
◆　道の駅

No ご意見の概要 件数 ご意見に対する町の考え方
対応
区分

1

・音更町には自慢できるエコロジーパーク
があるが、遊具のある公園や室内遊具の
ある施設がないことを残念に思っている。
音更町にもボーネルンド・キドキドのよう
な、旭川のもりもりパークのような施設があ
れば良いと思う。

・キッズコーナーが狭いと思う。０・１歳児用
か。３～５歳児も遊べるスペースが欲しい。

2

ご意見を踏まえ、キッズコーナーを広げます。他の
空間との兼ね合い上、ある程度限られた面積とは
なりますが、小さなお子様連れの来場者に喜んで
いただけるスペースとなるよう実施事業者とともに
検討を進めてまいります。

修正

2 歴史資料館が欲しい。 1
限られたスペースではありますが、町の歴史や文
化などを紹介をするために必要な展示物等を道の
駅内に設置いたします。

修正

3

・暴走族対策として駐車スペースにタイヤ
留め等を設置してはどうか。

・駐車場や２４時間トイレについて、防犯カ
メラを設置した方が良い。

1

道の駅は、駐車場、トイレ及び電話について２４時
間利用可能であることが要件となっております。そ
のため、特に夜間、施設運営側の職員が不在とな
る時間帯の迷惑行為への対策、防犯体制等のあ
り方について、駐車場内における構造的な工夫や
防犯カメラの設置などの検討を進めており、ご意
見の趣旨は反映されるものと考えております。

反映

4
冬に雪の滑り台を造成して子どもが遊べる
ようにして欲しい。

1
道の駅北側の広場の一画でそり滑りなどができる
よう、築山等を設置することとしておりますので、ご
意見の趣旨は反映されるものと考えております。

反映

5 Ｗｉ-Ｆｉ環境にして欲しい。 1

新たに整備する道の駅におきましても北海道開発
局が整備する「道の駅ＳＰＯＴ（無料公衆無線ＬＡ
Ｎ）」が使用できますので、ご意見の趣旨は反映さ
れるものと考えております。

反映

6

・道の駅と（仮称）道の駅公園は道路をま
たぐので、安全に配慮して欲しい。
・町道北９線道路に適当な場所に横断歩
道を整備して欲しい。

2

町といたしましては通行者の安全確保のため、横
断歩道を設置したいと考えております。ただし、設
置者が北海道公安委員会となりますので、今後必
要な協議を進めてまいります。

反映

7
訪日外国人に対応できる施設として欲し
い。

1
各種表示類を外国語併記とする等、実施事業者と
検討しておりますので、ご意見の趣旨は反映され
るものと考えております。

反映

8
トイレの手洗いはお湯も出るようにして欲
しい。

1

トイレの手洗いにつきましては、適温に加温された
水が出る自動水栓仕様（手をかざすと水が出るタ
イプ）を予定しておりますので、ご意見の趣旨は反
映されるものと考えております。

反映

9
施設で働く人の休憩室、ロッカーなどを十
分なものにして欲しい。

1

来場者に対しておもてなしの心で接客するため
に、道の駅で働く職員の環境を整えることは重要
なことであると認識しております。バックヤード、休
憩室、更衣室等については必要な広さ、ロッカー
数を確保することとしておりますので、ご意見の趣
旨は反映されるものと考えております。

反映

意見概要と町の考え方
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10

・ここでしか経験できない名物を作る（「限
定○食」や期間限定のイベントなど）。

・町民も憩うことのできる場所になって欲し
い。

1

・実施事業者は、地元食材を利用した名物メ
ニューの開発や魅力あるイベントの開催を企画し
ており、ご意見の趣旨は反映されるものと考えて
おります。
・町外から訪れる方々の利用はもとより、町民の
皆様に愛される道の駅となることを目指しておりま
すので、ご意見の趣旨は反映されるものと考えて
おります。

反映

11

・道の駅が「いきものと楽しく出会える場
所」であって欲しい。幅広い年齢層の人々
が交流できる場所、ペットも連れて行ける
場所となって欲しい。

・道の駅が地域の新しいコミュニティー、町
民参加型の場所となることを希望します。

1

・実施事業者は、道の駅の広場において、小動物
とのふれあいイベントの開催等について検討して
おりますので、ご意見の趣旨は反映されるものと
考えております。
・実施事業者は、道の駅で演奏会、カルチャー教
室等を開催するなど、道の駅を地域の交流拠点
施設となるよう検討しておりますので、ご意見の趣
旨は反映されるものと考えております。また、それ
らのイベント開催に当たっても町民参加型の手法
について、ご意見を参考にさせていただき、実施
事業者と検討してまいります。

反映

12
収穫祭のようなイベントを行って欲しい。十
勝の道の駅という認識で十勝のイベントを
実施して欲しい。

1

道の駅では、道東及び十勝の玄関口として誘客で
きる大型イベントの開催等について、実施事業者
と検討しておりますので、ご意見の趣旨は反映さ
れるものと考えております。

反映

13
現道の駅で行われている青空市の継続を
望む。

1

実施事業者において新たな企画を検討しておりま
す。青空市を参考に生産者の方が新鮮な野菜等
を持ち寄って販売するイベントは継続していく方向
で検討しておりますので、ご意見の趣旨は反映さ
れるものと考えております。

反映

14
売店では十勝全体のものを取り扱って欲し
い。

1
ご意見を反映させられるよう実施事業者と検討を
進めております。

反映

15
生産者とふれ合えるイベントを開催して欲
しい。

1
ご意見を反映させられるよう実施事業者と検討を
進めております。

反映

16
木工体験、羊毛フェルト等３０分くらいの短
時間でできる体験イベントを行って欲しい。

1
体験イベントの開催につきましては、実施事業者
が検討しておりますので、ご意見の趣旨は反映さ
れるものと考えております。

反映

17

・地元出身の歌手のコンサートや伊福部
ジュニアオーケストラのコンサートなどを開
催して欲しい。
・月に一度程度、地元の音楽家が集まる
演奏会を開催して欲しい。

2
演奏会の開催につきましては、実施事業者が検
討しており、ご意見の趣旨は反映されるものと考
えております。

反映

18
音更産の新鮮な野菜が手軽に買える場所
であって欲しい。

1
地元の農産品の販売することとしており、ご意見
の趣旨は反映されるものと考えております。

反映

19
誰でも弾けるピアノ（グランドピアノ）を設置
して欲しい。また、バイオリンもあると良
い。

5

ピアノの設置については、実施事業者と検討を進
めており、ご意見の趣旨は反映されるものと考え
ております。ただし、グランドピアノかアップライトピ
アノかについては、設置スペースや費用の点から
実施事業者と検討してまいります。

反映
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20
屋外音楽フェスが開催できるような設備が
あると良い。

1
北側広場にはご意見のようなイベントへの対応も
できるようステージスペースを設けることとしており
ます。

反映

21
屋外のステージを活用して地元高校等の
ダンス、ブラスバンド等の発表会をして欲し
い。

1

道の駅が地元の団体、機関等や個人のさまざま
な活動の場となり、地域交流の拠点施設となるよ
う取組むことしておりますので、ご意見の趣旨は反
映されるものと考えております。

反映

22

・音更産の食材を使った定食等が飲食でき
ることを希望する。

・本町高台方面は店が少なく、道の駅が地
元の人が利用しやすい充実した施設にな
ることを願う。

1

・道の駅の事業全体のコンセプトは「食と体験を基
に人々が賑わい交流を行う拠点施設」としており、
充実した飲食コーナーを設けることを予定しており
ます。提供されるメニューにつきましては、実施事
業者及び飲食店舗の運営者との調整が必要とな
りますが、音更産の食材が用いられたメニューの
提供に向けて関係者間での協議を進めていきま
す。
・町外から訪れる方々の利用はもとより、町民の
皆様に愛される道の駅となることを目指しており、
ご意見のとおりとなるよう取組んでまいります。

反映

23

・十勝の有名な食事処がたくさん集まって
欲しい。
・地場の農産物を使った食のイベントを開
催して欲しい。
・ランチバイキングや子どもから大人が楽
しめる飲食メニューの提供を望む。
・豚丼やカレーなど、十勝ならではの飲食
が楽しめると良い。

4

充実した飲食コーナーを設けることや地元の食材
による名物メニューの開発など、道の駅が十勝・
音更町の食の魅力発信拠点となるよう取組むこと
としており、ご意見の趣旨は反映されるものと考え
ております。

反映

24

道の駅ができるのを楽しみにしているが、
そこまで行くための足がない。バスはどう
なるのか。コミュニティーバスはとまるの
か。

1

自家用車を所有していない方などのためのシャト
ルバス等の交通手段の確保について、実施事業
者と検討を進めており、ご意見の趣旨は反映され
るものと考えております。

反映

25
屋外遊具が駐車場に面した側に予定され
ているが、奥の広場側にあった方が安心し
て伸び伸び遊べる雰囲気で良いと思う。

1

屋外遊具の位置につきましては、メイン駐車場か
ら見通せて、フラワーガーデンに近く、道の駅と
（仮称）道の駅公園を行き来する主たる園路に面
して配置することで、賑わいのある空間の創出を
図っております。また、施設奥側の広場（北側広
場）につきましては、イベントスペースとして利用す
ることとしております。

参考

26

「ゴジラ」のテーマ曲などを作曲した故伊福
部昭氏を知ること、感じることができる工夫
をして欲しい。（通路にゴジラの足跡を配
置、伊福部氏関係の展示スペースの設
置、ゴジラの曲が流れる装置の設置、踏ん
だら音が鳴る鍵盤の床の設置、故伊福部
氏の銅像・モニュメントの設置、施設内ＢＧ
Ｍとしてゴジラのテーマ曲や音更町歌を流
す、ゴジラのキーホルダーやぬいぐるみな
どといったゴジラのグッズ販売、ゴジラを模
したスイーツや飲食メニューの提供、ゴジ
ラの顔出しパネルの設置、ゴミ箱がゴジラ
の形ものを設置するなど）

34

町にゆかりがあり、日本を代表する作曲家の一人
である故伊福部昭氏を紹介することは、町の魅力
発信を行う上でも大切なことと認識しております。
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

－ 3 －



No ご意見の概要 件数 ご意見に対する町の考え方
対応
区分

27

基本計画を一読したところ、既存で好評と
なっている他の道の駅とあまり変わらない
ような計画に感じる。音更は小麦日本一の
産地で食の聖地をコンセプトにするなら
もっと深くアピールできるような、農業文化
としての側面を表現できないか。

1

ご意見を参考にさせていただき、町内外から道の
駅にお越しいただく来場者に音更町の農業や特
産品をアピールできる仕掛けを実施事業者と検討
してまいります。

参考

28
周辺の道の駅に負けない道の駅にして欲
しい。

1

周辺の道の駅とも連携して地域の魅力発信にも
努めつつ、来場者が繰り返し訪れたいと思える道
の駅にするよう、実施事業者とともに努力いたしま
す。

参考

29

十勝管内には多くの道の駅があって、競争
の時代。それに負けない内容でないと何
度も足を運ぶことにならない。飲食店も多
ければ良いというものでない。

1

周辺の道の駅とも連携して地域の魅力発信にも
努めつつ、来場者が繰り返し訪れたいと思える道
の駅にするよう、実施事業者とともに努力いたしま
す。

参考

30

十勝内外に魅力発信をして、日本各地、海
外らも来場して頂き、音更十勝の魅力を堪
能できる素晴らしい道の駅ができることを
に期待する。

1
実施事業者と連携し、ご期待に応えられる施設づ
くり、運営を目指します。

参考

31
季節により違うラインナップでネット販売さ
れない地元還元商品を取り扱って欲しい。

1
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

32 キャンプ用品の貸出しをして欲しい。 1
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

33
隣接する柳月と連携したイベント、上士幌
や士幌の道の駅と連携したイベントが開催
されると良い。

1
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

34
農業体験イベント（収穫、植え付け、草取り
等）を開催して欲しい。

1
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

35

道の駅と十勝川温泉のガーデンスパを結
ぶシャトルバスの運行し、車内で町の紹介
などをできる仕掛けをする。これにより温
泉に宿泊する車のない観光客も音更をま
わることができ、２つの道の駅が人の集ま
る場所となる。

2
ガーデンスパ十勝川温泉との連携は重要なことと
認識しております。ご意見を参考にさせていただ
き、実施事業者と検討してまいります。

参考

36
よつ葉にちなんだスペースかカフェがある
と良い。

1
ご意見を参考にさせていただき、実施事業者と検
討してまいります。

参考

37

キッズコーナーも施設奥側の緑広がる屋
外空間に面したスペースに配置した方が
良いのでは。その場合多目的トイレやベ
ビーコーナーに近くなり利便性が増すので
はないか。

1

・キッズコーナーの位置につきましては、カフェ等
を利用していただきながら子どもが遊ぶ様子も見
守れる配置とし、２４時間トイレに比較的近い配置
にしております。

その他
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38
バス・大型車専用の出入口があった方が
良いのではないか。

1

バス・大型車専用の出入口の設置については、ど
の出入口についても大型車の出入りに留意した幅
員とし、駐車スペースについては専用の箇所を整
備することで安全で円滑な利用を図りたいと考え
ております。

その他

39 温泉施設があった方が良いと思う。 1

現在、十勝川温泉旅館協同組合が運営し、温泉
施設を有する「ガーデンスパ十勝川温泉」につい
て、本町で２施設目となる道の駅の登録に向けて
取組が進められております。魅力発信エリア内に
新たに整備する道の駅と、道の駅の登録を目指
すガーデンスパ十勝川温泉は、それぞれの特徴
を持ちながら相乗効果を発揮し、本町の魅力を発
信していきたいと考えており、魅力発信エリア内の
道の駅に温泉施設を整備する考えはありません。

その他

40

・中庭広場のため、施設がコの字型にな
り、各機能が分散され、来館者の使い勝手
が悪く、ゆとりのない空間の割に無駄なス
ペースが生まれている。シンプルに箱形
（正方形）の方が使い勝手が良いのでは。

・建物の背面（北側）こそ開けた空間にした
方が施設の特色を活かせるのでは。今の
計画では道の駅背面（北側）が閉ざされて
いて、魅力発信エリア全体への広がりつな
がりを断ち切っているように見える。

1

・中庭広場を緩く囲んで巡る施設構成とすること
で、中庭広場の周囲を回遊する動線計画となり、
目的以外のエリアにも来場者を導くことが可能で、
さらに中庭越しに施設内を見渡して活気を感じら
れることを期待しています。また中庭広場は、
シェード（日よけ）により日射を制御することで半屋
外空間として販売所や飲食コーナーとしての活
用、また、冬期間も施設の廃熱エネルギーを活用
した融雪及び除雪の対応でクリスマス等の季節の
イベント装飾による賑わい創出空間としての活用
を期待しています。ご意見の空間の有効利用の観
点から箱形（正方形）が優れているということにつ
いて、ご意見のとおりと思いますが、このたびの道
の駅の施設コンセプトが「開かれた中庭を中心とし
た施設構成」であることについてご理解を賜ります
ようお願いいたします。

・中庭広場奥の無料休憩・飲食コーナー中央部
（上部吹抜け構造）の背面（北側）側に開口部を設
けることにより、道の駅背面（北側）の広場、魅力
発信エリア全体への広がりやつながりを確保する
こととしております。

その他

41
１００メートルくらいの展望台を造ったら良
いと思う。十勝平野を一望できたら素晴ら
しい。

1

ご意見の展望台の整備につきましては、整備費用
及び維持管理費用、いずれも多額の経費が見込
まれることから、整備はできないものと考えており
ます。ただし、大雪山系の山並みや周辺の畑地の
景観等が素晴らしい場所でありますので、景観等
が楽しめるように道の駅と合わせて整備を進めて
いる（仮称）道の駅公園で検討してまいります。

その他

42
国道２４１号から右折して直接道の駅駐車
場に入れるように（中央分離帯を切る）して
欲しい。

1

ご意見のような入場動線の確保につきましては、
交通安全の観点から道路管理者（北海道開発
局）、交通管理者（北海道警察）の了解が得られな
いものと認識しております。町としましては、国道２
４１号と直接の出入りは左折によるものに限定し、
右折につきましては町道北９線道路を経由した動
線を確保する方針です。

その他
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43
ベーカリーと２４時間トイレの間にある飲食
店は、利用者目線から利用したくない位置
にあると思う。

1

ご意見のある飲食店は、テイクアウト専用で、路面
店（屋外に向かって販売）を予定しております。道
の駅内でゆっくりと休憩ができず、トイレ休憩など
の後にすぐ移動される方にも車内などで手軽に飲
食していただけるメニューを提供する店舗としての
利用を想定しております。

その他

44
道の駅に高所作業車を配置し、観光客を
乗せて眺望を楽しむことはできないか。

1

維持管理の観点から高所作業車を導入する考え
はありませんが、ご意見のとおり、大雪山系の山
並みや周辺の畑地の景観等が素晴らしい場所で
ありますので、景観等が楽しめるように道の駅と
合わせて整備を進めている（仮称）道の駅公園で
検討してまいります。

その他

45
大型イベントがあるとき、車の出口２カ所で
大丈夫か。

1

道の駅からの車の出口としては、国道２４１号へ２
か所（左折限定）、町道北９線道路へ１か所の計３
か所設けています。オープン時、大型イベントの開
催時や大型連休等の混雑時において、一時的に
ご不便をおかけする場合もあるかと思いますが、
計画している出口で十分対応できるものと考えて
おります。

その他

46
今回の説明の前に町民との話し合いの場
を持って欲しかった。

1

町といたしましては、今回の説明会の前にワーク
ショップ等を開催してきたところであり、町民の皆
様からのご意見を事業に反映できるよう努めてき
たところであります。

その他

47 コンビニ、スタンド等もあると良い。 1

道路利用者の休憩機能としては、ご意見の施設も
重要な施設と考えておりますが、道の駅の敷地内
にコンビニ及び給油所を整備する考えはありませ
ん。

その他

－ 6 －



◆　（仮称）道の駅公園

No ご意見の概要 件数 ご意見に対する町の考え方
対応
区分

1
住民の健康面に直結する施設（スポーツ施
設）の設置を望みます。

1
スポーツ施設を整備する予定はございませんが、ジョギン
グやウォーキング、冬季には歩くスキーを楽しめるよう公園
の外周に園路の整備を検討しております。

検討中

2

ドッグラン、トイレ、キャンプのできる芝生広
場、ヘリポート、パークアンドライドは必要
不可欠な施設。ドッグラン、キャンプのでき
る芝生公園は広めにとる必要があると思
う。

1
芝生広場は緊急時のヘリコプター離発着場としての利用も
想定しておりますので、必要かつ十分な面積を確保するよ
う検討しております。

検討中

3
ドッグランは、大型犬と小型犬を分けて欲
しい。

1
ドッグランは、大型犬と小型犬を分けるよう検討しておりま
す。

検討中

4

道の駅の利用状況を見ていく中で公園を
整備した方が良い（役割分担と一体利用の
観点から）。ただ、パークアンドライドの整
備は早くして欲しい。

1

ご意見をいただきましたとおり、現在、道の駅実施事業者
と役割分担や一体利用について協議を重ねており、今後
設計を進めるに当たり、更に検討を深めてまいります。な
お、パークアンドライドにつきましては、道の駅の開業まで
には整備を完了させるよう検討しております。

検討中

5
条例公園側にも２４時間利用可能なトイレ
を設置した方が良い。

1 ご意見を参考にさせていただき、検討してまいります。 参考

6
ドッグランを設置する場合はふん尿対策の
ための看板が必要である。

1 ご意見を参考にさせていただき、検討してまいります。 参考

7
パークアンドライド駐車場の防犯対策はど
うでしょうか。特に夜間、安心して駐車でき
ますか。

1
安心して駐車していただけるよう防犯対策を検討してまい
ります。

参考

8
都市間バス待合所を充実したものにして欲
しい。

1

都市間バスの待合所は、ご意見を踏まえ特に冬期間の利
用を十分に考慮し、検討してまいります。また、道の駅も待
合所として利用できるようバス乗降場の位置についても併
せて検討してまいります。

参考

9

芝生等で何もなく広々としているのも良い
が親子連れが楽しめる大型遊具を備えた
公園が欲しい。ボーネルンド・ギドギドのよ
うな施設もあったら良い。

1

あくまでも道の駅を補完する公園であることから、道の駅で
開催するイベントや臨時駐車場など多目的な活用を想定し
ていますので、現時点では大型遊具の設置は考えており
ません。屋内の大型遊戯施設につきましても、整備費用及
び維持管理費用、いずれも多額の経費が見込まれること
から、整備はできないものと考えております。

その他

10
条例公園側の芝生スペースについて、テン
トを張って宿泊可能なようにする方が良
い。

1
芝生広場に常設のキャンプ場を整備する予定はございま
せんが、例えば道の駅実施事業者がキャンプ体験イベント
を企画するなどの活用方法は想定しております。

その他

11 （公園の）トイレをきれいにして欲しい。 1
日常的な点検、清掃を行うことにより、清潔なトイレを維持
できるよう努めます。

その他

12
サイクルステーションと自転車道はつなが
るのでしょうか。

1

公園は、「トカプチ４００※」という帯広市を起点に北十勝と
南十勝を八の字に結ぶ延長４００㎞のサイクリングロードに
面しています。
※「トカプチ４００」～北海道開発局の進めるサイクルツーリズム環境整備
の一環としてモデル的なサイクルルートとして選定されたルートとのこと。

その他

13
無料でプレイができるパークゴルフ場（9又
は18ホール程度）を造成して欲しい。

1
町では平成28年度の台風10号で被災した柳町河川緑地
パークゴルフ場の復旧を計画していることから、新たな場
所にパークゴルフ場を整備する考えはございません。

その他

14 キャンプ場を整備して欲しい。 1
芝生広場に常設のキャンプ場を整備する予定はございま
せんが、例えば道の駅実施事業者がキャンプ体験イベント
を企画するなどの活用方法は想定しております。

その他
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15 道の駅と同時オープンをして欲しい。 1

パークアンドライドにつきましては、道の駅の開業までには
整備を完了させる予定でございますが、芝生広場等は工
事期間中、道の駅やパークアンドライドの工事残土置場と
して使用いたします。そのため、道の駅やパークアンドライ
ドの工事がある程度以上進まないと工事に着手できず、芝
の養生期間も必要なことから同時オープンはできません
が、できる限り早期に完了するよう計画的に整備を進めて
まいります。

その他

16
キャンプ場にスノーピークなどの有名アウト
ドアショップがあると良い。

1
芝生広場に常設のキャンプ場を整備する予定はございま
せん。なお、公園内に売店を置く考えはございません。

その他

－ 8 －


