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第１章 現状と課題

１ 再整備基本構想策定の目的及び位置づけ

本市の目指すべき将来像を示す「東かがわ市基本構想」に基づき策定された「東

かがわ市公共施設等総合管理計画」を上位計画として、各施策分野においては個別

に具体化される実施計画策定が必要とされています。ベッセルおおちをはじめ、本

市の温浴施設に関しては収益性が求められる施設として、運営面や財政負担など

様々な議論がなされており、これからの温浴施設のあり方を含め施設運営の財政負

担の抑制と経営改善に向けた検討をさらに進めなければなりません。

本市の温浴施設における現状での商圏人口や施設の老朽化具合では、長期的には

３施設の運営継続は困難であると考えており、保有施設の適正化による観点から、

ベッセルおおちを中心とした整備を進めることが望ましいと考えております。

そこで、ベッセルおおち存続案を具体的に実施計画に移すとした場合に、市民及

び観光客の保養と豊かな瀬戸内海に面する施設として魅力度・満足度をより効果的

にするため、現状把握や課題を整理することにより、基本的な再整備の方針を示す

ことを目的として「ベッセルおおち再整備基本構想」を策定するものであります。

本計画の位置づけ

ベッセルおおち再整備基本構想

実施計画

東かがわ市公共施設等総合管理計画

東かがわ市基本構想
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２ 施設の現状把握

（１）施設概要

施設名 ベッセルおおち

住所 東かがわ市馬篠1200番地

交通
高松自動車道津田東ICより5分

JR高徳線三本松駅よりタクシー10分

営業時間 10:00～22:00

定休日 毎月第2水曜日

入浴料金(条例限度額)

※R2.7現在

大人/650円(700円)

子ども/330円(500円)

高齢者、障害者/500円(500円)

駐車場 約300台

付属施設
レストラン、居食屋、休憩室、ボディケア・エステルーム、売店、ゲームコーナー、

イベントホール、会議室(3室)、展望デッキ、芝生広場、岬のロッジ村、屋内運動

広場

宿泊施設 本館　6室　H30稼働率：61%       岬のロッジ村　5室　H30稼働率：37%

浴室
大浴槽、檜風呂、白泡美人の湯、座湯、寝湯、流水風呂、打たせ湯、水風呂、サウ

ナ（スチーム、遠赤外線）、露天風呂

泉質
低張性中性冷鉱泉

源泉温度　11.0℃   湧出量　81㍑/分   PH値　7.4   成分総計　7.50g/kg

年間利用者数（H30、R1）

H30：施設全体/235,475人     入浴者/114,609人

R1：   施設全体/214,983人     入浴者/114,912人

(入浴者のうち市内割合30% ※R1.6調査実施)

指定管理者

年間売上高（R1）
232,493千円（税抜）

指定管理者

年間コスト（R1）
264,299千円（税抜）

指定管理者

年間営業損益（R1）
△31,806千円（税抜）

指定管理料(R2年額) 0円

指定管理期間(満了日) 令和5年3月31日

市内雇用者割合 76%　（38人/50人）

隣接施設等 -

建築年 平成9年　平成9年7月業務開始

法定耐用年数（経過年数） 29年（R1.4時点で22年経過）

構造階数 鉄骨造地下1階地上4階建

延床面積 7,522㎡

建築費 2,062,730千円

写真
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（２）入浴者数・決算推移

（３）３施設維持修繕改修費執行実績

（表１） 単位：円

年度 H27 H28 H29 H30 R1

修繕料 1,282,025 2,019,708 2,719,710 2,262,200 3,223,944

工事請負費 11,605,680 21,022,200 26,142,480 67,420,080 28,964,960

合計 12,887,705 23,041,908 28,862,190 69,682,280 32,188,904
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３ 課題の整理

（１）施設の老朽化、多額の財政負担

市内温浴３施設ともに全体的に老朽化が進んでおり、特に白鳥温泉については昭和

53 年、54 年の建築であり最も建築から年数が経過している。今後も老朽化に伴う修繕

料等の増大が見込まれます。（過去 5年間の執行実績は前頁表１のとおり）

また、３施設は全て指定管理施設であるが、R１の実績では全ての施設が赤字で推移

しており、各施設とも稼ぐ収入をもって経費の全てを補えている施設はなく、人口減少、

余暇活動の多様化、福祉目的のための低い入浴料金設定など原因は様々であるが、現在

の状態で運営する限りは、今後も収益の大幅な向上は期待できません。

また、温浴施設はお客様から入浴料等を頂いて運営される観光レクリエーション施設

としての要素も含まれており、様々な年代層のお客様に安全に利用いただけるよう、施

設老朽化安全対策も実施しなければなりません。社会情勢や市民ニーズの変化にも対応

する必要はありますが、安全・安心を含めたサービスの低下を避けるため、定期的な投

資や大規模改修（リニューアル）を行わなければ、期待する効果を挙げ続けることは困

難であると予想されます。

（２）温浴施設を行政が運営していくことの妥当性

公共温浴施設については、過去より地域活性化として全国各地の自治体が整備し、地

域経済への刺激や、雇用創出や住民福祉、観光振興などの役割を果たしてきました。

東かがわ市内の３施設も例外ではなく、全て合併前の旧町時代に設置され、住民にと

っては思い入れのある施設となっており、行政が行う事業についての優先順位を評価す

るうえで重要な物差しは「公益性」と「実施主体の妥当性」と考えられます。

◇「公益性」が高い事業とは、より多くの住民が生活していくうえで必要不可欠なもの。

◇「実施主体の妥当性」とは、行政でなければ提供できないもの、行政が唯一の実施主

体であるかどうか。

上記の２点について極端な表現をすると、各施設で現に展開されている温泉入浴、宿

泊、宴会、食事などのサービスは、全ての住民が生活していくうえで必要不可欠なもの

ではなく、嗜好などによってそれを必要とする方々自らが相当の対価を払って受けるも

のと言えます。

また、同種の事業を実施している民間事業者が存在しているため、行政が唯一の実施

主体ではない。行政サービスの本質論からすると優先順位は上位ではなく、条例上の設
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置目的である「健康の増進、福祉の向上」を目的として行政が温泉施設運営に関与する

ことが妥当か否かについて、今日的視点での課題認識が必要であります。

（３）機能とニーズのずれ

従来の温浴施設のニーズである「日帰り温浴施設」に加えて、「体験型リゾートスパ」

的ニーズが高まっています。地域住民をメインターゲットにしての運営戦略では、近年、

また、将来的な地域の人口減少を考えると限界があります。瀬戸内海の魅力向上による

滞在型観光・アウトドアレジャーのニーズを捉えるための宿泊の質など確保できていな

いと言えます。

４ 課題解決の方向性

課題を踏まえず３施設を現状で存続するとした場合、施設利用者からの不満は少ない

と想定されますが、維持修繕費用、改修費、指定管理費用など、これまで以上の財政負

担が必要となり、単なる施設継続では課題解決には繋がりません。施設利用者の増加や

施設長寿命化対策の実施による安全・安心の確保など、魅力度・満足度向上に向けた取

り組みや立地面、維持経費等コスト面、施設老朽度や最適化の観点など、総合的な判断

が必要であります。

そこで、３施設での入込客数比較や市の観光施設として集客面でも重要な役割を担っ

ていること、最近の瀬戸内海は世界的な注目を集めていることから、立地条件が優位に

あり今後の発展性も見込めること、また、施設老朽度も比較し、方向としては３施設の

指定管理期間満了時における再募集の調整や施設存廃の決定も必要となりますが、将来

においては、ベッセルおおちのみ存続させることでより効率的に魅力度・満足度を向上

させ、現在のニーズに沿った課題解決が期待できると考えます。

ベッセルおおちの再整備にあっては、建物本体のほか、スパークおおちやログハウス

など、施設全体を見直す必要があり、老朽化具合や稼働率などいろいろな状況を踏まえ

たうえで、残して計画的な投資により魅力を高めていくもの、廃止してコスト縮減を図

るもののさび分けは必要であります。

また、ベッセルおおちは、アクセスするための公共交通手段が無く、来館手段の課題

についても対策を進めなければなりません。
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第２章 再整備方針

１ 基本方針

前章で方向性を示したベッセルおおち存続案を具体化し、抜本的かつ効果的な施設

のリニューアルを進めていくためには、併設される「スパークおおち」、「ログハウス」

等の老朽化や当該施設内の稼働率の低い施設の存廃も併せて、行政関与の妥当性や財

政的な要素のほか、現在の指定管理者の改善提案など集約し、入浴を主体としつつ、

施設利用の多様性の充実に取り組み、施設全体の付加価値を高め、魅力を向上させ、

集客の増加による収支改善が見込める整備を進めるため、次のコンセプトにより進め

ることとします。

２ 再整備コンセプト

瀬戸内海に面した眺望ロケーションの優位性や施設設置目的である「健康増進」、

「福祉の向上」のほか、「滞在型観光施設」として、近年の新しい利用者ニーズに対

するサービス提供ができるよう、次の視点によりリニューアルを図る。

◇ 施設立地条件の優位性を活かし魅力度・満足度の向上を図る

・眺望の確保

・近接海岸へのアクセス向上

・SNS 映えするロケーションの設定と情報発信

◇ 施設配置や機能の見直しにより集客力を高める

・浴室内容など施設のリニューアル

・ホール、併設施設の活用

・物産販売の充実、生産者との連携

◇ 利用者ニーズの把握や需要の掘り起こしにより新たな顧客の獲得

・アウトドア嗜好によるグランピング・キャンプサイトの充実

・近接海岸、周辺観光施設との相互連携
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第３章 施設整備に向けて

１ 再整備案

再整備コンセプトを具体化するため、施設継続性にあって、収支改善に向けた運

営者の不断の努力は必要であるが、リニューアルによる最大限の効果を期待するた

め、利用者アンケート、民間の経営ノウハウなども参考とし、基本計画案を立てる

こととする。

なお、工事施行にあっては、浴室等を改装する場合は休業を要するため、現在の

指定管理者の意見も参考にしつつ進める。

（１）浴室改修

当初建築以降、浴室の大規模リニューアルは行っていない。利用者ニーズや民間

商業施設も参考とし、浴室全体の魅力度を高めるとともに、檜風呂など維持修繕に

コストがかかるものについては存廃の検討も行う。

（２）フリースペースの再配置

リラックススペースなど浴室以外の館内スペースの総合的な配置の再検討によ

り、利便性の向上はもとより、来館者の満足度を高める。

（３）食堂・宴会運営の検討

飲食提供の場所や広さなど再配置することにより、魅力度アップに繋げるほか、

バックヤードの設備を更新する。

また、宴会・パーティの需要低下によるスペースの確保や舞台スペースの設置な

ども検討する。

（４）ホールの利活用検討

５００人収容可能なホールの優位性を活かした新たな利活用の掘り起こしを行

う一方、ホールの必要性や他用途への変更についても検討を行う。
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（５）付帯施設の改廃検討

稼働率の低いスパークおおちについて、老朽化による安全性にも課題が残ること

から廃止も含め検討を進める。

指定管理者の自主事業としての整備も含め、新しく滞在型観光のニーズの増加を

見込み、ログハウスやグランピングスペースとして屋外広場などの再整備を進める。

（６）維持管理費用コスト縮減への取組み

継続的な利用促進のため、市民ニーズに対応する機能性を重視した再整備を進め

なければならないが、将来的に更新費用負担が大きくなると予測される熱源関係の

設備機器類のコスト縮減や環境への配慮も再検証する。

（７）安全・安心への取組み

老朽化安全対策として既存施設の修繕対応など、施設利用者への安全・安心への

配慮等、環境づくりを再検討する。

２ 再整備に係る概算事業費

再整備基本計画検討において、概算事業費を算定し、適宜予算化する。

３ 集客のための取り組み

・市観光協会、観光事業者との連携による効果的かつ効率的な観光振興を図る。

「拡げる」、「つなぐ」、「みがく」の３つの基本戦略の展開

「拡げる」知ってもらう、認知度を高める

「つなぐ」周遊してもらう、事業者や地域をつなぐ

「みがく」経済効果を高める

・公共交通の充実

・市内二次交通の環境整備

・魅力発信（情報発信）

・ＳＮＳ等を活用しての魅力発信

・各種イベントの開催
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４ 再整備スケジュール（案）

大規模リニューアルにあっては、本基本構想に基づき再整備への計画を進めるため、

令和３年度より基本となる整備計画策定に着手し、整備案について随時、説明等行い

合意形成を図った後、実施設計を進めることとする。

改築工事については、現在の指定管理者が運営中であることから、施工できる箇所

から優先して施工し、指定管理期間満了後、一定期間、営業を休止して集中工事を施

すこととする。

※工事進捗により指定管理再開スケジュールは変動する。

項目

基本構想

議会説明等

基本計画

実施設計

施
工

改築工事

指定管理

指定管理者
再公募

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

再

整
備

計

画

指
定

管
理

基本構想策定

議会説明等

指定管理期間

令和４年度末満了

工事施工（整備箇所において随時）

指定管理委託

運営再開※

指定管理者募集/選定

基本計画

基本計画に基づき実施設計
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５ 再整備イメージ

◇施設利用者の減少 ◇施設の老朽化 ◇ニーズとのずれ

・指定管理者のサービス向上

・市内及び周辺の観光の連携

東かがわ市観光協会

観光事業者

・公共交通の充実

・SNSを活用した魅力発信
・各種イベントの開催

《再整備計画》

基本計画・実施設計

【対策案】

《再整備基本構想》

・浴室改修

・フリースペース再配置

・食堂・宴会運営の検討

・ホールの利活用

・付帯施設の改廃

・コスト縮減

・安全・安心の取り組み

【対策案】

実 行
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