
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちなか再生ビジョン」策定アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

芽室町 
 



 

 

 

 

芽室町では、今年度から２０年後を見据えた「まちなか再生の議論」を進めていくた

め、幅広い年代の方々や町内外の方の「まちなか」の考え方を把握し、計画に反映して

いきたいと考え、「まちなか再生ビジョン」策定アンケートを実施しました。 

お忙しいなか、ご回答いただいた皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

「まちなか再生」は、幅広い年代の方々、町内外の方々が集い、憩い、チャレンジがで

き、町民が誇りに思える、新しい「まちなか」づくりのことです。 

この議論は、町民のみなさんからの意見を参考に「理想のまちなかの姿」や「あったら

いいな～」など、幅広い年代の町民で構成される検討委員会で検討したものを、町へ提

言し、町はその提言を基に解決策や実現策（政策）の検討をし「まちなか再生ビジョン」

を策定します。 

 

 今回、調査結果をまとめましたので、ぜひ、ご一読ください。 

  

担当   商工労政課商業振興係 

      政策推進課政策調整係 

      魅力創造課魅力創造係 



 

 

「まちなか再生ビジョン」策定アンケート概要 

 

≪調査の目的≫ 

 「まちなか再生の議論」を進めていくため、幅広い年代の方々や町内外の方の「まちなか」の考え方

を把握し、計画に反映するため、アンケートを実施する。 

 

≪調査対象者≫ 

 芽室町民、芽室町への通勤・通学者、芽室町外に住んでいる方 

 

≪調査方法≫ 

 広報誌すまいる７月号、芽室町公式フェイスブック、芽室町公式 LINE、すまいるボードによりアンケ

ートを案内し、回答方法は次のいずれかとした。 

①インターネット回答  ②ホットボイスはがき  ③ＦＡＸ  ④手紙等 

 

≪調査期間≫ 

 令和４年７月１２日（火）～令和４年８月１９日（金） 

 

≪回答者数≫ 

 令和４年８月２２日（月）現在  回答者数１４０名 

 

≪質問項目≫ 

問１ あなたの年代を教えてください。 

問２ あなたのお住いの地域を教えてください。 

問３ あなたは、芽室町に住んでどのくらいになりますか。（通算年数） 

問４ あなたの居住歴を教えてください。 

問５ あなたが思う『「まちなか」の範囲』を教えてください。 

問６ あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。（自由記述） 

問７ あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。（自由記述） 
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「まちなか再生ビジョン」策定アンケート結果 
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問1（年代）と問5（まちなかの範囲）のクロス集計

芽室町全体 芽室町市街地全体

JR芽室駅前から芽室
公園までなどを含む

範囲
（半径500m～1km

ほど）

JR芽室駅を中心とし
た範囲

（半径200mほど）
合計

19歳以下 0 1 0 0 1

20～29歳 1 7 3 2 13

30～39歳 3 5 9 3 20

40～49歳 3 15 5 4 27

50～59歳 3 4 12 4 23

60～69歳 3 11 13 6 33

70歳以上 9 6 6 2 23

合計 22 49 48 21 140

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

合計

問1（年代）と問5（まちなかの範囲）のクロス集計

芽室町全体 芽室町市街地全体 JR芽室駅前から芽室公園までなどを含む範囲

（半径500m～1kmほど）

JR芽室駅を中心とした範囲

（半径200mほど）
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問3（居住年数）と問5（まちなかの範囲）のクロス集計

芽室町全体 芽室町市街地全体

JR芽室駅前から芽室
公園までなどを含む

範囲
（半径500m～1km

ほど）

JR芽室駅を中心とし
た範囲

（半径200mほど）
合計

5年未満 2 4 3 2 11

5～9年 2 8 6 1 17

10～19年 1 13 9 2 25

20～29年 3 8 10 5 26

30年以上 14 16 19 10 59

一度も芽室町に住ん
だことがない

0 0 1 1 2

合計 22 49 48 21 140

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5年未満

5～9年

10～19年

20～29年

30年以上

一度も芽室町に住んだことがない

合計

問3（居住年数）と問5（まちなかの範囲）のクロス集計

芽室町全体 芽室町市街地全体 JR芽室駅前から芽室公園までなどを含む範囲

（半径500m～1kmほど）

JR芽室駅を中心とした範囲

（半径200mほど）

・「まちなかの範囲」は、「市街地全体」と回答した方が 35％、「ＪＲ芽室駅前から芽室公園までなどを含む範

囲（半径500m～1kmほど）」と回答した方が34.3%となっており、「まちなか」のイメージは比較的広い

範囲になっていることがわかります。 

・年代ごとでは、10 代、20 代、40 代の半数が「市街地全体」を「まちなか」と回答しています。また、あらゆ

る年代で「市街地全体」及び「ＪＲ芽室駅前から芽室公園までなどを含む範囲（半径 500m～1km ほど）」

を「まちなか」とイメージした方が半数以上となっており、年代別に見ても「まちなか」のイメージは比較的

広い範囲になっていることがわかります。 

・居住年数ごとでは、5 年未満から 20 年未満までの比較的居住年数が短い方が「市街地全体」を「まちな

か」と多く回答しています。また、20～29 年及び 30 年以上でも「市街地全体」及び「ＪＲ芽室駅前から芽

室公園までなどを含む範囲（半径 500m～1km ほど）」を「まちなか」とイメージした方が半数以上となっ

ており、居住年数で見ても「まちなか」のイメージは比較的広い範囲になっていることがわかります。 

・これらのことから、20 年後を見据えた「まちなかの姿」（幅広い年代の方々、町内外の方々が集い、憩い、

チャレンジができ、町民が誇りに思える、新しい「まちなか」）を考えるときには、「市街地全体」や「芽室駅前

から芽室公園まで」といったエリアをイメージすることが必要であることがわかります。 
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自由記述編① 

 

 【問 6】及び【問 7】はそれぞれ以下の内容を自由に記載いただく質問となっています。 

 

【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。※「買う」「飲食する」「住む」

「働く」「遊ぶ」「学ぶ」「集まる」「憩う」「子育て」「福祉」など幅広くお考えください。 

【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。 

 

 この２つの質問については、テキストマイニングという手法を用い、膨大な回答データ（テキストデ

ータ）から、情報を整理・抽出し統計的に見える化しました。 

 大きな文字ほど出現率が高く、多くの方が記載していることになります。また、その情報がどういっ

た言葉とセットで出てくるか、有用な情報を探る１つの手法になっています。 

（自由記述編①の後に、自由記述編②として、実際に記載いただいたものを可能な限り原文のまま掲

載していますのでそちらもご覧ください。） 

 

 

 

「テキストマイニング」とは 

○定量データ 

→（例）あるコンビニチェーンの購買データを集計・分析することで、いつ、どこで、誰が、何を購入しているか

が見えてきたり、「この商品を買う人は、あの商品を買いやすい」といったことをはっきりとした数字で捉

えることができる。 

 

→デメリット：なぜその商品が売れているのか／いないのか」といった理由が見えてこない 

 

○定性データ 

客の生の声。Twitterや Facebook などに代表される SNS で発信された大量の文字情報、コールセン

ターに寄せられる問い合わせ、アンケートの自由回答欄･･･の中に、不満、改善要望、商品への感想、使用シー

ンの提案、商品にまつわるストーリーなどから、有用な情報を得られる。 

 

→課題：定性データの分析は多様な文章をひとつひとつ読んでいかないといけない、非常に手間と時間のか

かる作業 

 

☞膨大なテキストデータから、形態素解析・構文解析・意味解析で定性情報を整理・抽出し統計的に見える化し、

有用な言葉を「掘り当てる＝マイニング」する技術が「テキストマイニング」です 

 

 

 

 

 

 

 

6



【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。 

［ワードクラウド：出現頻度順］ 

 

 

［ワードクラウド：スコア順］ 

 

※スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。 

※単語の色は品詞の種類で異なっており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表し

ています。 

※スコアは、その単語の「重要度」を表す値。査対象の文書によく出現する単語を重視したもの。（一

般的な文書でよく現れる単語は出現回数が多くてもあまり重要ではない単語もある。） 
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【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。 

［単語出現頻度］文章中に出現する単語の頻出度を表にしています。単語ごとに表示されている「スコア」

の大きさは、 与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表していま

す。 通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、 「言う」や「思う」

など、どの文書にもよく現れる単語についてはスコアが低めになります。 

 

 

［共起キーワード］一文の中に、単語のセットが同時に出現することで、回数は、一緒に出現した回数。

下の図は出現する単語の出現パターンか似゙たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほ

ど大きく、また共起の程度か強゙いほど太い線で描画されます。 
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【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。 

［２次元マップ］文章中に単語の出現傾向を全体的に俯瞰するためのもので、「近くにある単語同士は

同じ場所で出てくる傾向が強い」ということを意味しています。グラフ中の XY 軸自

体に意味無し。 

 

 

 

［係り受け解析］語句の「修飾 - 被修飾」関係を見つけるための解析方法。「スコア」が高いほど、より

その係り受け関係が重要であることを示します。 
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【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。 

 

 

 

 

［階層的クラスタリング］出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したもの。

樹形図の色はクラスタ内の単語出現傾向が似ている場合は同じ色で、あまり似てい

ない場合は色を変えている。 
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【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。（未整形） 

［ワードクラウド：出現頻度順］ 

 

 

［ワードクラウド：スコア順］ 

 

※スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。 

※単語の色は品詞の種類で異なっており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表し

ています。 

※スコアは、その単語の「重要度」を表す値。査対象の文書によく出現する単語を重視したもの。（一

般的な文書でよく現れる単語は出現回数が多くてもあまり重要ではない単語もある。） 
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【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。（未整形） 

［単語出現頻度］文章中に出現する単語の頻出度を表にしています。単語ごとに表示されている「スコア」

の大きさは、 与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表していま

す。 通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、 「言う」や「思う」

など、どの文書にもよく現れる単語についてはスコアが低めになります。 

 

 

［共起キーワード］一文の中に、単語のセットが同時に出現することで、回数は、一緒に出現した回数。

下の図は出現する単語の出現パターンか似゙たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほ

ど大きく、また共起の程度か強゙いほど太い線で描画されます。 
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【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。（未整形） 

［２次元マップ］文章中に単語の出現傾向を全体的に俯瞰するためのもので、「近くにある単語同士は

同じ場所で出てくる傾向が強い」ということを意味しています。グラフ中の XY 軸自

体に意味無し。 

 

 

 

［係り受け解析］語句の「修飾 - 被修飾」関係を見つけるための解析方法。「スコア」が高いほど、より

その係り受け関係が重要であることを示します。 
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【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。（未整形） 

 

 

 

 

［階層的クラスタリング］出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したもの。

樹形図の色はクラスタ内の単語出現傾向が似ている場合は同じ色で、あまり似てい

ない場合は色を変えている。 
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自由記述編② 

 

 自由記述欄に記載いただいた内容をご紹介します。 

 基本的に原文のまま掲載しますが、複数の分野に関わる内容の場合は、記載いただいた内容を分

野ごとに整理して掲載しています。ただし、個人の特定につながる可能性の高い記述については削

除等することがあります。 

 

 

【問６】あなたが思う『「まちなか」にあったら良いもの』を教えてください。※「買う」「飲食する」「住む」

「働く」「遊ぶ」「学ぶ」「集まる」「憩う」「子育て」「福祉」など幅広くお考えください。 

※同じ施設等であっても、記載の内容で分野が異なる場合があります。（例：公園に関する記

載で憩いの場としての記載は「憩い」、子どもたちの遊ぶ場・遊具に関する記載は「遊び」の

分野にしています。） 

 

「買う」                                                             

・買う 

・買い物 

・駄菓子屋さん、カフェなど若者がもっと集まるようなお店があったら良いなと思います。 

・子供達が集まる駄菓子屋 

・小さなオシャレな雑貨店、衣料店が並び、カフェ 

・大型複合商店 

・子供の物が売っているお店 

・デパート系があると雇用の面や買い物等が充実して出来るからいいのではないか。 

・ホーマック、イオン 

・ホームセンター、大きなスーパー 

・ホームセンターや大きい 100 円ショップが欲しい 

・大型店 何故めむろに大型店が出来ないのか？規制が沢山有るのではないか？ 

・イオンのような複合施設 

・総合ショッピングセンター 

・無印良品←十勝に無いけど欲しい人は沢山いるのでわざわざ芽室に買いに来ると思う。IKEA や 

COSTCO も良し。有名どころに頼って、周りを活気づけるのアリでは？ 

・複数のお店(アパレルや飲食店など)が入っているお店 

・核となる商業施設 

・衣食を購入する場所。 

・芽室町は若者の人口が増えていると思います。子供や子育て世代も含め なのにお店や施設はお年

寄りに重点をおいていたり古くからあるお店ばかりで若い人たちは帯広まで行って買い物をしてい

るのをみると芽室町内で済ませることができればべんりなのになーと思います。 

・38 号線沿いには大手のスーパーや雑貨店、ドラッグストア、アウトドアショップなどがあり、駅前本通、

東一条通、ニ線通には、ここでしか買えないようなマニアックだったらこだわっている商品が買える

場所がたくさんある。こだわりがあるけど、それだけだと商売できるかなーくらいの人が進出しやす

い支援をどんどんして人を集めてほしい。 

15



・買い物は帯広へ行きましょう。 

・最先端なお店や、お洒落なお店（飲食、雑貨） 

・道の駅 → 東芽室に新たに用地を取得して設置する。 魅力的な町内の事業者を中心に小売また体

験できる施設にする。 

・買う→芽室の物産を扱う道の駅 

・地元の物が買える 

 

 

「飲食する」                                                         

・飲食する 

・飲食 

・飲食店 

・飲食する場所 

・芽室と言えばここいかなきゃ！っていう自信を持って友達を連れて行ける飲食店 

・家族で利用しやすい飲食店 

・屋外の飲食店とか 

・屋台村 

・横丁的な飲食店 

・大きい駐車スペースがある飲食ブースの集まり(他町村にある道の駅みたいもの) 

・産直カフェ 

・マクドナルドやすき家などのファストフード店があったらいいなと思います。 

・すべて当てはまるが、今市内とくらべ．マックがあると、飲食系は、並ぶなぁ?と思い他の商店にかぶ

らないもの！ 

・ピザチェーン店 

・ファーストフード 

・気軽に寄れるファーストフード店 

・ファーストフードです 

・ファーストフード店 

・フードコート 

・飲食する ターゲット層を幅広く、誰もが入りやすい店。農家のおじさんから、お年寄り、子供。テイク

アウトなど増えたらいいと思います。そのためには駐車場の確保もしてほしい。 

・飲食（テイクアウト含む） 

・テイクアウトできるお店、子供と一緒に食べれるレストラン 

・ウーバーイーツなどのデリバリーが可能な地区になればいいなと思います 

 

 

「住む」                                                            

・住む 
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「働く」                                                            

・働く 

・高齢者が年間安定した収入が得られる職場 

・短時間労働 

 

 

「遊ぶ」                                                            

・遊ぶ 

・遊び 

・屋内で子供も大人も遊べる施設 

・休日でも未就学児が遊べる屋内施設 

・子供達の遊べる空間 

・子供が遊べる所 

・子供の遊べる施設 

・天候に左右されない子供がのびのび過ごせる場所 

・今高校生と中学生の子供がいます。年頃の子供が遊ぶ場所がないです。ファーストフードみたいにお

手頃の食べ物や身体を動かして遊ぶ場所、例えばボルダリングみたいな遊ぶ場所などあればいいな

と思います 

・子供達が遊べる場所 

・遊ぶ場所 

・子どもたちが遊べる室内の場所 

・子ども達が遊べる大きい遊具 

・子どもが遊べる無料施設 

・体験型アミューズメント 

・娯楽（クラブ、ライブハウス、アトラクション、アミューズメント） 

・雨天時でも雪が積もっても子供達が思いっきり走り回れる遊具のある場所。イメージとしては中標

津のゆめの森公園です。ちょっとした体育館ではなく大きめの施設にできると近隣の街からも人が

集まり飲食できる店なども増えるのではと思ってます。 

・子供が室内で遊べる所を作って欲しいです！雨の日でも遊べるところがあったらいいな。子供が学

びながら遊べるところもあったらいいな。 

・子供が室内で遊べる場所 

・公園はあるけど、遊具が物足りないので、更別にあるような大型遊具を作って欲しいです。子どもた

ちも物足りなさを感じています。 

・芽室公園に遊具が欲しい。芽室公園は遊具が少ないし、あってもありきたりなものしかない。人口が

少ない本別町や更別でも凄い公園があり、集客がある。清水にすら負けている。噴水だけでは足りな

い。夏、しかも限定された年齢の子ども、人数しか遊べない。また、売店も病院の中みたいな売店だ

と意味が無い。そこでしか味わえないソフトクリームのひとつや何か無いとわざわざそこで何も買わ

ない。今の売店なら自販機で良し。 
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「学ぶ」                                                            

・学ぶ 

・学び 

・気楽に学ぶ場所があるといいですね 

・子供達が勉強できる場所 

・カルチャーセンター 

・学習塾 

・学ぶ遊ぶ→ゲートボール発祥の地なのでそれをコンセプトにしたもの 

 

 

「集まる」                                                           

・集まる 

・つどう 

・集まるでは、道の駅の開設も希望。 

・集まる→嵐山や展望台などフェスの誘致 

・交流するスペース（カフェ、バー） 

・老若男女が集まり楽しめる場所 

・公園にベンチがあり、年齢問わずに、誰もが集まる 会話を楽しむ そんな場所が、身近にあったら良

い。 

 

 

「憩う」                                                            

・憩う 

・いこいの広場 

・いこいの場 

・集まる憩いの場 

・憩いの場所 

・街中で憩える"洗練された"ガーデンスペース。現在は公園に芝生はたくさんあっても、街に緑が少な

く、街並みも古く、訪れる楽しみが少ない。あさひかわ北彩都ガーデンのような、（規模は違っても）

街中のオアシスがあると街全体の雰囲気、イメージも変わるのでは。 

・ゆっくり休んだり飲食できるような所 

・憩う→ひがし芽室の宅地や愛菜屋のある一角をもっと人が寄り集い休める場所へ 

・なにかお花の公園とかまちなかにあってベンチなどゆっくり座れるような場所 それを見にお年寄り

が集まったりとか素敵だと思います。これはまた別の話しですがお年寄りがまちなかに一回座って

休めるイスおいてほしいと言ってました。 

・買い物してただ帰るだけでなくくつろげる場所、ワンストップで町内のことがわかる場所 

・一休みできる歩道空間 

・ほどよい距離に休めるベンチが有ると嬉しいです。例えばバス停など。 

・憩うに関連し、温泉施設を希望。健康促進にもつながるのでわ？ 
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「子育て」                                                          

・子育て 

・子育て支援サロン 

・こども達のサードスペース 

 

 

「福祉」                                                            

・福祉 

・福祉村 

・高齢者のことを相談できる場所。あいあいは駅前から離れているので、「なにかのついでに」となる

と行きずらい。駅周辺にあればフクハラにも行ける。便利である。 

 

 

「その他」                                                          

・すべて 

・全部 

・移動しやすい手段 

・道の駅 

・道の駅、有人の案内所(役場内ではなく、気軽に街の案内や生活相談の出来る場所) 

・道の駅のような場所。 

・道の駅 

・温泉?有ると大変良いですね 

・温泉 

・温泉施設 

・温泉があるリゾートと市街地から繋がる観光スポット 

・メインストリートが廃墟ばかりで寂しすぎます。 

・シャッター街がなくなるようにしていただきたい。 

・広域高速 Wi-Fi 環境(低額、無料)や、5G 環境への早期移行と対応促進策(費用助成等) 

・フリーWiFi 

・買い物や飲食はもちろん 広い世代が躊躇なく入ってみようと思うフリーな場所が アチコチにあれ

ばなぁ(コミセンをもっと楽に使えればいいのかも) 

・文化(絵画、書道等)作品展が出来るギャラリー演劇、コンサートが出来る文化ホール 

・ボランティアもしくは有料で利用できる施設 

・鏡付きの部屋などがあると子供たちやお年寄りの方たちに運動や踊りなど通えるコミュニティがあ

ると嬉しい 

・生活しやすい町 

・E スポーツ施設、サッカー場、サテライトオフィス、大学、ランドマーク、きれいな公園 

・誰でも、得意分野で出来るボランティア 

・将棋、囲碁、麻雀ができる店 

・そこに行ったら楽しく１日を過ごせる場所 

・コンサートなど沢山の芸能人を呼び込む施設 帯広や音更、幕別、清水に行ってます 
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・国道にあいさいやを移すだけでも人が増えると思う。それか販売内容をプラスしたあいさいや二号

店等を国道に欲しい。←あいさいやは夏期間しか営業出来ないので使用しない時期は酪農関係で使

用する等工夫を凝らす。ピザが食べれたり、チーズや乳製品を作る体験等。 

・勉強や仕事ができて、ちょっとしたカフェ（学生割引などあったら尚良い）がついた場所（静かにする

ところと、賑やかなところのように分けた方が良い） 

・ユニクロ、マクドナルド、ケンタッキー、スターバックス、スープカレー屋、ホームセンター、駅近辺の駐

車場に屋根、映画館 

・大きな公園 

・これまでの商店街から、町民や町外の方も含め憩い・集い・学ぶ場が必要と感じています。 

・買う、遊ぶ、憩う、集まる、飲食する、福祉など、狭い範囲に全てが集結していること。 

・お店があるのもいいことですが、噴水のある公園など、イベント等にも使えて、気軽に立ち寄れる場

所。災害時には、こうした公園を避難場所として使用できるような機能もあると良いなと思います。 

図書館前だけでなく、商店街にもラジオ体操ができる場所があればいいかなとも考えました！ 

・学生が入れる下宿があったらいい 

・レンタルビデオ店 

・ビデオレンタル店、リサイクル関連店 

・町中の散歩道、嵐山に犬、馬との散歩道 

・大きな病院 

・フリースペース。自習室。めむろーどの２回は学生が勉強していて、一般は利用しにくい。公民館やコ

ミセンの空いている部屋を学生の自習室として利用できるようにする。フリースペースが少ないの

で、増やしてほしい。 

・富良野マルシェの様な施設 

・農村部に週１じゃがばす 

・週末イベント 

・気軽に立ち寄れる喫茶店やブティックなど個人経営のお店などがあればと思います。 

・生活に必要な商店や子育て関連施設 

・老人サロン 不動産、弁護士相談サロン 

・物があったら良いと言うのは如何なものか?時代は､内面をゆとりある心が持てる環境が欲しい｡ 

・いろいろとあったらいいと思いますが、難しいです。 
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【問７】あなたが思う「理想のまちなかの姿」を教えてください。 

 

・共同店舗(めむろーどの大型にした施設) 

・商店などが、もう少し活性化すると町外へ買い物とかに行かなくなると思います。 

・町民が帯広市で買い物するのではなく、昔の様に町内で完結できる、魅力ある市街地。 

・土曜日曜も、出来るだけ、開いてる店 

・休日もお店が開店していて、老若男女が安心して集える場所があり、人々の笑顔溢れる活気ある街

中であって欲しいと思います。（現在の芽室町は特に休日など、商店のシャッターが閉まっていて閑

散としているので、お買い物は帯広での町民も多いのでは） 

・集合店舗エリアと飲食エリアの整備 

・シャッターの降りてない商店街 

・さびれたお店がなく、明るい雰囲気のあるまちなか 

・お店の入れ替わりがあるまちなか。 

・店が開いているのが理想。シャッターがしてあり、さびれたな…と感じないのが理想。 

・町民はもちろん、近隣の町村からも芽室にお買い物に来るような、近代化した施設と、歴史ある商店

街が並ぶ老若男女から好かれる町 

・賑わいのある商店街 

・ワイワイと賑やかな繁盛してる雰囲気 

・人が行き来し商店街が活気あり明るい雰囲気 

・個人でも営める小さなお店が沢山ぎっしり並ぶと面白そうな気がします 

・他の町村にはないブランド・メーカー・施設があり、それを目的に来町される様な施設・店がある。 

・商店街に駐車場が完備していて､町民が気軽に使える小規模な、施設がたくさんあること。 

・芽室町内で全て必要なものが揃う 

・生活に必要なものがエリア内で揃う 

・全てが揃う芽室町 

・人が、さまざまな目的で訪れる活気のある場所。商店がメイン。 

・子供たちが市外に転出せず子供から大人まで楽しめる商業施設などイベント会場 

・八百屋さん、お肉屋さん等昔ながらの下町 

・昔みたいに 本通に店が集まって賑やかになる事  

・若者が集う街中。商店の後継者が育成されていないから「さびれる」のは当たり前のこと それで、回

りが、なにもしてくれないとは、勝手が良すぎる。真剣に商売の勉強をするべきでは、、、 

・幼児、子供、若者、親、老人達が憩う、外に遊具があり、屋内に軽食があり、運動する場所、休むスペ

ース、温泉、サウナがある施設があるといいですね。 

・人が集まってくる、また行きたいなと思うような姿 

・年寄りばかりでなく若者も集える場所がほしい 

・もっと若者が多く集まり賑わっている。 

・安心して集うことができるところ 

・人が沢山いる 

・町全体が綺麗で、賑わっていて、みんな優しいという姿 

・老若男女が行き交うことができる。 

・元気な挨拶が飛び交う街 

・活き活きとした街 
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・活気がある 

・活気がある街 

・歩道に、人がいる活気に溢れてる街 

・活気がある、若者たちが行き交うまち 

・いつも賑わっている感じで、イベントがよく開催されているところ。 

・人で賑わう街 

・人が歩いている、開かれた活気あるまち 

・十勝プラザホールのミニ版のような、いつも誰かが何かをやっているような、そしてそこに人がちょ

ちょこ行きき。大人はもちろん、学生も時間潰しで使えるような。 

・何かやってます??というワクワク感がある 

・問 6の様なまちなかに人が集まり賑やかでそこに行けば楽しい。そんな場所がある街。 

・ささっといけて、気軽に立ち寄れる、おせっかいな人が結構いるところ 

・町に人が出ていて、あちこちで井戸端会議が開かれていたり、日向ぼっこをしながら町のようすを眺

めている人がいたりするが絵になる街 

・老若男女が行き交う、賑わいがあふれる街腰掛ける、ベンチ等の休めるスペースや、アーケード等が

小雨でも歩ける様にできませんか? 

・幅広い世代の人がいて、活気があって賑やかな空間、定期的にマルシェ等のイベントが開催されてい

る 

・あらゆる年齢層が、集まるまちなか 

・様々な年代の人達で賑わっている 

・各年代層が楽しめる様なまちなか 

・寂しさを感じない適度に人がいて、話が盛り上がっていたりしてなんだかあたたかい。 

・観光客だけではなく、地域の人が絶えないまちなか 

・市街地で、皆さん集まって買い物や遊ぶ事が出来るように。 

・人が集まるまち、子どもの姿があるまち 

・コンパクトながら、見て食べて買って楽しめるまちなかが有れば良いと思う。ミニ公園を作り自然に

触れる憩いの場もあると良い。 

・人通りが多く 木陰でくつろげるテーブルやイスがあちこちにあるっていいですね?? 

地元で買い物するのに路駐しても構わない道路のエリアがあるとか 

駅前や町内要所要所に めむろ案内図の新設や 国道や白樺通から芽室町内に入る境界に主要施設

の方向や距離がわかるものがあるといいなと思います 最近はナビで間に合うのかもしれないけれ

ど?? 

・幅広い年代の人がくつろげる場所があること 

・福祉 災害マニュアル 

・困りごとがあっても、補い合いながら、生活が維持できる。 

・昔のように支え合う街 

・老若男女が集い共に支え合う街 

・子供、老人に気を配れる町 

・外で子供も年寄りも憩える広場、車椅子でも心配せず街中何処へでも移動できるような道路、施設

状況～ 

・子供から年配の方まで安心して楽しく過ごせるまちになったら良いなぁと思います 
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・幅広い世代が集まる お年寄りが小さな子供を見て元気を貰う まだ元気なお年寄りが介護補助す

る 難しいんだろうな～?? 

・福祉、便利、 

・安全で安心して暮らしていける。 

・福祉と若者の交流場 

・いつでも利用できる福祉態勢 

・多様な人々が個性を発揮、活き活きと生きがいを感じる場。 

・揺り籠から墓場まで 安心の町 頑張りましょう 

・若者が町を出なくても働ける環境 

・老若男女働く場所があり、老若男女遊ぶ場所があり、福祉の充実と憩いの場所のあるまち。 

・住宅街の東西枝道の道路整備 

・今はコロナ禍なので、外出自粛なのですが、外での子供達の元気な声が聞こえるように…お年寄り

が安心して歩ける、歩道、足元の凸凹の改善。街路樹が電線を覆い被って居るので、手入れが必要。 

・住民がのんびり歩きながら街並みを楽しめる 

・施設があっても車がないと動けない町は優しくないと思います。 

・不便、不自由を感じないまち 

・半世紀前の姿かな 

・昭和 50年台のような活気ある街中がよいですね。しかし現在は、難しいかも 

・町中に施設がそろっていて人々が行き逢う日常 

・道の駅、温泉、はあったらいいかと思います。 

「芽室でいっぷく」札幌や釧路、帯広や、また空港から高速に乗りやすい芽室町、芽室で旅の途中一休

みが出来る場所にしてはどうか。農家では「いっぷく」を大切にしているので。 

・空き家がなく人が町外に行かなくてもいいような 

・幅広い年齢の人たちが直接顔を見てやりとりが出来る。顔見知りになって日常的に声をかけあえる

等、お互いの顔人柄が分かる等 昔の商店街のような姿です 

・お年寄りや子育て世代だけに優しいのではなく町民全員に優しい町作り 

スローガンだけではなくしっかりと実現してほしいです。 

芽室町に住みたい。芽室町でお店を開きたい。芽室町で何かを始めたい。 

そう思わせてくれるよう沢山の支援をしてください。 

家賃の一部負担や事業立ち上げ継続の支援など 

事業やお店のスタートだけを支援しても継続が難しいと芽室町からまた人がいなくなってしまいま

すので。 

・さまざまな、種類のお店が並び、買い物や、食事や時には、休んだり、賑わうまちなか。小さな、公園

などもあると、和みます。 

・環境の良い、自然豊かな町 

・田舎なのに便利な町 

・誰でも安い家賃で住める 

・町民も外から来た人もわざわざ行く価値がたくさんあるまちなか。 

・芽室町内で生活が完結する 

・楽しめる 
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・芽室駅周辺にある商店街に人が歩いて、活気がある様子。商店や飲食というお店だけではなく、住

居やハローワークのような場所に地域包括支援センターなどの福祉施設が交通機関の利便性の高い

場所にあるとよいと思う。 

・前日放送されてた常呂町のカーリング??のように芽室と言ったらコレ??と言うものがひとつほし

い いつでも、誰でも行けるばしよ 高齢者社会の中で、買い物が、一番大変配達料があっても、配達

して下されば本当に助かると、病院も??街中で、住めば最高、カーブ通っている人多いけど、街中

で行けると皆んなの触れ合いの場になるのでは、ないでしようか 

・芽室には何も良いとこがない。 嵐山の頂上にレストランを?? 

・緑豊かで活気のある街 

・農村部まで交通がしっかり通っていて街中には飲食店、宿泊施設、農村部には観光するようなスポッ

ト(農畜産の作業体験、綺麗な風景など)がある 

・人が多く、遊ぶ場所もあり、ホームセンターもある 

・帯広まで行かなくても用事が済む 

・綺麗で安全な事。 

・お店は多くなくとも、人がウォーキングなどで歩いたり、ふとした時に行きたいと思えるような場所

になれば良いかと！ 

・田園風景に調和した、市街地。賑わいのあるタウンセンター、そこにはシンボルの？？がありその廻

りに商店、食堂、喫茶店等が建ち並ぶ。 

・住みやすい 

・難しい。 

・芽室は農業の町ですから… 範囲が街中だけでは町民に浸透しない気がします 街中の道路沿い、

街路樹の下にお花をみんなで植えて、明るい花の街になったらいいなぁ。 

・空き家、空き地にもっと人が住む 

・年に何回かイベントがあり、他町村からも人が集まる場所 

・他の地域の人が立ち寄る施設 

・ショッピングセンター 買ったり、食べたり、憩いの場所 

・子ども 高齢者に焦点があてられがちだが 40 代 50 代の町民が「芽室が好き」と思い自分の存在

価値が この町で感じられるような 場所（仕事、リクリエーション、スポーツ）も欲しいと思います。 

・一つの区画ゾーンに福祉施設、老健施設、そして商店街飲食店があり。訪れる人が、そうした福祉施

設、老健施設の入所者の方々と老若男女共に遊び交流できるそんな場所かな。？ 

・十勝モンロー主義が無くなる町。5 年先 10 年先を見つめ着実に計画を履行出来る行政｡高校生が

卒業後も『自分はこの街に残って故郷の為に一生捧げる』胸張って言える町｡議会で意見を聞くのは

良いがそれをどの様いつ迄にどう活かすのか見えない｡ 

・明るい。用事の殆んどが歩ける範囲で済ませる。集える場所が有る。 

・子供たちが芽室の街中で過ごした思い出ができる、そんな街中の姿 

・駐車場も近くにあると利便性向上に繋がり、移動距離も短い事で、町外から訪れる人も増えてもら

いたい。 芽室に行けば 1日楽しめると思える様な街が理想的。 

・一番の近郊の帯広に出る機会が、今より減るような、芽室で食べ物だけは調達可能！みたいな 

生涯学習が町内で充実しているから、自転車や徒歩で通える！みたいな 

・ゴミのポイ捨て、自転車の無謀運転のない町 

・若い人が芽室に住みたくなるように、飲食店や買い物できる所が充実している。自然はそのまま残し

て子供がのびのび遊べる環境がいいと思う。 
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