併行して実施していくのは効率・
効果の面から、「サクラクオリティ」への集約
が適当と判断し､一部記述を修正しました。
この項目に限らず、本構想の方針や具体
A 策を推進していくには、御指摘のとおり関
係する全ての方々が必要性を共有し、どれ
だけ団結できるかにありますが、「おわり
に」記載しているとおり、具体策に踏み込め
ていない項目や不足する認識もまだまだあ
り、本構想をたたき台に、関係者による議
論を深めることが必要と考えます。

５ ひとづく 「心のバリアフリー」はきれいな言葉です
り
が、具体的にどのように推進しますか。言
葉だけではないでしょうか。
139

B

５ ひとづく 多様で柔軟な働き方の選択とは具体策が
り
ありますか。お客様の都合に合わせて働
かざるを得ないのが観光業ではないでしょ
140
うか。

５ ひとづく 雇用環境の改善とは具体的に何を指して
り
いますか。例えば給料全員10％アップさせ
たら、かなりの温泉施設が倒産します。共
141
同の託児所などの開設であるならば、賛成
です。
５ ひとづく 外国語対応には賛成です。しかし、ター
り
ゲットとなる国籍を先に定めて下さい。その
言語に合わせた安定採用の条件が必須で
す。
多言語対応の翻訳機・案内機を置くだけな
142
ら低コストですが、日本語と外国語を両方
話せる人でも、観光ガイドとして育てるのは
最低３年はかかります。それも複数人同時
に育てなければなりません。
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B

B

世界に選ばれるためには必要な要素と考
えていますが、「終わりに」に記載している
とおり、問題提起に止まっている部分です。
御指摘の点については、本構想をたたき台
に、関係者による議論を深めることが必要
と考えており、今後設置することとしている
昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)で議
論を深めてまいります。
働き方改革は、簡単に答えを出せる課題で
はなく、今後も試行錯誤により方向性を
探っていく部分だと考えます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論を深めてまいります。
働き方改革は、簡単に答えを出せる課題で
はなく、今後も試行錯誤により方向性を
探っていく部分だと考えます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論を深めてまいります。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)で議論を深めてまいります。

B

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ ひとづく 恵州学院の記述がありますが、「世界基準
り
の温泉郷運営」のため、中国人をターゲッ
トに据えることには反対です。
「恵州学院」の記載を根拠に進めるのは、
143
住民との摩擦の元になります。「中国人を
積極的に受け入れる」などと書いて、どうど
うと住民・従業員にこの先を問うべきです。
５ しくみづ 福祉有償運送等の仕組みの延長で、村民
くり
の高齢者のボランティア送迎と阿智村への
来訪者のための観光ガイド兼ドライバーが
居ても良いのではないかと思います。運賃
は採らず、ガイド料１時間あたり1,000円程
度とし、地域通貨（星コイン）等も利用すれ
144
ば、新たな観光資源にいくことができます。
村内各地への移動手段の確保だけでなく、
旅の楽しみである村人との交流も可能にな
り、幅広くいろんな体験、観光ができる滞
在型の観光地となることができると考えま
す。
５ しくみづ 「農観連携による阿智村ならではの地域食
くり
材の安定供給と地産地消の仕組みづくり」
の視点はよいと思います。
「身土不二」その場でしか味わえない郷土
の料理とその食文化に魅力を感じる都会
人は多いです。温泉周辺や村内には、食
文化や食に関する体験、里山体験（山菜料
145
理・山菜採り草摘みなど）、農業体験（野
菜・米づくりや収穫・そば打ち・そば作りな
ど）、林業体験（キノコ栽培・タケノコ採り・
炭焼き体験等）、歴史文化体験（寺社めぐ
り・祀り巡り）など、地域ならではの食体験
は魅力に満ちています。
５ しくみづ 農観連携による地域食材の安定供給や地
くり
産地消のしくみづくりとは具体的に何です
か？産業振興公社の取組に協力しきれて
いない現状があります。その原因を検証
146
し、その対策案が見えていればよいです
が、強力な力が働かないと今までと変わら
ないと思います。
５ しくみづ 農産物・米などの積極的な地域内での調
くり
達は、１本10円のキュウリですら地元から
調達していない旅館がある中で可能でしょ
147
うか。強制力やメリットを持ってやらなけれ
ば無理だと思います。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
恵州学院については、本構想に先行する
形で、既にインターンシップの受け入れ実
績があり、実例としての記述を行ったもので
す。現時点で、中国をターゲットに限定する
D ものではありません。
なお、今回のコロナウィルスの世界的な感
染拡大を踏まえた対応の検討が必要と考
えます。
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)でのまちづくり・しくみづくりの議論
を進めてまいります。
B

農観連携については、「視点２ことづくり」に
おいても重要な要素として位置づけており、
いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。
B

B

D

御指摘のように、地域食材の安定供給、地
産地消の取組は、現時点でまだ課題が多く
あるとの認識です。
農業と観光関係者の課題共有と共通認識
の上に進める必要があり、産業振興公社
の役割が重要です。
産直市場や地域食材を扱うレストランなど
の設置も含め進めてまいります。
御指摘の点は、現時点で大きな課題です。
産業振興公社を中心に、年間を通じた安定
供給とコストの削減の取組を進めると共
に、地域食材を活用することのメリットを共
有していくことが必要です。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ しくみづ SDGsは、素晴らしい発想ですが、ここに示
くり
された17項目は、集客や売上げに全く直結
しないと思います。現実的に実施する余裕
があるでしょうか。ポスターを貼るだけにな
らないでしょうか。
148

５ しくみづ 国内の認知度がまだまだ低いのに「世界
くり
水準」を目指すのでしょうか。
確かに、ニセコがパウダースノーを求める
外国人スキー客で賑わっていたり、長野県
内の「猿の入浴」スノーモンキーも外国人
の集客に役立っています。「質」や「珍しさ」
で外国人を集客できていると思いますが、
SDGｓで外国人の来訪、集客に結びつくで
しょうか。ほとんどの村民がSDGsに対する
理解がない現状と思います。
149
旅館の設備投資にしても、周辺整備にして
も、維持費にしても莫大な予算がかかりま
す。
SDG sに絡めて事業費の助成金を引っ
張ってくる目的で推奨し、あまり負担がない
のなら賛成です。しかし集客につながらな
い補助金は、除却する際、次の展開の足
かせになる恐れがあるため慎重に判断を
お願いします。
５ しくみづ SDGｓとインバンドを混合しているように思
くり
います。
国際化したいのであるならば国際化への
施策、インバンド対策ならばその施策、
SDGｓを目指すのならそれに対応した施策
が必要だと考えます。ただしSDGsを基準に
考えることを推進していくことはとても有意
義ですので、この機会に広げていただきた
いと思います。
また人権保護への積極的な取組を、「心の
バリアフリー」としているのでしたら、これは
150
推進してできるようなものではないと思いま
す。村中で学習を深める機会を作って徹底
するなどの具体的な施策が必要だと考え
ます。
世界基準も、ギネス記録を利用するために
無理矢理に結び付けていることが否めま
せん。無理な形でインバンド対策をするよ
り、地道に村をあげて取り組めるSDGsの
仕組みができれば、おのずと世界基準とし
て誇れるものになるのではないでしょうか。
手段と目的が逆転しているように感じま
す。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
ＳＤＧｓは、世界基準・世界水準の温泉郷運
営を目指す上で、必要な要素であると考え
ます。
17項目の全ても網羅的に実施するもので
はなく、素案でも「昼神温泉における推進の
具体策」を例示していますが、関係者が共
B
通認識のもと、可能な取組を進めることが
重要です。現時点では問題提起という側面
もありますが、今後設置することとしている
昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)で方
向性について議論してまいります。

B

D

昼神温泉は外国人をターゲットにするとい
うことではなく、誰からも選んでもらえる存
在になるというものです。
その要素の一つとして、ＳＤＧｓを提示して
います。
御指摘のとおり、実施には一定の投資が必
要となりますので、現時点では問題提起と
いう側面もありますが、今後設置することと
している昼神温泉将来構想推進委員会(仮
称)で方向性について議論してまいります。

本構想の目指すところは、インバウンドに
限ったものではなく、日本国内も含め多くの
方々に昼神温泉を認知いただき、来訪いた
だき、リピートいただくことです。
世界に認められるため(誘客のため）にSDG
ｓに取り組むというのは順序が逆であるとい
うのは御指摘のとおりではありますが、事
業進捗や営業活動においてSDGｓに配慮
することは、行政や企業の社会的責任とし
て認知されつつあります。
本構想の目的は、SDGsの実現を目指すも
のではありませんので、昼神温泉の世界認
知につながる要素として提示したもので
す。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ しくみづ ＣＯ2削減のためであれば、山林資源を利
くり
用する熱エネルギーの活用が必要です。
151

５ しくみづ CO２フリーエネルギーの積極的な採用は、
くり
太陽光発電、水力発電、風力発電、まさか
の原発の推進も含みますか。それとも電気
152
自動車・水素自動車を走らせるだけでしょ
うか。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
「視点１ まちづくり」に「脱化石燃料、木質
バイオマスなどの導入検討」として記載して
います。
B いただいた御意見を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)での議論を進めてまいります。

D

５ しくみづ 宿泊料の一部を環境関連ファンドに投資す
くり
る前に、借金を返し、経営基盤立て直しが
先ではないでしょうか。
153

154

B

５ しくみづ 昼神温泉で災害が起これば、旅館と住民と
くり
の垣根なく協力せざるを得ないと思いま
す。住民用の防災倉庫の備蓄であっても、
観光客も使えるようにするなどの整理が必
要で、ここでの想定が「住民も含めた昼神
温泉郷」のなのか、「住民を除く旅館等の
施設」なのか明確にすべきです。

A

５ しくみづ 女性の目線は大事ですが、具体策はあり
くり
ますか。

155

156

B

５ しくみづ 先端設備の積極的な導入とは具体策はあ
くり
りますか。
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D

環境に優しい運営のため、太陽光発電や
水力発電のエネルギーを活用することを想
定しています。

環境関連ファンドへの投資は、環境問題が
大きくクローズアップされる中、美しい自然
や星空を標榜する阿智村の積極的な取り
組みを発信できれば、結果的に誘客につな
がるとの考えです。そのあり方やしくみにつ
いては、今後設置することとしている昼神
温泉将来構想推進委員会(仮称)で議論し
てまいります。
昼神地区の防災・危機管理対策として、現
時点では、観光客を想定した明確な対応方
針がないことは大きな課題であり、地域防
災計画等の中での早急な検討が必要と考
えています。将来構想としては、昼神温泉
の「まちづくり」を考える上での防災機能の
あり方、それを機能させる「ひとづくり」と「し
くみづくり」について、村の防災計画上の整
理を踏まえた上で対応してまいります。
御意見の主旨を踏まえ、「住民、観光客、
従業員など地域全体の避難のしくみの再
構築」として追記しました。
本来、多様なニーズに応えられるおもてな
しやサービスの提供が行われることが基本
と考えます。その中で、昼神温泉将来構想
検討委員会から女性ならではの嗜好や
ニーズに寄り添うことを提言いただいたもの
です。
今後設置することとしている昼神温泉将来
構想推進委員会(仮称)での議論を進めて
まいります。
施設の効率運営に資するための設備や新
技術を想定しています。
具体例までの例示には至っていません。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

５ しくみづ リニア開業に合わせて、温泉付マンション
くり
を建てて販売し、都会からの移住を推進し
たらどうでしょうか。都会の住宅と田舎生活
を両立させる二地域居住も取り込めます。
157
健康管理施設も併設すれば、新たな雇用
も生まれます。阿智村だけでなく西部町村
が協働で仕掛けることも必要だと思いま
す。
５ しくみづ １の広域周遊・滞在型観光の起点・拠点化
くり
は、２次交通を含め、温泉郷がハブとなる
ためのとても大事な部分です。しかし、語
尾を見ると「研究」「検討」との記述が多く、
それにもかかわらず、改修工事、解体、整
158
備スケジュールが定められています。
７年後、10年後の検討ではなくて、「将来構
想検討のための検討委員会」になってし
まっています。
６－１
159
６－１

160

６－１

161

６－１
162

実現に向けた主体者として、村、観光局、
観光業者はもちろん、各地域の自治会や
有志グループ等が自らの地域課題と結び
つけて自立的に取り組むことが重要です。
行政と住民、そして当事者である旅館経営
者会の意識共有と、一丸になって取り組む
姿勢が創出されることが、第一条件である
と考えます。
特に、次世代経営者の想いが反映される
計画でありたいと思います。
昼神温泉が大きく変わろうとしているとき
に、行政からの想いだけでは、力不足にな
らないか心配です。
本構想が独り歩きすることのないように監
視していく部署も必要ではないでしょうか。
各主体が担う役割と求められる取り組み欄
で、阿智村は予算を伴う整備等が主で、企
画・開発は、（株）阿智昼神観光局の民間
が行うと記載されていますが、村の存在感
がありません。予算を付けて丸投げのよう
に見えます。できれば観光担当の副村長
ポストを創り、企画段階から村の意向が反
映できる体制が必要と思いますがいかが
でしょうか。
予算措置と執行、温泉街の事業継承サ
ポートとについて記載すべきではないで
しょうか。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
今後の村の移住促進策のアイデアとして、
参考とさせていただきます。
B

B

C

「おわりに」に記載しているとおり、御指摘
の部分に限らず、具体的に踏み込めていな
い項目が多くあります。本構想の方針や具
体策を推進していくには、関係する全ての
方々が必要性を共有し、本構想をたたき台
に更に議論を加えていただくことを前提とし
ています。今後設置することとしている昼温
泉将来構想推進委員会(仮称)でスケジュー
ル感を持って進めてまいります。
御意見の主旨について、記載しているとこ
ろです。関係する方々がそれぞれの立場で
主体的に取り組んでいただくことが必要で
す。
御意見の主旨について、各主体別に記載
するとともに、今後設置することとしている
昼温泉将来構想推進委員会(仮称)で全体
の事業進捗を図ってまいります。

B

A

A

いただいた御意見の主旨を踏まえ、阿智村
が担う役割と求められる取組に追記しまし
た。
また、今後設置することとしている昼神温泉
将来構想推進委員会(仮称)の事務局機能
を村が担い、全体を統括してまいります。

御意見の主旨を踏まえ、村、商工会及び金
融機関の求められる役割に追記しました。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

６－１

阿智昼神観光局の担う役割について、温
泉街全体のプロデュースは削除し、ソフト
事業の展開のみに集中すべきです。温泉
街全体のプロデュースは、まちづくりそのも
のですので、村が直接担うべきです。ま
た、関係者間の合意形成も、時間が限られ
ている一世一代の壮大なプロジェクトで
す。村が直接担うべきです。

６－１

阿智村議会は、チェック機能・チェック機関
として、村・観光局だけに限らず、旅館経営
者会や事業者・経営者、阿智開発公社等、
全て含めて提言・助言・進捗のチェックを
担ってください。それぞれの役割が全うさ
れて、初めてワンチームになれます。そこ
にはチェックという大事な機能が必要で
す。将来の子どもたちのために責任をもっ
て機能を果たしてください。

163

164

６－１

ご意見の主旨を踏まえ、今後設置すること
としている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)を運営してまいります。
B

旅館経営者会の意識の共有や、一丸の取
組に問題があるのではないでしょうか。旅
館の女将を取り込んだらどうでしょうか。

165

B

６－１

166

６－１

167

６－１
168

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
まちづくり事業の主体は、原則村が担いま
す。
ここで記載している阿智昼神観光局のプロ
デュースは、ソフト事業の運営面について
D 記載しているものです。

旅館経営者会は、名前を旅館経営者連絡
協議会に変更いただきたいです。何か方
向性を打ち出し、予算をもって実行していく
のであれば経営者会の名称でも良いです
が、そうでないなら連絡・協議の場とされた
方がよいです。周囲から過度の期待をされ
ては、温泉郷の進むスピードが遅くなりま
す。計画的投資は予算のない連絡協議会
では無理です。
宿泊事業者・経営者の世代交代がなかな
か進みません。７年後、10年後に向けて責
任ある方への事業継承が必要です。まず
は借金の返済なくしては、どんなプランを
出してもそれに乗れるだけの体力がありま
せん。鬼怒川温泉のように閑古鳥が鳴き、
廃墟ができかねません。場合によっては、
道筋を創ったうえでの法的な解決策も必要
です。
また、「休館日の少ない経営」を掲げる必
要があります。朝市組合・飲食店・取引業
者・産業開発公社等も安定的な観光客の
来場があって成り立ちます。「暇な時期は
休む」のではなく、「薄利でも継続して営業
する」ことが大切です。
商店・飲食店・朝市組合などの事業継承や
若い世代の起業支援が必要です。賑わい
あってこその昼神温泉の発展です。
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D

経営者の皆様には、本構想の主旨を是非
とも共有いただきたいと考えます。
女性の視点を取り入れることも提示してお
り、御意見の主旨を参考に、今後設置する
こととしている昼神温泉将来構想推進委員
会(仮称)等の組織を構成してまいります。
旅館経営者の皆様が主体性を持って新た
な事業展開をいただくことも必要と考えま
す。旅館経営者会の位置付けや名称につ
いても、その視点で経営者の様に検討いた
だくことが基本となるものと考えます。

御指摘の点は、昼神温泉が抱える難題で
あると考えています。
今後設置することとしている昼神温泉将来
構想推進委員会(仮称)で方向性について
議論してまいります。

B

A

御指摘の主旨を踏まえ、商工会及び金融
機関の求められる役割に追記しました。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

６－１

朝市に関わる出店者の具体策が触れられ
ていません。

６－１

取引先業者についても位置付けして欲しい
です。担う役割としては、温泉郷の景観作
りの一員としての自覚。具体的には「昼神
温泉の景観に配慮した車の運行」、安全運
転他、運転者マナーの向上。昼神温泉らし
い商品の作成。他温泉地の参考となる取り
組みの紹介などがあると思います。

169

170

６－１

171

６－１
172

６－１
173
６－１
174

６－１
175

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

阿智村商工会には、金融支援の情報提供
を含めた積極支援が求められます。具体
的に「リスケや金利減免、債権減額・放棄、
任意整理・法的整理の支援」を言葉で盛り
込むべきです。それがあってこそ、次の発
展的な展開が可能になります。
また、若手起業家の創業支援も盛り込む
べきです。
金融機関による具体的な金融支援の中身
を記載すべきです。リスケだけでなく、金利
減免、債権減額・放棄、任意整理・法的整
理など、これからの昼神温泉のために、こ
れまでの貸手責任を認め、次代に向けて
何ができるかを示し支援すべきです。
交通事業者の欄にレンタカー業者も入れて
欲しいです。広域のレンタサイクルもありか
と思います。
所管が分かりませんが、温泉中心部を流
れる阿知川を絡めた景観作り、コンテンツ
作りが必要です。「温泉郷に配慮した河川
整備」を入れて欲しいです。河川・河川敷、
橋などの有効活用が求められます。
南信州広域連合でも、昼神温泉を観光の
拠点として位置付けています。南信州広域
連合と連携し、周遊観光の機能を取り入れ
ることが必要です。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御意見の主旨を踏まえ、追記しました。
A
御意見の主旨を踏まえ、その他の関係者と
して、追記しました。
A

A

B

金融支援の具体策については、村・観光局
の立場で判断できるものではなく、今後設
置することとしている昼神温泉将来構想推
進委員会(仮称)等の組織に金融機関にも
参画いただき議論してまいります。
「創業支援」については、御意見の主旨を
踏まえ、追記しました。
御指摘の点については、村・観光局の立場
で判断できるものではなく、今後設置するこ
ととしている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)に金融機関にも参画いただき議論し
てまいります。
御意見の主旨を踏まえ、追記しました。

A
建設事務所の担う役割及び求められる対
応に、御意見の主旨を追記しました。
A

担う役割及び求められる対応に南信州広
域連合を追記しました。
A

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

６－２

昼神名を除けば「阿智村版ＤＭＯ」と同類
の”主体・役割・求められる取組”となって
います。
組織を作るのも良いですが、村民が共有で
きる体制とし（将来構想2027推進組織をＤ
ＭＯの下部組織として位置付け）、各主体
の活動に対し、正しく評価、次年度への計
画反映ができる仕組みを作ることが必要で
す。
※評価を怠る為、何も活動しなくても済ま
されてしまう。
※既存組織が動かないから、新しい組織
を作る発想はやめるべき。
※関係各所に関わる全ての人が役割を
認識し、責務を果たす体質・体制・ひとづく
りが必要。

６－２

将来構想推進の為の体制の構成メンバー
に村民代表女性を複数入れて欲しいで
す。

176

177
６－２

178

６－２

179

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

「昼神温泉将来構想2027推進委員会」に
は村民の代表として女性の委員を複数入
れてください。
家族であれ、グループであれ「旅」を計画
する時は、女性が主導権を握ることが多い
のではないでしょうか。「楽しい旅」を発想
し、「安全で心地よい旅」を企画したい女性
の目線に寄り添うことが大切と思います。
当該組織の事務局は村に置き、村が将来
の観光、将来の子どもたちに向けての責任
を担うべきです。
30年先、50年先に「勝ち残れる昼神温泉」
を作らねばなりません。
選挙で選ばれた付託者ら（村長、議員）の
責任で予算を確保し、主体として行動せね
ば、他の温泉地に勝つことなどできませ
ん。
また、関係機関や地域住民など幅広く折衝
が必要になります。観光局ではその責任を
負えるレベルではありません。
観光局は、コンテンツ・サービスの企画・開
発・提供に集中すべきです。関係者間の合
意形成も村が直接行うべきです。

全般・その 村内経済にとって観光は大きな位置を占
他
め、その中でも昼神温泉の役割は大きく、
180
将来構想ができることをうれしく思いまし
た。
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
進捗状況を確認、評価しつつ次年度以降
の取組に繋げていく体制は必要と考えま
す。今後設置することとしている昼神温泉
将来構想推進委員会(仮称)の運営に当
たって留意してまいります。
なお、様々な主体に参加いただくことが前
提となるため、その総括・調整機能は、事
務局を村が担うこととし、「６－２」を修正し
A ました。

D

昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)の立
ち上げに当たり、参考とさせていただきま
す。
昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)の立
ち上げに当たり、参考とさせていただきま
す。

D

御意見の主旨を踏まえ、事務局は村が担う
こととし、追記しました。

A

D

いただいた評価を広く共通認識いただける
よう、本構想の内容の普及に努めてまいり
ます。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

全般・その 昼神温泉旅館組合が平成7年にまとめた
他
「昼神温泉マスタープラン」が具現化しな
かった経過、旅館事業者主体による温泉
郷全体の一丸の取組が実現して来なかっ
181
た経過を踏まえた上で、「リニア開通」のメ
リットを生かし、歴史の浅い昼神温泉が他
との差別化を図り選ばれる温泉をどう創る
かが問われていると思います。
全般・その 昼神観光の将来像は、昼神地域に止まら
他
ず、村全体の発展、さらには村の人口増に
結びつくものでなければなりません。
経済的不況や新型コロナ感染症の蔓延な
どは直接的に観光分野に影響を及ぼしま
182
す。観光産業のひ弱さを補完するために
も、地域循環型経済の深化が必要です。

全般・その ユニバーサルデザイン、ジェンダー平等な
他
どを含むＳＤＧｓ実現の仕組みづくりを推進
し、「経済」「環境」「社会」のバランスの取
183
れた村づくりにより、持続可能で多様性と
包摂性のある社会を目指すことが重要で
す。
全般・その 最も大切なのは経営の安定です。経営破
他
綻を招かない中長期の戦略が各旅館に必
要だと思います。
金融機関の役割認識と実践、昼神温泉の
地域経済、村づくりにおける役割の村民間
184
の認識の高揚、住民による温泉の福祉健
康利用の推進も必要です。
経営者、村の本気度が金融機関を本気に
させると思います。投入する事業費の額も
決め手になります。
全般・その 昔のような景気の良い時代ではなく、温泉
他
内の施設での予算捻出は厳しいと思いま
す。入湯税の使い方も検討していただきた
185
いし国・県からの補助金について検討いた
だき、事業を前進させていただきたいで
す。
全般・その 昼神温泉の改革については賛成しますし、
他
見直しをする時期であると思います。
但し、事業主体は、昼神の当事者なのか
観光局なのかを明確にする必要がありま
186
す。
村が助成することは大事だと思いますが、
主体になったり、完成後も村が抱えること
は、村民の理解が得られないと考えます。
全般・その ホテル経営者の皆さんには、阿智村民に
他
なってもらうなど、もっと村民目線で経営を
行ってもらいたいです。
187
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A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
御指摘の主旨を踏まえ、その経過を「はじ
めに及び第３章」に追記しました。
A

A

昼神温泉も観光産業の宿命として過去の
経済情勢や自然災害の影響を大きく受け
てきたことは、「１－２、２－１」に記載したと
おりです。
さらに過去に経験のない全世界に及ぶ新
型感染症を前に大きな変革が求められて
おり、これに対する対応について「はじめ
に、１－２、２－２－２、４－Ⅳ、５-視点２・
４、おわりに」に追記しました。
御意見の主旨については、「２－３－２」、
「５－視点３・視点４・ＳＤＧｓの取組」に課題
や具体策を記載しているところです。

C

御意見を参考に、今後設置することとして
いる昼神温泉将来構想推進委員会(仮称)
での議論を進めてまいります。
B

B

D

A

事業の推進のための財源については、本
構想では踏み込んでいません。
具体的計画を形にする段階で総合的な財
源確保策も検討してまいります。
昼神温泉の将来像の実現には、関係する
各主体が、それぞれの立場で役割を担い、
一丸で取り組む必要があります。第６章に
整理した役割を踏まえたそれぞれの対応
が必要と考えます。

村民のための昼神温泉という視点を「１－
４」及び「５ 視点１まちづくり」に追記しまし
た。
いただいた意見を参考に、今後設置するこ
ととしている昼神温泉将来構想推進委員会
(仮称)での議論を進めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

全般・その これらの内容で、金融機関がお金を貸して
他
くれるとは思えません。村の本気度が見え
なければ民間に対する融資はしないと思
188
います。
全般・その 高く夢のある構想が描かれていますが、構
他
想実現への具体策は４つの視点と５つの
戦略で、村有施設等の機能の再整備（イ
メージ）の投資とソフト事業のみです。これ
189
でスローガンに近づくことができるでしょう
か。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
金融機関をも当事者として巻き込んで進め
ていくことが必要です。今後設置することと
している昼神温泉将来構想推進委員会(仮
B
称)に金融機関も参画いただくことも検討し
てまいります。

B

全般・その 昼神温泉に対する村民の理解が不足して
他
いると感じます。
全村的な「昼神温泉を理解や応援する気
運」が感じられない現状をどのように改善
していくのかが課題です。
190

A

全般・その 今の昼神温泉の現状を脱却しなければい
他
けないという理念や、開発の取り組み目
的、それぞれの内容は理解できますが、具
体案が抽象的で実現可能性が低いように
思いました。
特に、村民自身を担い手として明記するな
191
らば、検討委員会の答申書にある働き暮ら
す人々を満足させるために、村民生活の
活性化に向けて具体的に何をして、どのよ
うに貢献するのかを明記しないと、協力的
な姿勢は生まれてこないと考えます。
全般・その 実現するには地域住民の理解が必要で
他
す。現状は、「なぜ昼神温泉にばかり村の
お金をつぎ込むのか、地域には何も還元さ
れていない」との実感が多く、協力してくれ
る地域住民は限られるだろうと推測しま
す。新型コロナウィルスの蔓延により、地
域住民には「県外旅行者がコロナを持ち込
む」という不安もあります。村民の安心・安
全を守る姿勢や村民生活の活性化がない
192
限り、村民の協力、まして観光客に対する
ホスピタリティが向上はするとは考えらませ
ん。
昼神温泉のまちづくりによって、普段使う巡
回バスがや中津川や長野へのバスの利便
性が高まったり、昼神温泉自体が文化的
発信地なり教育にも活用できるなど、村民
目線の開発があればよいと思います。

35/37

B

A

「おわりに」で触れているとおり、本構想に
記載したことが全てだと考えてはいませ
ん。現時点での認識不足や足りない施策も
あると思います。
本構想をたたき台として、今後、関係者の
参画により設置することとしている昼神温
泉将来構想推進委員会(仮称)による具体
策の議論が不可欠です。
昼神温泉の意義や役割について第１章に
記載しているところですが、御意見を踏ま
え、「１－３」の内容を拡充しました。また、
他の御意見の中に、「村民のための昼神温
泉」と視点が弱いとの指摘があり、「１－４」
及び「５ 視点１まちづくり」に追記しました。
本構想の主旨を広く周知することで、村民
の共通認識を図っていくことが重要と考え
ており、策定後は、シンポジウム等を開催
し、村民理解の向上に努めてまいります。
具体案については抽象的な部分が多々あ
ることはご指摘のとおりであり、その旨は
「おわりに」にも触れたとおりです。
更に詳細な内容については、関係者が集う
中で議論を深める必要があると考えてお
り、今後設置することとしている昼神温泉将
来構想推進委員会(仮称)で進めてまいりま
す。

昼神温泉の意義や役割については第１章
に記載しているところですが、御意見を踏
まえ、「１－３」の内容を拡充しました。ま
た、他の御意見の中に、「村民のための昼
神温泉」と視点が弱いとの指摘があり、「１
－４」及び「５ 視点１まちづくり」に追記しま
した。
村民生活の活性化策等の御意見について
は、今後設置することとしている昼神温泉
将来構想推進委員会(仮称)での議論に反
映してまいります。
策定後には、シンポジウムの開催など様々
な機会を捉え、村民理解の向上に努めてま
いります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

全般・その 新型コロナウィルスが多大な影響をもたら
他
している今、この時期に新しいことをやる意
義を、村民に説明する責任があります。そ
のためにも村民主体の計画でないと、理解
は得られません。
将来に渡って持続可能な村にする鍵を昼
神温泉が握っているのなら、この機に、昼
神温泉が村全体の発展のための教育や文
化の発信地となるような村全体の存続をか
193
けた地域改革を願います。
観光としてだけでなく、村民が安心して暮ら
せ、子供に十分な教育を与えることがで
き、安全な老後を過ごせる自治体全体で
注目されるような計画をお願いします。

全般・その 世界を視野に入れ、外からのお客様を迎
他
え、誇れる温泉とされていますが、全体的
に村民にとっての温泉という視点が薄いの
194
ではないでしょうか。

195

196

全般・その 村民にとっての健康、福祉、文化としての
他
温泉、村民に愛され誇りの持てる温泉であ
る必要があります。

全般・その この構想の中に、村民が見えません。村民
他
に愛される昼神温泉という視点が欲しいで
す。

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
昼神温泉の意義や役割については第１章
に記載しているところですが、御意見を踏
まえ、「１－３」の内容を拡充しました。ま
た、他の御意見の中に、「村民のための昼
神温泉」と視点が弱いとの指摘があり、「１
－４」及び「５ 視点１まちづくり」に追記しま
した。新型コロナウィルスの感染拡大に対
しては全く新たな対応を迫るものですが、こ
れにより本構想の意義が失われるものでは
A
ないと考えます。
策定後はシンポジウムの開催など様々な
機会を捉え、村民理解の醸成に努めてまい
ります。
なお、「阿智村全体の存続をかけた地域改
革」などの御提言については、今後の総合
計画や村政運営上の参考とさせていただき
ます。

A

A

A

全般・その 昼神温泉に関心のない住民があまりに多
他
すぎます。地域の人をもっと取り込める施
策が必要です。
197

A

全般・その もう少し説明会を開催する等内容を説明す
他
ることが必要ではないでしょうか。
役場に素案があるから取りに来いとか、イ
ンターネットから確認してくださいという上
から目線でなく、丁寧な説明が必要ではな
198
いでしょうか？各部落に素案を回覧するな
どもう少し配慮があってもいいと思います。
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D

いただいた御意見の主旨を踏まえ、村民の
ための昼神温泉という視点を「１－４、５ 視
点１まちづくり」に追記しました。
いただいた御意見の主旨を踏まえ、村民の
ための昼神温泉という視点を「１－４、５ 視
点１まちづくり」に追記しました。
また「６－１」には村民の担う役割や求めら
れる対応についても整理しています。
いただいた御意見の主旨を踏まえ、村民の
ための昼神温泉という視点を「１－４、５ 視
点１まちづくり」に追記しました。
また「６－１」には村民の担う役割や求めら
れる対応についても整理しています。
昼神温泉の意義や役割については第１章
に記載しているところですが、御意見を踏
まえ、「１－３」の内容を拡充しました。ま
た、村民のための昼神温泉という視点を「１
－４」及び「５ 視点１まちづくり」に追記しま
した。また「６－１」には村民の担う役割や
求められる対応についても整理していま
す。
今後、本構想の主旨を広く村民に理解いた
だくためのシンポジウム等も開催してまいり
ます。
パブリックコメントに当たっては、様々な会
議の場での説明や期間の延長等の対応を
させていただいたところです。
本構想には、昼神温泉の原状と課題につ
いて広く知っていただく意味もあり、村民の
皆様に広く理解いただき共通認識を醸成し
ていくことが重要と考えます。これで終了で
はなく、今後もシンポジウム等を開催し、周
知に努めてまいります。

意見等への対応（回答・修正等）
記載カ所

意見等の要旨
（内容を要約して記載しています）

全般・その こんなに慌てて作成するのでなく、もっと慎
他
重に行うべきではないでしょうか。
住民理解がされているでしょうか。
199

A：主旨を構想に反映(一部反映を含む)
B：主旨を構想策定後の推進組織等の議論に
反映
C：主旨は既に記載済み
D：その他
本構想の必要性やその位置付けは、「はじ
めに」～「第３章」に記載したとおりです。
リニア中央新幹線の開通を見据えると、残
された時間は限られており、速やかな策定
が必要と考えています。
D 村民理解については、パブリックコメントの
期間を延長の上、各種会議の場で説明に
努めたところですが、今後もシンポジウム
等を開催し、住民理解の促進を図ってまい
ります。

全般・その 住民の考えをもっと入れて欲しい。
他

200

A

全般・その 村は、70歳以上の高齢者に、鶴巻荘・湯っ
他
たりーな昼神の無料入浴利用券を発行し
ていますが、入浴の経費は事業者負担だ
201
と聞きました。この事実は村民に周知され
ておりません。村は、村民に対して嘘の行
政をしているのでしょうか。
全般・その 阿智昼神観光局の記載について、この記
他
載では、公の機関のように見えます。記載
するのでしたら、（株）阿智昼神観光局と記
202
載すべきではないでしょうか。
全般・その カタカナ表記が多く解りにくいです。可能な
他
ものは、住民に解りやすい日本語で表記し
203
ていただきたいです。言葉に流され実態、
実体を見失ってしまう恐れがあります。
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D

パブリックコメントを期間を延長して実施し
ました。お寄せいただいた御意見に基づ
き、追記・修正を行ったほか、今後設置する
こととしている神温泉将来構想推進委員会
(仮称)における議論に反映してまいります。
また、今後もシンポジウム等を開催し、住民
の皆様の声をお聞きし、具体策に反映して
まいります。
無料入浴の実施については、村民に隠すと
いう意図はありません。従前から、施設運
営者の皆様の御協力により成り立っている
事業であり、施設の皆様に改めて感謝申し
上げる次第です。
ご指摘を踏まえ修正しました。

A

A

カタカナ語を全て言い換えることは難しいと
ころですが、解りやすい語句の活用や説明
を加える等の対応をしました。

