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・協議会、ワークショップ、プレワークショップでの意見を基に
整備の考え方を3つの視点で整理しています。
→特徴的な意見を抽出し整備の方針としてまとめているので、
少し極端なイメージになっています。

・整備の考え方を視点別に整理しましたが、分解して組み替える
なども考えられます。
→また、飲食の提供、野菜などの販売に関する項目について
は選択・選別した方が良いものもあります。

・整備の考え方からコンセプトを検討しました。

・「運営組織」「費用の捻出・調達」「具体的な食材の利用」な
どについては、今後の検討内容になるため記載していません。

整備の考え方を3つの視点で検討しました。

１．利用者に様々な体験を通して「遠軽、オホーツク」を感じてもらう
スキー場併設ならではの様々な体験や、オホーツクの恵みを活かした賑わいづくり。

２．住民が主体になり「遠軽、オホーツク」らしい道の駅をつくっていく
食や文化を守り・育て・続ける、地域を再発見できる空間づくり。

３．玄関口としての位置づけを明確にし、利用者に「遠軽、オホーツク」を知ってもらう
旅に楽しさと安全を提供し、災害時も安心して滞在できる情報・交通・防災の拠点づくり。

整備の考え方を3つの視点で検討しました。
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この資料について 記載していない意見について

整備の考え方とコンセプト

整備の考え方を総括したコンセプトを検討しました。

ゲレンデと遠軽とオホーツクの魅力を発信する道の駅
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イベント等で集客を見込めるときにオープンする直売所

しっかり食べることができるレストランスキー場を活用したアクティビティ

整備の考え方1

体感

スキー場のある道の駅

「道の駅 」は、全国でも数少ないスキー場併設の道の駅です。
高規格幹線道路ICのすぐそばにスキー場があるというのも珍しいです。

スキー場は、夏にも様々な体験を用意しています。
旅の途中で立ち寄って”えんがる”を体感してください。
身体を動かした後は、オホーツク圏の食材を使用した食事を召し上がってください。

遠軽やオホーツクを感じていただき、
また来ていただけるような体験を提供いたします。

導入する施設・アクティビティの例

マウンテンバイク

Keywords

・スキー場の活用（夏利用、夜利用）
・2～3時間滞在してもらえるように
・道の駅を目的地として来てもらえるように
・子どもの運動・あそび
・旧ゴルフ場の利用
・定期的なイベント開催
・生産者と消費者が顔を合わせる

スキー場併設ならではの様々な体験や、
オホーツクの恵みを活かした賑わいづくり。

グラススキー

スケートボードパーク

ドッグラン

ゴルフコース

トレッキング

アークヒルズマルシェ

軽トラマルシェ

峠マルシェ

川場田園プラザ 萩しーまーと

・道の駅で長い時間を過ごしてもらうために、
地元の食材を使用し、非日常を感じてもらう
ような食事を提供。

・イベントやゴールデンウィーク・連休・夏休み期間
などの集客が見込めるときのみ直売所を開設する。

・可動式の棚、軽トラなどを利用し販売を行う。
・販売は屋外が基本。
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斜面（スキー場）を利用した風景づくり

チャレンジする道の駅

圏内には海も山も川もあるため、様々な食材を集めることができます。
圏内の地域にはそれぞれ発展してきた歴史や文化があります。

「道の駅 」では、
それらの食や文化を感じていただきながら、
訪れた皆様が、楽しみ、安らげる空間づくりをしていきます。

この地域に住む者として、これまでの食や文化を大切にし、
訪れた皆様の声に真摯に向き合い、
常に研鑽しながらより良い空間づくりを行います。

導入する施設・アクティビティの例

利用しやすい休憩スペース

Keywords

・ホッとする演出
・住民主体で地域の食の提供
・立ち寄りたくなる食や空間の提供
・オリジナル商品、ハンドメイド
・景観・眺望を鑑賞

食や文化を守り・育て・続ける、
地域を再発見できる空間づくり。

整備の考え方2

創造

野菜などの販売スペース

足湯休憩コーナー

羊の放牧

ニセコビュープラザ

ライスランド
ふかがわ

・可動式の棚で野菜を販売。

手湯

コスモス園芝ざくら 牛の放牧

・駐車場や建物から見える斜面を演出。

大玉ころがし

入れ替え可能なフードコート

フードコート

ラーメン 丼もの クレープ

・気軽に食べてもらえるような食事を中
心としたフードコートにより、店舗の
入れ替えが可能。
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短い時間で地域の味を楽しめる
軽食の提供

行ってみたくなるような周辺地域の情報提供・簡単な体験

おにぎり

出立つための道の駅

交通の要衝として発展してきた遠軽は、
多くの人や物が集るオホーツクの玄関口です。

ここ「道の駅 」は、
旅をする人が休み、また、次の地へ出発する準備をします。

わたしたちは、訪れた皆様に短い時間でもゆっくり休める空間、
地元の食材を使用した食を提供します。
さらに次の地へ向かうために助けになる情報を提供します。

導入する施設・アクティビティの例

防災拠点として時間
を過ごせる設備

Keywords

・オホーツクの玄関口
・市街地との連携
・情報提供による周遊観光の促進
・施設・イベントなどの情報を提供
・通過地点として質の良いサービスの提供
・きれいなトイレ
・バリアフリーな施設
・防災拠点、EV急速充電器

旅に楽しさと安全を提供し、災害時も安心し
て滞在できる情報・交通・防災の拠点づくり。

整備の考え方3

安心

太陽の丘
えんがる公園

見晴牧場

森林公園いこいの森

昆虫生態館

ちゃちゃワールド

オホーツク文学館
白滝ジオパーク
交流センター

いももち

あげいも

サンドウィッチ

ソフトクリーム

東日本大震災
八戸市市庁

たこ焼き

・施設の所在や営業日時だけではなく、「何が面白いのか、どう
楽しいのか」を伝える情報提供。

・各施設でできる体験、販売物の紹介。
・施設間で連携したイベントの実施（スタンプラリー、複数施設
の利用で割引等）。

・地元のレストランなど食事処の紹介。

・施設内で仮眠をとる
ことができる。

・備品の収納、ヘリ
ポートの設置。

・きれいなトイレ。
・バリアフリーな施設。
・EV急速充電器の設
置及び災害時の活用。

・地元の食材を使用した軽食等の提
供。（本格的な食事は市街地へ）
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「整備の考え方」の主なターゲット

整備の考え方 主なターゲット

１
体感

スキー場併設ならではの様々な体験や、
オホーツクの恵みを活かした賑わいづくり。

・家族連れの観光客
・地元住民
・スキー場利用者、アウトドア活動の愛好家

２
創造

食や文化を守り・育て・続ける、
地域を再発見できる空間づくり。

・観光客（通過地点として利用）
・ビジネス等での移動者
・地元住民（サービスの提供）

３
安心

旅に楽しさと安全を提供し、
災害時も安心して滞在できる情報・交通・防災の拠点づくり。

・観光客（通過地点として利用）
・災害時の一時避難者

現在の利用状況

交通量（1日当たり）

国道333号（瀬戸瀬）：5,723台が通行※1

丸瀬布遠軽道路：6,200～6,600台が通行すると予測※2

道の駅丸瀬布のトイレ利用者数※3

1年間で85万人～95万人

時期：GW、お盆、連休などに利用者が多くなる

5月～10月：1ヶ月で8.6万人～14.1万人

11月～4月：1ヶ月で3.8万に～5.7万人

※1：H22道路交通センサス交通量調査結果（国土交通省）

※2：旭川・紋別自動車道丸瀬布遠軽道路 再評価原案準備書説明資料
（平成24年度、北海道開発局）

※3：道の駅まるせっぷ「トイレ333」利用者数（遠軽町）
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１．「整備の考え方」について
・足りない視点や要素は無いか？

２．道の駅の利用を狙いたいターゲット、最も多くなりそうな利用者について
・属性は？ ： 地元住民、観光客、スキー場利用者、アウトドア愛好家、ビジネス、運送業等

・目的は？ ： 目的地として利用、通過地として利用、非常時に利用

３．施設の内容やその質について
・整備が必須な施設は？ ： 駐車場、トイレ、事務室、休憩スペース

・食事の形態は？ ： レストラン、フードコート、軽食

・野菜販売 の方法は？ ： 常設（固定式、可動式）、イベント時

・多目的に使用できる空間、工芸などの体験ができる空間、住民が実験的に調理できる空間などは必要か？
→ 他の拠点と連携する？

４．スキー場について
・スキー場で行うアクティビティや営業時間については今後の検討（管理・運営の事項のため）

・斜面（施設から見える部分）の夏期利用として、「風景」「遊び・活動」どちらを重視するか？共存する空間づくりを行うか？
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・スキー場で行うアクティビティや営業時間については今後の検討（管理・運営の事項のため）
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検討事項 ～ 何を重視した道の駅にするのかを決める
→ 施設の規模、大まかな配置を決めることが可能


