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平成 27年度 道の駅等整備に係る住民説明会・住民アンケート集約表 

 多くの町民の方々より、住民説明会並びにアンケート用紙により、貴重なご意見を頂戴しました。（※

内容は要約したものを掲載） 

 現在、大枠となる整備に向けた構想・計画づくりを行っております。皆様からいただいたご意見は、

今後の実施設計等において取り入れられる部分については、取り入れ、町民の皆様から末永く愛される

施設建設を進めてまいります。大変ありがとうございました。 

  

＊ご質問・ご意見 

【アンケート】で頂いたご意見 

【原ケ崎交流センターに対するもの】 

・原ケ崎交流センターは、建設当初より、非常に不便な建物なので、建て替えた方がいいのでは。 

 それに係る費用について、試算比較を聞かせてほしい。 

・先に説明された積立金 2.2億円だけでは不足なのではないか。 

・原ケ崎交流センターにおける蔵書数をどれくらいと考えているのか。例えば、コミュニティセンタ

ーに置いてある本等はどうするつもりですか。また、既存の建物に本棚を置くことは可能ですか。 

・原ケ崎交流センターの中に設置されている児童用図書をなぜ別のところに移動するのか。 

・一般用図書と児童用図書の設置場所は、普通はワンフロアーに設置されているが、今回の計画は別

の場所となっている。児童用図書の予定場所は、一般用図書の場所から離れており、目の届く場所で

はないので、届く場所に設置をお願いしたい。 

・現在原ケ崎交流センターは夕方には管理員が不在になっていますが、新しい施設ではどうなります

か。 

・原ケ崎交流センター増築部分に図書機能を持ってくることはできないか。 

・原ケ崎交流センターは、建設当初から原因がつかめない雨漏りを毎年していたような施設であるが、

本当に大丈夫か心配である。 

・交流センターは、思い切って取り壊して、新築するほうがよいのではないか。 

・（仮）地域交流会館建築は、15億円と説明があったが、原ケ崎交流センターの予算規模はどの程度か。

本当に公民館建設のための補助金はないのか。ネットで検索したところ、「公共社会施設整備費」が該

当したが、本当に公民館への補助はないのか。 

【道の駅（休憩施設・情報発信施設）を含めた（仮）地域交流会館に対するもの】 

・施設整備にあたり、現在のバイパス沿線には何もないので、提案はいいと思う。他の施設をつなぐ

連絡手段としてバス運行も考えてほしい。 

・にぎわいの広場については、町民のために設置するものとしてほしい。この場所をにぎわいの場所

としたいということを考えると、町営バスやスクールバスを活用したバス運行を検討してほしい。お

年寄りや車のない方については交通手段がないので。 

・（仮）地域交流会館のホール規模が 300人となっている根拠を聞かせてほしい。また、現在町が主催

している事業で人が一番集まるものは何か。 

・イベント開催を考えているようだが、どのような催事でもできると考えていいのか。また、300 人
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の規模との話だが、規模数は拡大可能か。 

・国道 403 号バイパス脇（役場前）の建設は反対である。現在、町の人口が減少しつつあり、バイパ

スが開通すると現 403号線は県道となる。そうなると、商工関係が衰退するので、できれば現 403号

線沿いに建設できないか。 

・バイパス沿線には、このような道の駅などがないので、賛成である。その中でバイパスからの直接

乗り入れは可能なのか。大型車の駐車場確保はどうか。 

・道の駅の用地はこれだけ必要なのか。建設する場所は本当にそこでいいのか。その際にはバス運行

費用などの経費が増えるのではないのか。 

・道の駅の計画場所については、この計画地でいいと思う。 

・三条市保内地内に新しく道の駅ができますが、確か 10ｋｍ圏内に 2か所というのは、難しいと聞い

たのですが、大丈夫でしょうか。各市町村で道の駅を造っても集客があがらないとも聞いていますが、

大丈夫ですか。 

・現在の計画は大人目線であるが、もっと子ども目線というか、例えば動物園や水族館、遊び場など

子ども連れでも行きたくなるような施設になるといいのではないか。 

・道の駅のイメージは、農作物の販売と考えてしまうが、計画図面ではスペースが狭く感じた。町の

農家の人がいつ来ても野菜などを出品できるようなスペースをとれないものか。 

・考え方の大筋は賛成である。バイパスの開通の際には、道の駅は「情報発信の拠点」として位置付

けてもらいたい。 

・バイパスの新潟方面から施設敷地に入る（右折する）場合、スムーズに進入できないと不都合だと

思うが、引き込み線についてどう考えているのか。 

・にぎわいという意味をどうとらえているのか。 

・交流会館は町内のため、道の駅は町外の方のためなのか。 

・道の駅へのアクセス方法はどのように考えているのか。 

・役場前に交差点があるのに、近くに引き込み線などを造ることは本当に可能か。 

・現在検討している駐車スペースは、役場の駐車場と比較して広いのか、狭いのかどうなのですか。

役場駐車場との相互乗り入れをできるようにしてほしいし、イベント広場では、将来「夏まつり」な

ども行われますか。 

・道の駅のコンセプトが見えない。どのような人たちを対象としているのか。 

・役場駐車場との相互乗り入れは可能ですか。 

・概ね道の駅整備については賛成ですが、近隣市町村の動向はどうですか。また、イベントスペース

を設けていますが、年間を通じて使用頻度はあるのですか。 

・図面を見ると駐車場の駐車台数は 60台しかないのか。 

・バイパスから進入口を造るとそれだけ、駐車スペースが少なくなるのではないか。 

・大型車、観光バスの乗り入れは可能ですか。 

・他の道の駅を利用した際、混雑時は道路沿いに車があふれてしまっている状況を見かけるので、そ

のような対応も考えてほしい。 

・公民館もそうだが、施設が郊外に出てしまうと現 403 号線沿線の商工関係が衰退してしまうのでは

ないかと思う。町の活性化としては心配である。 
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・完成後の道の駅等の維持管理費はどう考えているのか。 

・道の駅に避難場所の位置づけを考えているようだが、災害特に水害の場合、位置的に低い場所にあ

るので大丈夫なのか。 

・コンビニの営業時間についてどうする予定なのか。 

・コンビニを設置した場合、特に夜間の防犯上の問題が生じる懸念があります。 

・（仮）地域交流会館内に軽運動ができる施設を造ってほしい。 

・現在の公民館（建物）は（仮）地域交流会館建設後はどのようになるのか。 

・既存の民俗資料館はどうするつもりなのか。 

・原ケ崎交流センター、（仮）地域交流会館それぞれの整備に係る経費試算額はいくらか。説明からす

ると、その全体額の 40％が国補助、残りが町負担と考えていいのか。 

・道の駅を整備しないと補助はでないのか。 

・4車線となったら、バイパスは通勤道路にしかならないので、にぎわいにならないのではないかと危

惧している。 

・道の駅等検討委員会のメンバーを教えてほしい。 

・大学生を検討委員会のメンバーに入れることはいいと思うが、もっと町民が参加できるような場に

してほしいし、設計のプロを入れていただきたい。 

・（上記質問の関連で）女性の検討委員は何名いますか。 

・補助金 40％と説明があったが、町の持ち出しはどの程度となるか。 

・アンケートについての周知方法を聞かせてほしい。 

・住民説明会での質問、意見についてまとめ、何かしらの方法で広報してほしい。 

・今回の説明資料について、町ホームページに掲載するのか。 

【その他の事項】 

・ほ場整備事業で役場前の場所を「文化的施設」予定地として取得したと思うが、道の駅・（仮）地域

交流会館として建設することについて、問題はないのか。 

・今回の住民説明会で、住民の同意を得られたと考えるのか。 

・アンケートを記名式にして、面白いアイデアには景品をつけるなどしては。小中学生やもっと大勢

の町民から参加してもらえたらいいと思う。 

・建設に係る資金は本当に大丈夫でしょうか。 

・既存の公民館、民俗資料館は今後どのようになるのか。 

・今後図書館設立のために、専門的な人も検討委員会に入れるべきではないか。 

・住民説明会での町民の意見、アンケートの集約はだれが行うのか。また、最終判断を下すのはだれ

になるのですか。 

・今まで行ってきた視察先について、具体的にどこに行ったのか聞きたい。 

・バイパスの今後の竣工予定についてお聞きしたい。また、今後整備していく下水道整備にも予算が

かかるのではないか。 

・今回説明会に参加できなかった方のために、配布された資料の公開・アンケートについても同様に

資料をもらったり、アンケートに回答することは可能か。 
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・補助金を一括でもらえるのに、予定ですと道の駅整備に比べ、原ケ崎交流センターの完成が 2 年遅

れるのはなぜか。子どもたちのことを考えるのであれば、逆に原ケ崎交流センター完成を先にしても

いいのでは。 

・補助金の獲得状況はどの程度の見込みなのか。 

・補助金をもらえるということは理解したが、（仮）地域交流会館の予算規模並びにどの程度の集客規

模を目標としているのか。 

【休憩機能】 

・足湯の設置。（役場の周辺で地下深くなく、比較的浅い位置である程度温泉成分が含まれている地下

水があることが見込まれれば、足湯の設置により集客に大きな効果がでてくるのでは。） 

・必要な施設機能（トイレは男女とも数は多めに。個室的な部分は内鍵の設置、防犯上・警備保障的

な対応、喫煙室は別棟で、軽食を取りながら休憩可能、防犯カメラ・自販機の設置） 

・駐車場・イベント広場（休憩室はテーブルの他にも和室も、駐車場は構想の敷地では狭いので職員

駐車場を別に移動させて確保、イベント広場は自動折り畳み式の大きなパラソル、多使用（ガソリン・

充電式・水素など）スタンドの設置 

・トイレ以外は自販機程度で。 

・大きなイベントがないのに、広場の設置は無駄では。 

・高速道路のパーキングエリア程度の休憩機能で。 

・役場のトイレ イベント時に活用。 

・トイレはウォシュレット付で。 

・女性用トイレを多く 洋式で。 

・子どもの遊べるスペース。 室内・室外の大型遊具の設置。 

・研修室が多い。町外の方が寄りたくなるような工夫が必要。子どものスペース・遊具は必須。 

・トイレはウォシュレットで。 

・お手洗いは広い方がいい。障がい者トイレの設置も。 

・駐車スペースを広めに、休憩室には書籍を。 

・ｗｉ-Ｆｉ機能の設置。 

・イベント広場に屋根。 

・建物周辺に竹林で雰囲気よく。 

・一台のスペースがゆったりした駐車場。 

・子ども向けの屋根遊具の設置、沈む夕日が眺められる場所。 

・駐車場が狭い・台数が少ない。 

・駐車場が狭すぎ、イベント中にバスがきたらどうするのか、車等がバイパスから出るとき右折困難。 

・トイレはオスメイト設置、つい寄りたくなるようなおしゃれなトイレ。 

・温泉活用の足湯・飲泉など湯田上温泉の宣伝、ガソリンスタンド。 

・女性用トイレを多く。 

・リラックスできるイス・ベンチの設置。 

・障がい者ゾーンの設置、車椅子で自由に出入りできる足湯の設置。 



5 
 

・広葉樹等を配した芝広場の設置、庁舎来客駐車場との連絡道路、歩道の設置、外観は役場と一体と

なった造りで。 

・無料のお茶等のサービス、昔話や観光スポット等を映像で、時にはお話し会もあっても・・。 

・にぎわいの核として、いい場所「本田上の役場跡地」・「公民館の土地」の再利用。 

・食事ができる機能、田上ならではの特徴を。 

・整備区域は明るい照明で。 

・トイレは無料にするか、有料にするか、夏・冬の冷暖房も検討して。 

・電気充電スタンドは急速充電が必要、水素スタンドは高額（3億）。 

・24時間無料の駐車場、トイレ。 

・運転して疲れたら、ゆっくり休めるようなスペース、人と人のふれあいができるような場所の提供。 

・公民館の各サークルの活動の一環で発表会などを行い、誘客を。 

・道の駅の機能部分のスペースが狭い、もう少しテナント等を入れるスペースを。 

・大型トラックがなるべく入らないように、コンビニ施設は別駐車場に単独で、障害者用駐車スペー

スは施設中央に。 

・他にない施設やイベントなど町外や他県から人が集まる場所にすべき、普通の施設ではだめ。 

・女性用トイレは男性用の倍くらいのスペースで、トイレの数も多くし、小物を置くような棚も。 

（トイレが広くてとても使いやすいという女性の評判が大切＝行列を作っていることがなく、並ばな

くてもいい、そんないい評判が取れればいいと思う。女性が喜ぶ施設で。） 

・風呂を造っては。長距離を走ってもうすぐ目的地、一休みと思ったときにも風呂に入れたら最高な

ので。 

【情報発信機能】 

・にぎわいの核として、町内の農産物、商工業で製作した製品を主体に県央各地の農産物も含めた品

揃いの直売所、春夏秋冬に応じて手作り食品の提供、新潟市のような小型バスの委託導入。 

・田上町に誇れるような物産はあるのか？湯っ多里館で物産の販売が既に行われている、二重に行っ

てもいいのか？ 

・説明会でにぎわいということばが出たが、にぎわいという発言がざっくばらんでわかりづらい、単

ににぎわいがほしいのであればどこかのコンビニと提携すればいいのでは？ 

・何回でも行きたくなるような食べ物の提供、小さな子どもたちのための遊具の設置。 

・役場や議会で決まった決議や、これからの町行政などで行う事業なども含めて情報発信しては。 

・何のための情報発信なのか、誰に向けた発信なのか、その目的がどこにあるのか、突き詰められて

いないように思えた、道の駅は投資対効果が重要、集客があっても、収益がなければ継続は難しい、

小さな田上町がＰＲできるものは何かと考えると、温泉街を再構築し、名所・旧跡と組み合わせ、観

光と特産品の販売（梅加工品・竹炭加工品など）の範囲が良い。（広範囲は難しい） 

・田上産そば粉を使ったそば、タケノコごはん、料理、田上産農産物の惣菜・加工品製造販売⇒雇用

の創出・産業の振興、薬科大学との連携でタケノコの加工技術（栄養素・味覚が落ちずに長期保存で

きる方法）⇒通年販売可能。建物は、最初から金をかけて立派な物にはせず、身の丈にあったものか

らスタートし、除々に拡張 ⇒ 年輪経営（ただし、中長期の計画が大事）しかし、スペースに限り

があると拡張できずに最初の計画１回で終わる（地方創生の産業の振興・雇用の創出の計画が拡大し
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ていかない。） 

スタート時はいくら考え、知恵を出し合っても所詮素人なので、実践しながら知恵を出し合い進んで

いけば、時間はかかるがうまくいく。これが身の丈にあった年輪運営。 

道の駅を思い切って湯っ多里館の近くにもっていけないのか？駅より 800ｍ以内は、田上駅・羽生田

駅２か所だと補助金対象から外れるのか？ 

・軽食が食べられる施設があるといい。 

・食事ができる場所がないと人は集まらない。長く滞在してもらうには、食堂は必ずいる。（このあた

りにないような珍しく、おいしく、自然なものを使った料理） 

・ここに来たら割引・試食イベントなど何かいいことがあると人が集まる。研修室よりも賑わいのた

めの工夫。 

・他県の道の駅には「押し花教室」・「花材・木の実を売っているところ」など趣味に関したスペース

があり、そのような情報を公開するスペースがあるとよい。 

・町外の方も利用されるので、その場所に体験できるような施設があるとよい。（ビーズ・アクセサリ

ー） 

・飲用温泉・温泉スタンドで湯田上温泉とのつながりを。 

・ふれあい動物園、ドッグラン、イングリッシュガーデン。 

・情報発信ブースは必要ない 

・直売納品者に支援必要。残品が毎日、そのままでは２度と買わない。町には 2・3箇所の直売所があ

る。田上町には特産品がない。隣にスーパーがある。 

・物産展示・情報発信機能はいらない。 

・おいしいものがあれば人はそれを求め集まる。田上での人気店に協力して出店してもらう。レスト

ラン、ビッフェ等手ごろな値段で年齢層広く受け入れられるメニュー店、コンビニは必須、直売所は

野菜や花はつい買ってしまう。 

・生産者の顔が、見えるような工夫。（タッチパネルなど） 

・竹の子、桃などの特産品の軽トラ市の開設。 

・インフォメーションルームと直売所の仕切りは可能か？ 

・アプローチ雁木を中に広くし、直売所・フリマ等で活用、郷土資料館のスペースをどのように考え

ているのか？ 

・季節ごとの特産物の加工工程や実演等見学・体験ができるコーナーの設置（梅ぼし・桃缶・竹の子

段結び）、コンビニは必要ない、田舎らしさを売り物にして工夫を。 

・情報板の充実、町全体を情報発信してほしい、にぎわいの場のコンセプトを原点に町民を巻き込ん

で進めてほしい。 

・田上の特産品がおけるスペースの確保。 

・町内の観光業者からの展示・パンフレットなど時期的な行事の案内、特産品の展示。（梅・炭加工品） 

・ねこカフェの設置、ねこグッズの販売。 

・利益のでる店舗にする必要がある。品質と価格の競争になっていることを農家の方に理解させ、他

の道の駅との競争に勝てる農産物に特化する。 

・毎日更新情報があればいいが、同じ内容のものばかりだと飽きてくる、道の駅の滞在時間も少なく
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なり、品物が売れなくなる。 

・コンビニができると地域のお店が生き残ることができるのか。直売所はスーパーとの差別化ができ

るのか。 

・役場の職員で反対している人がいると聞いた。道の駅の見学に行くようであるが、うまくいってい

るところよりもうまくいっていないところに行ってどのように変えようとしているのか、こちらの話

しを聞いたほうがいいのではないか。 

・農産物の直売所は必要。農作物サンキューコーナーを是非設置してほしい。（今まで農家の方が自家

消費していたものをここで格安で販売する。（1級品は農協へ、2級品は直売所へ、3級（サンキュー）

品は、このコーナーで販売。（作る人も買う人も町もすべてサンキュー） 

・町の農産物を使った軽食・お食事処の設置を行い、陶芸の石田先生の器を利用し、食事提供。接客

等に障がい者の雇用の場を設ける。湯田上の足湯コーナーの設置。 

・障がい者支援センター経営の喫茶室の設置。 

・町の観光情報を発信するとして、旅行会社のテナント必要。町民の旅行プラン等や観光バスの発着

場となるため。 

・皆さんが集まってお話しができるような足湯施設がほしい（夏は水）。定期的に野菜販売などの朝市

ができるスペースがほしい。 

・24時間コンビニの誘致をしてほしい。（深夜でも無人とならない。人の目が届くことが必要） 

・便利すぎて若者のたまり場にならないように。駐車場、イベント広場など明るく（照明）してほし

い。 

【(仮)地域交流会館関係】 

・中小室の設置。大ホールに電動式で出し入れ可能な机・椅子の設置。 

・そもそも交流する場所は足りていないのですか？無駄になるような気がします。 

・ダンスのできる多目的ホールにしてほしい。壁一面、鏡のある部屋がほしい。 

・地域交流会館を原ケ崎交流センターの隣に設置すると補助金はでないのか。地域交流会館の役割は

何か、地域住民が楽しく健康維持等で身に付く活動が主体となるため、その目的から考えると住民と

の距離が近い、原ケ崎交流センターの近くがいい。 

・音を気にせずに歌えるスペースを考えてほしい。 

・多目的ホールに近い研修室は楽屋を兼ねられるようにしてほしい（舞台袖と行き来できるドア・ト

イレ・鏡と照明）。どちらかの袖にグランドピアノを置けるスペースを確保。軽いパイプ椅子がほしい、

響きのいいホールにしてほしい（反響板必要）、ホールと３階ホールは防音にして、他の利用者に音が

漏れないようにしてほしい。 

・クラッシック音楽等が聴けたり、演奏できたりするホールがほしい。 

・質の高い音楽や絵画の展示ができるホールが必要だと考える。 

・ここでしかないような特別な設備を。（能狂言のせり舞台・音響設備、音響効果など その場所でぜ

ひ催しを行いたいと思わせるものができれば。） 

・小さくても質の高い音に触れることのできるホールがあることは、必要不可欠であると考えます。

質の高い環境（音響効果が整った施設）は、教育効果を確実に高め、田上の子どもたちの未来の可能
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性を広げることとなる。 

・音楽関係の催し物もたくさんあるので出演者の更衣室・控室が必要、音響設備も必要。 

・冷暖房完備、トイレは洋式にしてほしい。 

・子どもが自由に遊べるようにしてほしい。 

・施設の配置を様々検討していると思うが、この場所には役場や保健センターなどもあり、建物を建

てる位置としては、（仮）地域交流会館は商工会に近い場所がいいと思う。（バイパスから見て大きな

建物がかぶらないほうがいい。）また、道の駅も含めて駐車場はある程度は必要と思うが、既存の駐車

場を有効活用すべき。既存駐車場と新しくつくる駐車場が一体利用でき使いやすく配置されれば問題

はないと思う。そのような配置を検討してほしい。普通車は交流会館も含めると 100 台くらいは必要

かもしれないが、それよりも駐車区画を大きくし、停めやすいようにしてほしい。 

・身障者トイレの有無、出演者の着替え・休憩室の有無、研修室の一部を休憩室及び着替え場所とし

て設置してほしい。右舞台と左舞台に通じる通路がほしい。バリアフリー化してあるかどうか？ 

・大勢で大きな声を出して歌の練習ができる冷暖房付きの部屋がほしい。音楽発表や小さなコンサー

ト等を行えるステージ付きの 50人くらいのホールがほしい。グランドピアノがほしい。 

・多目的ホールにはピアノを置いてほしい。歌やダンス、吹奏楽などを発表できるスペースがほしい。

多目的ホールにて映画が見られるような場所がほしい。 

・町内にはこれまで体育館等しか文化教養の発信受信を共有する施設がなく、これを機会に 300 人程

度を収容する多目的ホールの建設を希望します。ステージを中心として、収納式の階段型イスや音響

等に配慮した設備があり、小さくても誇りの持てる施設としての風格を熱望します。 

・湯沸し設備のついた研修室があるといい。３階は必要なさそう。２階建てで足りそう。 

・竹の友幼児園の行事ができる規模にできないか？お楽しみ会は手狭でステージが低く見えない。ト

イレ不足・運動会は駐車場不足、安全性不安。 

・道の駅をつくる場所の周りには、役場や保健センターがあるが、できるだけ同じような機能をもっ

たものはつくらないでほしい。保健センターにある調理室なども有効に活用すべき。役場駐車場も休

日の際には、露天市などで有効活用し、多くの人を誘客できないか。 

・若い親子が集えるホールがほしい。シニアグループの談話室があったらいいと思う。図書館機能が

併設できず残念。 

・音響設備のあるホールが欲しい。 

・多目的ホールの収容人員 300 人では足りない。400 人から 500 人は必要。芸能・演劇や歌謡ショー

等を誘致するにも狭すぎる。建物構造を中二階とし、階段エレベーターの位置を変更する。そして１

階部分はパネル、連結イス等の収納庫とする。研修室はホールが狭いため、取りやめてホールを広く

する。非常口を設ける。多目的ホールに機材用入口を設ける。研修室３部屋を一つにすれば、大ホー

ルとしても使用でき、必要に応じてパーテーション等でしきれば小部屋としても不要。国道側のベラ

ンダ？は不要。（少しでも部屋を大きくする。）中ホールは、ラウンジを狭くして部屋を広くするべき。

テーブル・椅子等を収納する収納庫はできないか。和室の備品、座卓、座布団等の収納庫がない。 

・多目的ホール舞台横に楽屋がほしい。演者の控室がない。１階トイレは女性用が多いとよい。 

・発表会のできる舞台を造ってほしい。音響効果のあるホールにしてほしい。 

・音楽を楽しめるスペース。コンサートホール等小規模でも本格的な機能スペースを望みます。 
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・せっかくのホール、中途半端は避けてほしい。子どもたちの思い出や自信につながるような発表の

出来る場。そして身近に本物の音に触れられる場となるよう音響効果を考えたホールとなることを切

に望みます。 

・子どもたち音楽に触れる機会が増えるよう音響効果設備のあるホールが欲しい。 

・騒音が外に漏れないようにする。ガラス張りにして中が見えるようにする。 

・サークルの中で水を使いたいサークルもあります。研修室の中に水道があるとありがたい。和室も

あるとありがたい。 

・研修室がこんなにあっても使わないと思います。３階部分は不要、２階に研修室（少し広め）１室、

和室１室くらいでいいです。中ホールはいらないと思います。公民館利用団体の意見も早い段階で取

り入れるべきでは？ 

・美術展などの個展ができる部屋、囲碁・将棋のできる部屋、スポーツジム施設（男女別シャワー室

施設）、クライミング施設（ボルタリング）、１人用カラオケ部屋（月１回くらい大会ができればいい）、

建物側面にあじさいのイラストを描いては？ 

【原ケ崎交流センター関係】 

・全館冷暖房が望ましい。 

・子どもと大人を区別した学習室の設置。 

・子どもを主体に有効活用し、改修は行わない。 

・現在の使用状況がわからないのでなんともいえないが、大人には車があり、図書館は加茂市にある

ので必要ないのではないか。 

・子どもの数が減少しているので拡充の意味がないのではないか。 

・入口の自動ドア、学習施設の防音設備は賛成。増築部分を２階立てにして、１階を図書室、２階を

学習室にする。既存部分は、全て活動ルームにしたらいいと思う。 

・自動ドア、バリアフリー、防音設備はいいと思う。図書館機能は、児童から高齢者までがゆっくり

閲覧・思考できるものを保有してほしい。内部間仕切りなどは使い勝手を考えた改造を望む。（費用が

無いとの理由で中途半端にして後々後悔しないために） 

・天井の低さは構わないが、雨漏りは直してほしい。入り組んだ構造については、最低限合理性のあ

るものにすべき。 

・既存建物を放課後児童の遊び場とすることやラウンジとして利用し、施設を利用する方からくつろ

いでもらいたい意図はわかるが、実際あの原ケ崎交流センターは、冬寒く、夏暑い。完全な空調設備

でなくてもある程度利用者が不便のないように空調を備えるべき 

・一般の図書コーナーはいいと思うけど、その基本は子どもの書物離れなので、感情を育てる大事な

児童スペースを拡充するのは賛成です。読み聞かせコーナーはどのくらいのスペースなのですか？人

が入りにくい構造になっている気がします。 

・原ケ崎交流センターも地域交流会館の機能を有した物で建替えればよいのでは？各種証明書もここ

でも発行する。 

・明るく、使って気持ちのよい空間にしてほしいです。 

・第１印象は不気味でした。暗くて作りもおかしい。しばらく我慢して利用していましたが、隅のホ
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コリや汚れ、更に室内でトカゲが死んでいるのを見たとき、もう来ないようにしようと思いました。

全面改修を強く希望します。 

・学習室にパソコンを置いたらどうか。自販機を設置していただきたい。 

・児童用図書のスペースに外国の絵本（例ディック・ブルーナ、エロール・ル・カイン、レオ・レオ

ニーなど）外国作家の絵本を置いてほしい。 

・学習室の学習机は向かいあわせと個別の配置バランスが大切で、できれば全館あちこちに散りばめ

ることも大切だと思います。また、２階部分の個室は大人の学習室として活用してはいかがでしょう

か。 

・入り組んだ館内の壁を利用して、幼・小・中・高校の子どもたちの絵や書などで、アート的演出を

されると、明るく楽しい空間になると思います。 

・全館冷暖房が望ましいが、仮にそうでなくても部屋には空調を必ず入れてほしい。また、特に児童

図書コーナーは、図面を見るとオープンスペースになっているが、その場所に空調設備を入れられな

いのであれば、隣の「読み聞かせコーナー」に空調を入れることで、暑い時期・寒い時期でも子ども

たちが一時的に利用できる場所が確保できる。そのような対応をしてほしい。 

・司書または受付係を常駐させてほしい。 

・既存部分は縮小し、縮小した部分に増築するようにできるといい。本の貸し出し手書きカードはや

めてほしい。 

・集団で学習するスペースと個人で学習に集中するスペースに分けて設置。 

・雨漏り対策に今まで超多額の予算をかけてきているのに、未だに改善されないことを重大な問題と

受け止めるべき。業者に対しても安心できる改修をしてこその支払とすべき。無駄使いとならないよ

う計画をしてほしい。これまでの町の対応が甘いといわざるをえない。 

・飲食できる部分があってもいいのでは。机の配置は教室風の並びがいいのでは。 

・図書室、学習室に音漏れがないか。図書室と学習室の連設（自由に往来）＝図書を借りて学習室で

読書できるようなシステム・構造にする。 

・事務室が増築部分の端にあるため、建物全体の監視ができない。新旧一体とし、事務室の位置再検

討。増築部分の竹林を一部残すことにより、学習室からの景観・風情を醸し出す。 

・増築部分は、何としても児童用図書室にしてください。計画図では絶対に狭すぎます。書架の地震

対策もあるでしょうし、防音対策はもったいないので不要。静かに使用するのが、学習室です。礼儀

作法を教えるのも大人です。 

・どのような改修をするかわかりませんが、現在はとても寒く無駄な暖房費の支出があったと思いま

す。物言えぬ本たちです。新しく増築する場所に並べて上げてください。読み聞かせの部屋、コーナ

ーはぜひ作ってください。児童用図書室に予定されていると所ではとても狭いと感じます。各部屋の

倉庫部分が非常に邪魔になるようです。 

・明るい図書館は人が集う。イベントスペースや交流ルームを併設し、にぎわい創出。イベントスペ

ース、交流ルームでダンス講習会や悩み相談を実施して若者の利用を増やす。明るく開放的な建物と

し、新しい時代の図書館を造る。駅の近くが理想である。 

・子どもはさわぐことが当たり前であることから、そのスペースが必要である。子どもが勉強できる

環境を作ってほしい。司書をおいて、子どもにいい本を勧めてほしい。利用者のパソコン利用できる
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環境。 

・若者の利用を想定しているであろう学習室をバリアフリーにするより、年齢層の高い人が利用する

であろう一般用図書を増築部分にもってきた方がいいのではないか。湿気の多い既存部分よりも図書

にとってもその方が望ましい。 

・どの程度の改修を考えているのですか？この案ですと説明会に言っていた蔵書数は配架できません。

図書についての知識のある方（図書館司書）の意見を早くから取り入れるべきです。この設計図では

全く使えないと思います。夏の暑さ、冬の寒さ対策は可能なのでしょうか。コンパクトな建物を新築

した方が将来的には結局安上がりで利用率も高くなると思います。（例.三条市下田公民館）既存部分の

壁で取り払われるものはできるだけ取り払わないと使えません。 

・学習室は必要だと思うが、原ケ崎交流センターの増築には反対です。既存部分があまりにも古すぎ

ます。建設するなら駐車場に単独あるいは現在の公民館跡地。原ケ崎交流センターについては、今ま

でのように児童や小学生の学習の場であってほしい。メダカの飼育・観察、ホタルや昆虫・小鳥の観

察などの場所・空間ができたらいいと思う。図書コーナーでは、昆虫や植物の本ならどこにも負けな

いくらいの本を集めてほしい。 

・町の整備計画（案）には、非常に無理があると思います。まずは、暗くて開放感がない。空調を整

えるにもかなりの費用が予想される上に効果が期待できるとは思えない。町は修繕費用ほしさに無理

やり図書機能を追加し、学習室の増築を計画したように思える。国の補助金とはいえ、大切な税金で

す。無駄遣いは許されません。置き土産的な建設はせずに、次期に託すつもりで結論を急がないでほ

しい。 

・階段を少なくしてほしい。 

・既存施設はわかりやすい表示をしてほしい。入口がわからなかったので、分かりやすくしてほしい。

内装を良くしてほしい。 

・増築場所で木工教室を開催しては。（園芸教室なども含めて開催しては。） 

【その他関係】 

・マイクロバスによる町内巡回（高齢者対策）。道の駅－湯っ多里館－加茂病院－各行政区を巡回して

交流人口の増進を図る。（湯川～川通りには、交通手段がない。） 

・今回説明を行ったので、もう説明責任は果たしたとして、もう住民への説明や意見を求めることを

行わないというおかしなことはありませんよね？今回の説明会は土台もできていないということだっ

たので、土台が出来たときにもう一度説明会を行うことを求めます。 

・助成金を受けても町の財政負担が大きいので、道の駅及び地域交流会館の設置は必要ないと思いま

す。その分今ある基金で原ケ崎交流センターの改修と充実が望ましい。（災害時の避難場所としてはふ

さわしくない。住民が集まりにいけない。水害時はむしろ危険。現公民館の改築の方が旧 403 号線沿

いの街の衰退を防ぐことになるのではないか。今ある施設を活用した方が維持費の税金負担を軽減す

ることとなります。情報発信はＨＰやメールで充実することができる。 

・役場前の道の駅は、田上町への集客をメインとしたものでいい。その中には、交流会館は含まない。

（住民との距離が近いほうが絶対条件と考えるため。） 

・オープンステージは、ほとんど使用しないと思うので、いらないと思います。雨風で汚れたステー

ジが色々なところにありますが、寂しい感じがします。 
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・道の駅の基本構想のとおり①特産品の販売による産業振興、年間販売額の目標、②雇用の創出（何

人を見込むか）、農産物等の加工・食品加工等製造するようにしないと雇用創出は難しいと思われる。

20 億円弱の大きな計画で２案件なので、最初は分けて検討していかなければうまくいかないと思う。

検討委員会を道の駅と地域交流会館の２つに分け、個々で検討して煮詰めた事案を数十名の代表委員

で討議検討し、一本化する（委員は学生はいいと思うが、現場で働く若い人 20 歳から 30 歳代の農業

従事者、商工従事者、役場職員、学校、幼児園職員等女性職員）整備計画案から駐車場・休憩室・直

売所等のスペースがあまりにも狭く、道の駅を設置するには無理があり、もう一度基本計画の見直し

を検討してはどうかと思います（交流会館を原ケ崎交流センターに持っていき、立て直す等）あまり

厳しい条件だと無理があり、いいアイデア・知恵を出すにも限度があり。そのアイデアを生かすのも

大変難しいと思う。 

・とても期待しております。町の声を聞いていただいて話題になるようなすばらしい施設になること

を願っています。 

・地元の業者さんが作るときに活躍できるようにしたらいいと思います。竣工後もメンテナンスに町

の業者さんが関われるようにすると地元がうるおうと思います 

・これから長く維持していくために大きな施設より使いやすい施設を目指してほしい。 

・道の駅に研修室がやたら多いのが気になりますが何に使うのでしょうか？コンビニ・直売所があり

ますが、それだけでは町をにぎわせるには弱すぎると思います。バイパス沿いで車の往来が多かった

としても人が立ち寄りたくなるようなものがなければ、作るだけ無駄な気がしてなりません。 

・アクセスとして利用客は限定される。行楽途中でなく、他県・市外客数が多い。トイレ使用のみ休

憩は不便。他市町村の道の駅の視察を数多く見学して成功するようプロジェクトを発足して町のため

にかんばってください。補助金活用の目的でなく、町の人口減が近づいている。他にない道の駅、住

民子どもたちのための道の駅を考えてほしい。他県から見学に来るくらい、田上に移住と思うくらい

に、他県外の成功者の意見を聞いてほしい。 

・町民体育館の使用が不便である。駐車場がない。移転等を今回の地域交流会館と一緒に考えてほし

い。町民全世帯のアンケートにて、いい考えを持っているのでアンケートを参考にしてほしい。 

・道の駅だけでは十分な利用・活用につながらない。集客も見込まれないので、周辺施設ともあわせ

てより粋な施設となるよう計画してほしい。すぐ横にサッカーグラウンドや野球場などスポーツ施設

をつくり、他市町村からも利用者が訪れることで、あわせて道の駅の利用につながるのではないか。

公園や植物の癒しの場などや若者をターゲットとしたＢＢＱ、ボルダリングなどの施設の設置。周辺

ともあわせ、複合的な施設とすることで、利用者も増え、利用価値が上がる。中途半端なことをして

お金を使うことだけはやめてください。 

・田上町の土地柄、人口に見合う道の駅を造ってほしい。町民の夢である交流会館の建設を希望しま

す。 

・40 代後半から文化活動に参加するようになったが、このような施設がないのは田上町だけです。他

の市町村がうらやましかった。今の文化活動の停滞は色々な要因があるだろうが、他の市町村に劣ら

ないコンパクトで近代的な使い勝手のいい施設の建設を望む。 

・委員の方々が専任されているそうですが、机上の論だけでなく、実際に施設を利用させていただく

一般住民、庶民代表等を是非入れてください。 



13 
 

・田上町の”にぎわいの核”になりそうな地域が、今後検討されてもよい場所があります。本田上の

役場跡地及び公民館の土地の再利用です。（住宅地にしないでください）椿寿荘も含めた”食べ歩きに

ぎわいの場”に位置づけたらどうでしょうか。古民家を移築し周辺のお店を巻き込んで町内外のお客

さんを集合させたいものです。まちづくりのコンセプトは自立した自治体としてのまちづくりの追求

と確信しております。町総合計画についても、地域とともにつくる個性豊かな賑わいの取り組みがほ

しい。 

・多目的ホールはせっかく造るのであれば中途半端なものではなく、音の響きのよいホールを造った

ほうがいい。念願のホールができるのを楽しみにしています。 

・運転できない人は、行きたくても行くことが出来ない。住民のために建設するならば利用しやすい

周遊バス等交通手段を考えてほしい。 

・もっと大規模な道の駅を期待していました。（山形県飯豊や秋田県西目、青森県浪岡のようなアップ

ヒル位のものがほしい。）今後、この企画が成功し、拡大していきますように。 

・道の駅整備を行って、少子化問題は解決するのか。人口も増えるのか。高齢化が進んでいるのに道

の駅までどのように行くのか（車の運転ができない方）税金を払う人が少なくなると、今後の町施設

のインフラをどのようにしていくのか。道の駅の借金をどのように支払っていくのか。道の駅利用者

には、時間とお金を町中に使ってもらうような工夫が必要。交流会館は、原ケ崎交流センターに移動

して、その分駐車場の台数を増やした方がいいのでは。原ケ崎交流センターは壊して交流会館の中に

図書館を併設する。 

・我が子は今、月ケ岡特別支援学校へ通っておりあと数年で卒業します。このような子どもたちが働

ける場を作っていただきたい。お願いします。 

・町民全員（健常者・障がい者・老人・子ども）が集える場としたい。道の駅の中に障がい者の就労

の場を設けてほしい。教育委員会・保健福祉課・社会福祉協議会で一緒に協議してほしい。 

・道の駅・地域交流会館をもっとコンパクトにして、原ケ崎交流センターを取り壊し、新築にした方

が絶対にいいと思います。使い勝手の悪い施設に億単位のお金をかけても果たしてどの程度改善でき

るのでしょうか。いくらバリアフリーの出入口にしたところで、建物内部での移動が不便なのは改善

されません。身の丈にあったコンパクトな施設を役場前と原ケ崎の２箇所に新築した方が長い目で見

ると最適だと思います。検討委員会には、早い段階からもっと若手の人たちを入れてください。 

・建物とは別に早い段階から、図書のバーコードシステム管理を進めるべきです。小中学校図書室が

バーコード管理なのに町の図書室が違うのは考えられません。「教育のまち田上」でやっていくなら、

施設とは別に来年からでも早急に管理体制を整える方向で進めなければならないと考えます。そのた

めにも図書館司書を何らかの形で雇用し、図書管理体制を構築すべきです。先延ばしにせず、この件

だけでも、早急に検討していただきたい。 

・図書館機能については、先日加茂市図書館にてお話を聞きました。１日の利用者は、平日 350 人、

休日 500 人ほどの利用。土日や夏休みは小学生・高校生は利用するが、中学生は部活動が忙しいのか

テスト前や受験前に利用される。また映写会や読書会などのイベント時には多くの来場者が来るが、

平成 3年設立時には、年間 12万人であった利用者が、平成 26年度は 10.7万人。本の貸し出し数この

頃の減少傾向、昨年は児童サービス・全域サービスのためか増加、冬や夏などの時期は光熱水費で約

70 万円必要であり、また書庫は湿度を一定にするため１年中空調は稼動させている。また、老朽化も
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進み、毎年修繕料が必要となる。よって、田上町は、加茂市に対し、多少なりとも管理費を支払い、

図書館を利用させてもらうことがいいのではないか。（利用したい人用に定期的に送迎） 

・防災拠点としての機能強化＝水害の時は、2階部分などに関係機関の合同会議開催やボランティア受

付等の災害対策本部が開設できるだけのスペース・設備を準備する。 

道路最先端の学習の場＝県内初のロータリー式交差点計画を現在の計画場所から 403 号役場脇交差点

に移し、道の駅に展望大などを設け、俯瞰する形でその交差点を見学できることを可能とし、あわせ

て説明パネル展示等で道路の最先端技術を実地で総合学習の場として整備する。更に今後ロータリー

交差点を検討している自治体の研修場所としても活用できる。 

滞留人口増加に向けて＝注目を集めている健康志向に着目し、道の駅～桃山団地～鍾乳洞～護摩堂山

～湯川～五社川～信濃川といった、山道・川道をトレイルコースとして整備する。また、路線バス・

シャトルバスを使い、湯っ多里館－椿寿荘－道の駅を有機的につなぎ、その拠点として道の駅を活用

する。 

 


