
「平取町道の駅整備検討事業」に係るアンケート調査 集計 

 

平取町は全国有数の大玉トマトの生産地であり全道一の生産地となっているが、町内において、特

産品である「びらとりトマト」の魅力を発信する機会、場所が充実していないことから、より多くの

消費行動を取り込み、地域経済にプラス効果が期待できる「農産物直売所」を含む「道の駅」のよう

な施設の整備について検討している。 

まずは、平取町に道の駅を整備すると仮定した場合に、施設に求める機能などについて住民の皆様

より意見収集すべく、アンケート調査を実施した。 

 

 

住民アンケート調査概要 

アンケート実施期間 2021年 9 月 10 日から 2021 年 9 月 22 日 

対象 平取町居住者 

回答数 合計：120 回答(Web:98、紙:22) 

※設問によっては複数回答も可能であるため、回答数（n）は異なる。 

※回答は Web及び紙を合計し示す。 

 

Q1 あなたの年齢を教えてください。。 

 

n=120 

  



Q2 あなたのお住まいの地域を教えてください。 

n=120 

その他の回答 

平取町 

n=1 

 

Q3 町で道の駅の整備検討がされていることを知っていましたか。 

 

ｎ＝120 

  



Q4 あなたが思う「平取町の魅力」を教えてください。（以下から 3 つまで選択してください。） 

 

ｎ＝339 

その他の回答 

幌尻岳（５回答） 

自然 

馬産地 

馬 

黒豚 

義経神社 

特産品が多数ある 

田舎らしさ 

２つのキャンプ場、グランピング、ヤマメ釣り堀 

気候が良くて空港や札幌まで行きやすい所 

n=14 

  



Q5 施設整備の際に重要視する点を教えてください。（以下から３つまで選択してください。） 

 

n=345 

その他の回答 

継続的な管理運営 

町民の税金を投入する施設はいかがか？ 

レストランの充実、インスタ映えするポイントがあり、SNS に載せたいと思われること 

小さな子供を連れても、利用しようと思えるような屋内公園 

唯一無二のオシャレな建物にする。平取町で経営しているお店の商品の販売。お蕎麦も脱気パック

して販売できるとおもう。和牛のハンバーグや、ソーセージ類の販売は、お客様目線からすると購

入したい気持ちが増します。多くの方々がドライブなり旅行なりで家を出て旅先でお買い物をする

時は多少、高額でもそこでしか買えないと思ったら多少高額でも買いますよ。平取でしか買えない

ものをメインに置いた方が売上アップにつながるとおもいます。 

n=5 

  



Q6 どのような機能があると施設を利用しますか。（以下から 3つまで選択してください。） 

 

n=312 

 

その他の回答 

10 年後、20 年後の地域振興に繋がる事業 

平取ミニ博物館ブース（トマトミュージアム、まちの魅力宣伝スペース） 

RV パーク 

軽トラック市場 

インスタ映えするポイントがあること。 

インスタ映えスポット 

若者が写真を撮りたくなるスポット 

大型スーパー 

足湯 

日本一広い車中泊スペース 

直売所 

キャンプなど 

どのような施設があっても利用は限定的(トイレ休憩) 

地元飲食店など存在する。この設問の施設不用 

※RV パーク：日本 RV 協会が『快適に安心して車中泊が出来る場所』を提供するために定めた条件を

満たす車中泊施設。 

n=14 

 

  



Q7 施設の運営に関わるとしたら、どのようなことができますか。（以下から 3 つまで選択してくださ

い。）（特にない場合は記載不要です。） 

 

n=152 

その他の回答 

お土産の商品開発 

年齢的な面もあって、施設の運営に関わることは無理かと思います。 

人口規模。働く人が町内にいるのか。 

n=3 

 

Q8 「平取町道の駅整備検討事業」についてご意見があればお聞かせください。 

 

＜候補地に関する意見＞ 

・交通アクセス性からの視点で希望しますが、日高道富川出入口に近い、紫雲古津地区が最適地かと

思います。 

・あまり町中に入りますと、国道 237 号で旧日高町方面行の方のみの利用となって利用者が限られて

しまうのでは？と思います。 

元のマッシュルーム跡地はどうでしょうか。土地の広さと国道沿いに面して駐車場も取れ、今まで富

川方面に行く人達が手前で買い物が出来る。多くの人達が移動・便利。 これから大きくまちづくりの

企画を作成し、多くの人達と話し合い（場を設ける、若い人達、年寄りも交えて）、前方が見える様が

あったらと思います。 それに建物があまり大きなものでなくとも、土地が広いと周りに色々、子供向

け遊具、休憩所等も徐々にできてくると思います。 

平取町荷菜（マッシュルーム工場の建物生かす）。環境整備も含めて平取町らしい風景を考えられた

ら良いと思う。 

二風谷アイヌ文化博物館に近いと、アイヌ文化の紹介にもつながり効果的だと思う。 

本町の中心部(森林組合)の所がいいと思ってました 

出店地は二風谷が良い 

整備区域は二風谷以外にして下さい。 

 

  



＜子供向けの施設に関する意見＞ 

平取は小さな子どもが遊べる遊具などのある公園がありません。天気を気にせず遊べる場所が町に一

つはあっても良いのではないかと思います。有料でも町内外からの利用は確実にあると思います。 ボ

ーネルンドの公共施設に関わる取り組みも参考にしてほしいです。すでにご存知でしたらよかったで

す。 参考にして欲しい施設 室蘭きらん 網走ころこひろば 白老ナチュの森 旭川もりもりパーク 千

歳ぴっぴ 

日高管内には子供向けの施設が無いので、季節関係なく遊べるスペースや飲食施設が出来ると周辺の

子育て世代を含めた集客につながると思う。 町内にはアリキキ？もあるが、すずらん福祉園の人が

作ったものを売れたりするブースもあると福祉行政もしっかりとしている町の様に見えてよいと思

う。 

・若者、特に子育て世帯の意見を聞いてみて欲しい。 

・ぜったい超大型遊具のある公園を併設した方がいいと思います。それだけで家族連れがたくさん来

て、キャンプ場やゆから温泉、二風谷コタンたくさんの人が流れます。なのでなるべく、キャンプ場

に近い位置がいいと思います。 （道の駅忠類に併設『ナウマン公園』、道の駅ちっぷべつ『キッズス

クエアちっくる』、道の駅オホーツク紋別『オホーツク流氷公園』、道の駅足寄『里見が丘公園』、その

他の道内人気公園『カムイの杜公園』、『オホーツク公園てんとらんど』、『更別農村公園』） 

野菜の直売所と自然を生かした子供が遊べる広い公園があると利用したいです。 

トイレ利用だけが目的の施設なら不要。せめて半日過ごせるような、行きたくなる道の駅を計画する

べき。日高町の道の駅は食堂があり（数店）、さほど混んではいないが大変に見える（運営が）。子供

が遊べるアスレチックや冬はソリ遊び出来るとか、子供を連れて行きたくなるような道の駅が理想で

す。 中途半端な施設ではすぐダメになる。 

 

＜ドライバー向けの施設に関する意見＞ 

車中泊スペースが有り、２４時間営業のコンビニに徒歩で行けると便利。 

237 は大型車の通過が多いので燃料補給スタンドの併設が必要だと思います。 カーボンニュートラ

ルに備えた新たなスタンド(電気、水素)の誘致も検討してはいかがでしょうか。 

ゆからがあるので、RV パーク併設型にすれば、今後の車中泊需要や大型トラックドライバーの利用

を見込めると思います。是非実現してほしいです。 

「ゆから」が国道に面していれば道の駅として機能するのでは、と思っていました。新たに整備する

のであれば、町民の意見よりもヘビーユーザーになるであろうトラックドライバーの意見に耳を傾け

るべき。町民の利用は生活圏以外であればおそらく限定的。まずはガソリンスタンドとコンビニ(24h)

を併設し、利用者の意見を聞き、施設拡充していけば良い。設立委員会が立ち上がったら呼んでいた

だきたい。 

○アイヌ文化はとても重要だと思いますし、限定された客層には良いかも知れません。しかし、イン

パクトが弱く、若年層の興味は引きにくいと考えます。出来れば『グルメ』『景観』を重点に考えて欲

しいです。 車中泊の方が利用しやすい環境も◎。 

  



＜その他道の駅の機能に関する意見＞ 

地域資源を活用したバイオエネルギー施設 

町外の方が「来たい」と思う魅力がある施設が望ましい。道の駅ランキング上位になれるような。 

他地域の道の駅の利用目的は その地域で採れた新鮮野菜を目当てに寄ることが多いので、そういう

機能があればいいです。 トマトもその場で 買って食べられるスペースがあればいいと思います。 

観光客がよりやすく、近隣の人が何度も、通る度に寄りたくなる様な施設。私達も、あそこへ行くな

ら必ず寄る道の駅が何ヵ所かあります。 

レストランを充実して、地元の食材を販売してほしい。 

ハネ品となる小さなトマトを使った料理やデザートを販売したらよい。アイヌのデザインの外観がよ

い。 

白老の飛生芸術祭のような期間限定のイベントとゆからのキャンプ場とのタイアップしたフェア。す

ずらん号を有効活用し、交通便の利便性やお一人様でも気がねなく参加できる、誰でも「参加したい

でもね～」の迷いのない独自性のある企画を導入した道の駅。 

不便な所でも行く価値があれば、車で行きます。自分が客として考えました。平取の街が見下ろせる

川向の高台に平取の特産のレストランがあればいい。一階には何かしら平取らしいものと、フリース

ペース。机と椅子と Wi-Fi 設備。平取が好きになって、仕事を平取でと思ってもらえる工夫。二階は

ガソリン使ってでも来たくなるようなレストラン🍺🍴 理想です！ 

待っていました！という感じです！地産地消を意識したレストラン・カフェがあるとうれしいです。

町にパン屋さんが無いので、道の駅に焼きたてパンが食べられるようなパン屋さんも欲しいです。数

年前、平取でトマトシンポジウムに参加しましたが、その時にプレゼンされていた”トマトミュージア

ム”のようなものも中に入っていると面白いですね。食や自然の魅力を宣伝してほしいです。アイヌ刺

繍教室のようなものも定期的にあると、町外の方からも人気が出ると思います。コロナ禍で色々我慢

しています。町おこし、楽しみにしています！ 

町民も気軽に使える施設。町内の商業施設はコンビニ以外はだいたい 6時くらいで終わるので，もう

少し時間が延長されるなら，仕事が終わった後に行けていいなと思います。 

・これからの生活必需品を備えた施設と観光客用の施設が両方が機能する事が大事だと思っています

ので、検討していただきたい。 

・どこの部署、どのような方々が検討されているかわからない。 

・このような問題の懇談会など必要ではないか。 

農家の方ばかりではなく、一般の人が作った農作物他、自由に持ち寄って、ごく安い金額で売る事が

出来たら良いと思う。気軽に集まって話など出来るような喫茶店などあるとうれしい。 

・夏限定で「地元食材を使った家庭料理バイキング」とか  ex)道の駅 奥津温泉（岡山県鏡野町）今

までのバイキングの中で 1 番満足・おいしかった。 ・充実した遊具・キッズスペース  ex)丘の駅 

噴火湾パノラマパーク（八雲町）風景も素晴らしい。  適当に遊具を置くだけでなく、本当に楽しい

遊具、大人も納得のもの。また遊びたいと思える遊具・施設を研究。町民の子育て世代に意見を聞け

るといいですね。 ・食事（レストラン）はおしゃれさだけでなく満足度が大切。  あそこならでは

→また行きたい→リピーター獲得！！ ・平取新大橋から見る沙流川（とその周辺）は 1 年を通して

絶景だと思います。町内にたくさんある美しい場所へ作れたら最高だと思います。 

 



＜道の駅整備に肯定的な意見＞ 

早く出来れば良いと思います。 

道の駅の実現、楽しみにしてます♫ 

スピード感を持って実現してほしい。 

とても良いことだと思いました。ぜひ実現していただきたいです。 

道の駅と聞いただけでワクワクします。テレビ、SNS 発信等大々的に広告して、いろんな商品を全国

発送してもらえると嬉しいです。ぜひこの企画を進めて頂きたいです 

とても言い試みだと思います。平取町には魅力がいっぱいありますし、観光客はもちろん、地元の人

にも寄り添った施設が出来れば嬉しいです。 

だれでも利用しやすい施設をつくることは当前だと思います。（平取には養護学校もあるので）完成

を楽しみにしています。 

平取町の数ある魅力を有効活用できる一つの手段だと思います。国道が通っていてライダーや観光客

の通り道でもあることから、平取町の知名度を上げるチャンスでもあると思います。道の駅があるこ

とでより平取町がどんな町なのかが理解できるし、地域の活性化に繋がれば知名度だけでなく、町の

財政もより潤うのではないかと感じます。平取町の魅力は外にアピールする価値は大いにあると感じ

ますし、道の駅はすぐにでも建てるべきだと思います。 

 

＜道の駅整備に否定的な意見＞ 

これまでの多くの施設がそうであったように、作るための事業であるなら中止すべき。 作ることで

はなく、作られたものを長期ビジョンに則って管理、運営できるのか、そこから町は、町民は何を得

られるのか。 道の駅という存在が、10 年後、20年後の平取町にどのようなプラスの影響を与えるの

か。 有効な施策がないまま、20 年後には 2,000 人程度しかいなくなる平取町で、道の駅が存続でき

ていると、あなたは思いますか？ 

これから整備しても観光客が訪れるとは考えられない 

役場が主導となるような施設運営とならない方法が取れなければ、必ず未来に負の財産を残す形にな

るので、やらないという選択肢もきちっと考えて欲しいです。 

必要性が感じられない 

二風谷コタンと、機能がかぶるなら、新規施設は不要。 

ひつようがあるのか?もっと力を入れなきゃならないところあるんじゃないか。高齢者施設がもっと

必要 

”道の駅”ありきの質問アンケートで何故必要なのかが分からない。全国どこの”道の駅”を見ても失敗

例が 多い中で、財政負担の多い、ランニングコストがかかり続ける施設の必要性を感じられない。陳

列する野菜などの品目も少なく、都市部からも遠く、多くの集客を望めない。何のため、誰のための

施設なのか。 

平取で生産している農産物はトマトだけ。びらとり和牛も生産者が減っているのとの事。国の措置は

不可。 町はたくさんお金があるのですか。農業を考えてだけで、こういう発想がどこから出てきたか

疑問である。物を作る、維持管理にお金がいる。やっていけるのですか。町民の負担は絶対反対です。

よく考えてやるべき。 

 



＜検討手法に関する意見＞ 

農協がメインの施設だと思いますが、町として関わるのならば、町民の意見を公募して下さい。農協

がメインならば直売所を建て直す等からやってみてはいかがでしょうか？ 

他市町村の前例を十分に調査し、町の今後の財政に負担がかからない観点で費用対効果を慎重に検証

し、整備の是非を含めてゼロから検討すべき。もし整備することになれば、計画の進捗状況を逐次情

報公開し、このようなアンケートを実施しながら町民の声なき声を最大限集約することにより丁寧に

取り進めるべきだ。 

道の駅をつくること自体が目的にならないように検討してほしい。 

こじんまり平取町内に道の駅をつくっても、郊外からそこを目指してくる人は少なく、負のレガシー

となるのではないでしょうか。 

つくるのであれば、沙流川流域広域で平取町と日高町等で協力して（役所と地域住民も協力して）、高

規格道路直結など交通アクセスのよいところで、流域の観光資源を活かして、多くの人を呼べるよう

な計画で、地域の雇用創出や経済の活性化などを目指しいったほうが良いのではないでしょうか。 

（トマト・和牛・シシャモ・馬ふれあいなどが道の駅でできる。週末に町民参加の軽トラ市などがで

きる。家庭菜園程度の少量の農産品等も手数料有で回収ルートをつくり本人の希望価格で販売できる

ようにする。道の駅利用者に地域でつかえるクーポンを配る。地域スタンプラリーイベントをする。

期限切れ商品が出そうな場合など町民限定格安メール通知でなどで廃棄を少なくする。伝統文化・宗

教などは前面に出し過ぎない。事件・事故に備え門別警察署や日高西部消防署は、近い方がよい。道

の駅限定のコラボ商品を売るなど・・・） 

女性の意見も聞いてみてはどうでしょうか。 施設にその周辺に何か寄り道出来そうなところがある

か、 男性だと目的の商品買って終わりですが、女性だと寄り道や過程を楽しむイメージがあるなど。 

「ポケふた」あればどうでしょうか。 

平取町は海に近いところから 山の奥までと縦に長いので 道の駅の建設場所はとても重要だとおも

います。 もし整備されることになったら 色々な町民の意見を聞いてほしいです。 このようにネッ

トを使った回答もとてもいいとおもいます。 

道内にはたくさんの道の駅があるので、成功してる道の駅は何が良いのか、何を目当てにお客さんが

集まるのかを見極めることが重要。 

他にはないウリがひとつある道の駅を検討下さい。 

町財政に負担のならない範囲で町の活性化に繋がるよう 町民の意見反映のためのアンケートや町

民に町だよりやホームページなどで随時報告 

10 年 20 年先を見据えた施設の設計をして欲しい。町が主導で動くのであれば長い目で見て、管理・

維持がしやすい設備に配慮して作って欲しい。 

色々な要素を複合的に検討して頂きたい。 町民が出入りしやすい環境。 お金を落とす要素。 情報発

信の中心である事。 観光協会の併合。等 最終的には 3 セクなどではなく、 民間に運営委託すべき

だと思います。 

  



＜その他の意見＞ 

なぜ観光協会をはずしたのかしら？ 

道の駅の名称を町民から公募したら良いと思います。 

隣町との連携が必要 

障害者や高齢者雇用の受け皿であってもらえたら良いです 近場なら新冠の道の駅が良いと思いま

す。成功している市町村からノウハウを習い、地元民も気軽に行ける道の駅を作ってください 

くろべこに人が来るのは何故でしょう？ 和牛肉をリーズナブルに味も良いお得感 トマトだけでな

く乳牛→地元でしか味わえないアイスや乳製品、和牛は言わずもがな。小麦だって作ってます。小麦

とトマトと肉と牛乳や乳製品で何か作れませんかねー 

中途半端な施設ではなく、するなら徹底的に作り込んでほしいです。なぜなら、10 代 20 代が来たい

と思う施設にする事が今後も長く町にとって有益な価値を生む施設になると思うからです。 

道の駅、ぜひとも実現してください。私は振内在住です。平取は縦に長い町ですが、本町周辺は近く

に富川もあり生活に不便が少ないと思います。過疎化が進む振内周辺に道の駅を設けて、地域活性化

を図ってはいかがでしょうか。設置場所は、トラックが多く行き交う国道沿いに大型駐車場を完備す

るといいと思います。町に道の駅があれば、その地域を知らない観光客もとりあえずそこへ行き、観

光情報を仕入れるでしょう。そこで町内の観光案内を充実させれば、道の駅効果は町全体に広がると

思います。平取にはパン屋がなく、ケーキ屋も先日ようやく一店できた程度です。大型スーパーもな

いので、複合商業施設のような道の駅が理想です。交通量はそれなりにありますので、ドライバーさ

んに利用してもらえる工夫をすればそれなりの採算はとれるのではないでしょうか。振内には野菜出

荷場がありトマトジュース工場もあるため、地域の特産品を販売するには適している地区だと思いま

す。長文になりましたが、道の駅、実現を願っています。私は移住者だからわかるのですが、平取は

まだ多くの人に知られていない魅力で溢れていますので、情報発信拠点としても有効な施設だと思い

ます。移住者を呼び込むにも大きなプラスになるはずです。地域住民として、道の駅実現にむけて協

力惜しみませんのでよろしくお願いします。 

道の駅を作るのならば、とにかく中途半端な物は作らないこと。何か一つ、ここだけの特徴ある道の

駅で何度も来たくなる場所にしてほしい。トマトを全面に PR できて、ここでしか味わえない日本一

美味しいボロネーゼやフレッシュトマトの何かが食べれるとか美味しいトマトスイーツとかめちゃ

くちゃ美味しいパン屋さんがあるとか…若者はインスタ映えがあれば広げてくれるから、そう言うこ

とも考えてほしい。平取には他にもくろべこや義経神社やアイヌ資料館やゆからやとり天や晴れの朝

など誇れる場所があるので、道の駅ができるのなら相乗効果でより良くなればいいと思う。とにかく

中途半端な物は作らないでほしい。申し訳ないけど、平取は後もうちょっと手を加えればいい物にな

るような施設やなんで新しく出来たスーパーが代わり映えしない中身なのか残念でならない。平高も

もっといい所もっとアピールできると思うし。とにかくもっともっと平取に頑張ってほしいです。 

ｎ＝64 

 


