
聖山高原県立公園（聖湖周辺）の利用推進に向けた 

サウンディング型市場調査実施要領 

 

１ 調査の背景及び目的 

聖山高原県立公園は、長野県中北信の中央部に位置する本県屈指の火山性高地であり、

雄大な高原景観と峡谷美、県内随一の広大なパノラマ景観が評価され、昭和40年７月８

日、県立自然公園に指定されました。 

本公園の中でも、聖湖周辺は各種利用施設が集積した拠点地域であり、このエリアを中

心として、ＰＰＰ（Public Private Partnership：官民連携）事業等の導入によって一層

の利用推進を図り、多くの皆様に自然とのふれあいを楽しんでいただくため、このたび、

民間事業者との対話を通じて、事業の発案段階で幅広く利活用のアイデアや意見を伺う

「サウンディング型市場調査」を実施することとしました。 

本公園の更なる魅力向上を図るため、サウンディング調査へのご参加をよろしくお願い

します。 

 

２ サウンディング調査の概要 

(1)調査対象区域 

 対象区域は、聖山高原県立公園の聖湖周辺（麻績村） 

とします。 

 対象区域図は、資料１を参照してください。 

 

(2)調査対象区域及び調査対象施設の状況等 

 ア スキー場及びキャンプ場 

(ア) 調査対象区域の状況 

土地の所在 東筑摩郡麻績村麻 5887番１ 内 

土地の面積 約 12ha 

土地・施設所有者 麻績村 

地目（登記） 山林 

道路条件 村道聖幹線１号線に接続 

関 

係 

法 

令 

自然公園法 普通地域 

森林法 一部に保健保安林、干害防備保安林あり 

都市計画法 都市計画区域外 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の所在なし 

電気 中部電力ミライズ株式会社 契約容量 最大 60Ａ 

ガス LPガス 

上水道 簡易水道 

下水道 合併処理浄化槽 

インターネット環境 光回線サービス提供可能区域（※ 事業者と別途協議必要） 

交通・アクセス 麻績 ICから約６km 

 
聖湖及び三峯山 



沿革 

聖湖は、猿が馬場峠のくぼ地にある自然湖で、かつては猿が

馬場池などと呼ばれていたが、昭和 38 年からこの周辺を聖高

原と名付けて別荘分譲地を造成するなど、聖高原開発に伴っ

て聖湖と改められた。ヘラブナ釣りのメッカとして知られる。 

 

(イ) 調査対象施設の状況 

  a スキー場 

主な施設名 設置年度 構 造 建築面積等 利用料金 

リフト事務所・

休憩所・トイレ 
平成元年度 

木造平屋建 

（事務所１室、休憩所１室

自動販売機、男女トイレ） 

208 ㎡ 

－ 

レンタルスキー 平成 3年度 木造平屋建 42㎡ 
 

聖食堂 平成 21年度 

木造平屋建 

（厨房、座席数最大 72名、

トイレ無し） 

94㎡ 

電気ガス未

使用１日：

2,000円 

電気ガス使

用 1 日 ；

4,000円 

8；30～17:00 

リフト１基 
（リフト運転室
等含む） 

平成元年度  L＝321ｍ 

片道 170円 

往復 300円 

山頂展望施設 

（無料休憩所） 
平成 3年度 

木造２階建 

１階 機械室、男女トイレ 

２階 屋内展望施設 

194 ㎡ 

－ 

現在の管理状況

等 

・各施設所有者は麻績村。 

・聖高原リゾート株式会社が指定管理（H30.4.1～R5.3.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

リフト事務所・休憩所 聖食堂 

山頂展望施設 

ゲレンデ、リフト 



 

ｂ キャンプ場 

主な施設名 設置年度 構 造 建築面積 利用料金 

キャンプセンタ

ー（シャワー室

付） 

平成 3年度 木造平屋建 45 ㎡ 
施設使用料

等 500円/泊 

共同炊事場 平成 3年度 木造平屋建 － 
施設使用料

に含まれる 

バーベキューコ
ーナー 

平成 12年度 木造平屋建 80.30㎡ 2,000円 

バ
ン
ガ
ロ
ー 

５人用 

（15棟） 
平成 3年度 木造平屋建 １棟 10㎡ 5,000円/泊 

20人用 

（１棟） 
平成 4年度 木造平屋建 40 ㎡ 

20,000~30,0

00円/泊 

30人用 

（1棟） 
平成 5年度 木造平屋建 91.91㎡ 

20,000~30,0

00円/泊 

テントサイト  10区画 － 1,000円/泊 

現在の管理状況

等 

・各施設所有者は麻績村。 

・聖高原リゾート株式会社が指定管理（H30.4.1～R5.3.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 未利用村有地①及び未利用村有地②（建物付き）の状況 

(ア) 未利用村有地①の状況 

土地の所在 東筑摩郡麻績村麻 6499番 60、97、100～103 

土地の面積 16,856.16㎡（６区画合計） 

土地・施設所有者 麻績村 

地目（登記） 宅地 

道路条件 村道聖湖三和峠線に接続 

  

 

 

 
バーベキューコーナー テントサイト 

キャンプセンター バンガロー 共同炊事場 



関 

係 

法 

令 

自然公園法 普通地域 

森林法 保安林なし 

都市計画法 都市計画区域外 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の所在なし 

電気 中部電力ミライズ株式会社（現在未契約） 

ガス LPガス 

上水道 簡易水道 

下水道 麻績村と別途協議必要 

インターネット環境 光回線サービス提供可能区域（※ 事業者と別途協議必要） 

沿革 

村が地上権設定方式で分譲した別荘地で、契約期間が満了し

て更地となって戻ってきた村有地。 

聖高原納涼煙火大会の際は、臨時駐車場として全区画利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 未利用村有地②（建物付き）の状況 

 a 土地の状況 

土地の所在 東筑摩郡麻績村麻 6499番 23 

土地の面積 1,173.55㎡ 

土地・施設所有者 麻績村 

地目（登記） 宅地 

道路条件 村道聖湖三和峠線に接続 

関 

係 

法 

令 

自然公園法 普通地域 

森林法 保安林なし 

都市計画法 都市計画区域外 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の所在なし 

電気 中部電力ミライズ株式会社（現在未契約） 

ガス LPガス 

上水道 簡易水道 

下水道 合併処理浄化槽 

インターネット環境 光回線サービス提供可能区域（※ 事業者と別途協議必要） 

沿革 

旧昭和大学山荘。学生の夏季合宿等に利用されていた。 

令和２年度に昭和大学から土地・建物の寄付を受け、現在、麻

績村所有。 

  
未利用村有地① 



 

ｂ 建物の状況 

主な施設名 建設年度 構 造 建築面積等 利用料金 

旧昭和大学山荘 昭和 62年度 

木造２階建 

１階：和室３部屋、倉庫、

男女トイレ、風呂場、ボイ

ラー室等 

２階：和室２部屋、洋室１

部屋、男女トイレ、食堂・

厨房、管理人室、倉庫等 

1 階 205.33

㎡ 

2 階 173.34

㎡ 

－ 

現在の管理状況

等 

令和２年度の寄附受納以降、特段の管理は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)利用者数 

ア 観光地延利用者数（聖高原）                 （単位：百人） 

 

（観光地利用者統計調査結果（長野県観光部）） 

 

イ 索道（スキー場）施設利用者数                   （単位：人） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

Ｒ２ 0 143 191 87 1,126 403 538 186 197 1,362 763 35 5,031 

Ｒ元 100 622 217 210 1,020 237 127 167 0 105 43 0 2,848 

Ｈ30 142 429 264 415 989 160 379 0 14 1,035 708 50 4,585 

Ｈ29 36 482 180 292 862 262 234 0 399 1,203 811 132 4,893 

Ｈ28 47 262 103 282 511 152 0 0 0 890 864 330 3,441 

  （麻績村資料） 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 県内 県外 日帰り 宿泊

R２ 5 3 2 6 20 27 96 188 137 75 42 15 616 432 184 616 0 19,100

R元 28 19 5 20 60 21 86 181 115 43 41 12 631 443 188 631 0 23,620

H30 31 20 9 22 49 25 95 176 111 54 36 12 640 447 193 640 0 25,460

H29 24 17 9 13 55 22 97 184 120 53 36 14 644 451 193 644 0 17,680

H28 20 19 5 16 57 22 100 186 117 51 34 12 639 447 192 639 0 23,310

年
日帰り・宿泊別県内・県外別月　　　別

合計
観光消費額

（千円）

   

未利用村有地②（建物付き）（旧 昭和大学山荘） 



ウ キャンプ場施設利用者数                      （単位：人） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

Ｒ２ 0 71 135 191 558 250 108 0 - - - - 1,313 

Ｒ元 59 417 110 146 628 68 70 0 - - - - 1,498 

Ｈ30 50 217 93 141 436 160 67 0 - - - - 1,164 

Ｈ29 7 190 65 458 681 76 66 2 - - - - 1,545 

Ｈ28 16 202 86 235 972 255 31 0 - - - - 1,797 

  （麻績村資料） 

 

(5)事業全体プロセス 

 事業全体のプロセスは以下のとおり想定しています。 

 

 

(6)調査スケジュール 

項 目 期 日 

事前現地説明会の申し込み受付 ９月10日(金)～９月30日(木) 

質問の受付 ９月10日(金)～９月30日(木) 

事前現地説明会 10月14日(木)、15日(金)(午前・午後開催) 

サウンディング調査参加受付 ９月10日(金)～10月29日(金) 

サウンディング調査（調査参加者との 

対話（個別ヒアリング））の実施 
11月15日(月)～11月19日(金) 

調査結果概要の公表 12月中旬（予定） 

 

(7)提案いただくアイデア（対話項目） 

聖山高原県立公園（聖湖周辺）では、PPP/PFI手法等を活用して、利用者が自然とのふ

れあいを楽しみ、快適に高原景観等を探勝し、適正な利用の推進が図れるような公園施設

の整備・運営やアクティビティの導入を進めていきたいと考えています。 

そこで、こうした利用の推進につながるような野営場（キャンプ場・グランピング）や

休憩所（カフェ）、宿舎などの公園施設の新設又は更新や、公園施設を活用した継続的な

アクティビティ、イベントなどのアイデアを募集します。 

 

区分 Ｒ３（１年目） Ｒ４（２年目） Ｒ５（３年目） 

長野県 

 
 

 

麻績村 

  
 

事業者 
   

実施要領 

公表 
サウンディング型 

市場調査 

（対話の実施） 

利用計画素案 

作成 

公園事業 

決定 

公園事業 

認可 

  指定管理等契約 

  事業実施 

（施設整備・運営） 

事業者 

公募・決定 

事業 

詳細検討 

公園事業 

認可申請 

提案 

調整 申請 

事業提案 

（アイデア） 
事業提案 

対話概要 

公表 

決定 応募 

事業準備 

認可 

(※) 

※ 本プロセスはあくまでイメージであり、事業手法を指定管理等に限定するものではありません。 



【提案内容】 

次の（ア）～（オ）の提案区分において、アイデアを実現させるための施設整備の内容

及び運営手法（事業スキームや事業範囲、運営期間、資金計画等）について具体的に提案

してください。 

提案に当たっては、市場性、自然環境への配慮、地域貢献への考え方、行政支援等への

要望などの観点を踏まえてください。 

なお、幅広くアイデアを募る趣旨から、他に望ましい事業提案等があれば、自由に提案

してください。 

（ア）スキー場の夏季の利活用に関する提案 

（イ）スキー場（三峯山）山頂の無料休憩所（展望施設）の利活用に関する提案 

（ウ）聖湖周辺の未利用村有地・建物の利活用に関する提案 

（エ）近隣施設との連携可能性に関する提案 

（オ）その他聖湖畔や三峯山など聖湖周辺の利活用に関する提案 

 

本調査は、公園管理者として長野県が主体で実施しますが、調査対象の土地及び関係施

設が麻績村所有であることから、提案事業者との対話は県と村が協働して実施し、具体的

な事業化は、本調査を踏まえて県及び村が協働して作成する利用計画素案に基づき、麻績

村において実施します。 

 

(8)応募対象者 

ご応募いただけるのは聖山高原県立公園（聖湖周辺）の利用推進に係る施設の整備、運営

主体となり得る法人又はそのグループを原則とします。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、本調査に応募できません。 

・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当する者 

・参加申込書提出時点で指名停止措置要領等に基づく指名停止を受けている者 

・会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく

更生又は再生手続き中の者 

・長野県暴力団排除条例第６条第１項に規定する暴力団員又は暴力団関係者  

・国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む））及び地方税を滞納している者 

・その他、本調査に参加することが適当でないと県が認めるもの  

 

３調査の手続きと進め方 

(1)質問の受付及び回答 

本調査に関する質問がある場合は、別紙１「調査に関する質問票」に必要事項を記入の

上、下記により提出してください。件名は「サウンディング調査質問」としてください。 

受付けた質問に対する回答は、個別には行わずホームページで随時公表します。なお、

質問を行った法人(団体)名は公表しません。また、質問を行った法人(団体)名が特定できる

質問については内容を公表しない場合があります。 

ア 質問受付期間  

令和３年９月10日(金)～９月30日(木) 



イ 問合せ先  

長野県長野市大字南長野字幅下692-2 

長野県環境部自然保護課 

E-mail：shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

 

(2)事前現地説明会の開催 

当該施設の概要等について、サウンディング調査参加希望者向けの事前現地説明会を実

施します。  

事前現地説明会への参加を希望される方は、期日までに下記申込先へ、参加者の氏名、

所属企業部署名（又は所属団体名）、電話番号、希望日（10月14日、15日のいずれか）、

午前の部／午後の部／どちらでも可のどれかを選択し記入の上、電子メールにて御連絡く

ださい。 件名は【事前現地説明会参加申込】としてください。 

なお、事前現地説明会に参加されない場合でも、サウンディング調査には参加いただけ

ます。 

ア 申込受付期間  

令和３年９月10日(金)～９月30日(木) 

イ 申込先  

長野県長野市大字南長野字幅下692-2 

長野県環境部自然保護課 

E-mail：shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

ウ 説明会開催日時  

令和３年10月14日(木)  午前の部：午前10時～  午後の部：午後２時～ 

令和３年10月15日(金)  午前の部：午前10時～  午後の部：午後２時～ 

エ 集合場所・行程  

麻績村 聖高原観光案内センター (予定)  

（長野県東筑摩郡麻績村麻5889-1 TEL 0263-67-2133） 

聖高原観光案内センター（集合） → スキー場・キャンプ場 → 未利用村有地・建物（解散） 

（参加者それぞれの車で移動することを想定しています。） 

オ 説明内容（予定）  

・聖山高原県立公園の公園計画について 

・聖山高原県立公園（聖湖周辺）の施設概要、利用者数等について 

・ＰＰＰ手法導入に係る今後のスケジュールについて 

・提案いただきたいアイデア等について 

 

(3)事前現地説明会の日時及び場所の連絡 

事前現地説明会への参加者あてに、実施日時及び場所を電子メールにて連絡します。時間

はご希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。 

        

(4)サウンディング調査の参加申し込み 

サウンディング調査に参加する場合は、別紙２のエントリーシートに必要事項を記入し、

mailto:shizenhogo@pref.nagano.lg.jp


件名を【サウンディング調査参加申込】として、申込先へ電子メールにてご提出ください。  

 

ア 申込受付期間  

令和３年９月10日(金)～10月29日(金)  

イ 申込先  

長野県長野市大字南長野字幅下692-2 

長野県環境部自然保護課 

E-mail：shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 

 

 (5)サウンディング調査の日時及び場所の連絡 

サウンディング調査への参加者あてに、11月15日から11月19日の間で調整した実施日時

及び場所を電子メールにて連絡します。日時はご希望に沿えない場合もありますので、予

めご了承ください。  

 

(6)サウンディング調査（調査参加者との対話（個別ヒアリング））の実施 

調査参加者の皆様から、対話（個別ヒアリング）にて意見を伺います。 

ア 実施期間  

令和３年11月15日(月)～11月19日(金) (予定)  

イ 場所  

長野県松本合同庁舎内会議室(予定)  

（長野県松本市大字島立1020 TEL 0263-40-1941） 

ウ 所要時間  

60分程度 （調査参加者からの説明は最大30分以内を目安とし、残りを対話に充てる） 

エ その他  

サウンディング調査は、調査参加者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に行

います。  

サウンディング調査の実施に際して、説明のために資料が必要な場合には、提出分とし

て計５部ご持参ください。 

また、説明に当たってプロジェクター等を使用する希望がある場合は、予め４(5)の問

合せ先にお申し出ください。 

 

(7)サウンディング調査結果の公表 

サウンディング調査の実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、調査参

加者の法人(団体)名は公表しません。また、調査参加者の企業ノウハウに配慮し、公表に

あたっては、事前に調査参加者へ内容の確認を行います。 

 

４その他留意事項 

(1)本調査への参加及び対話（個別ヒアリング）内容の扱い 

・県及び参加団体ともに、対話（個別ヒアリング）での発言はその時点での想定によるもの

となります。 
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・提案いただいた事業を実施する場合でも、村が改めて事業者公募を行うため、本調査の参

加者による事業実施をお約束するものではありませんが、本調査に参加し県及び村と対話

することにより、提案事業実現のために必要な条件を提示することができると同時に、事

業者公募段階で県及び村の意図をより深く理解した事業提案が可能となります。 

・本調査への参加実績を、事業者公募等における評価の対象とすることがあります。 

 

(2)費用等 

本調査の参加に要する費用は調査参加者の負担とします。 

 

(3)追加調査等への協力 

必要に応じ、追加調査（書面による照会含む）やアンケート等を行う場合には、可能な

限りご協力をお願いします。 

 

(4)その他 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっては、事前現地説明会及びサウンディン

グ調査の実施方法、時期等を変更する場合があります。 

 

(5)問合せ先 

３(1)の質問以外に質問がある場合には、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

長野県長野市大字南長野字幅下692-2 

長野県環境部自然保護課 

担当：松尾 誠 

電話026-235-7178（直通） 

ファックス026-235-7498 

E-mail：shizenhogo@pref.nagano.lg.jp 
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