
61 件の回答
回答を受付中

問１ お住まいはどちらですか︖
60 件の回答

概要 質問 個別

芽室町内
⼗勝管内
北海道内
北海道外10%

86.7%

新嵐⼭スカイパークに関するアンケート調査

質問 回答 61 設定

問２ 年齢（年代）を教えてください
60 件の回答

問３ 新嵐⼭スカイパークを利⽤していますか︖
60 件の回答

１０歳代以下
２０歳代
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳代以上10%

23.3%

28.3%

25%

毎年２０回以上
毎年１０回〜１９回程度
毎年５回〜９回程度
毎年１回〜４回程度
過去に利⽤したことがある
利⽤したことはない8.3%

13.3%

28.3%

38.3%

11.7%
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問４ 主に利⽤する施設はどれですか︖（複数回答可）

60 件の回答

0 10 20 30 40

スキー場
宿泊施設（新嵐⼭荘）
キャンプ施設（宿泊）

キャンプ施設（ワンデイ）
レストラン（２階）
レストラン（１階）
バーベキューテラス

ドッグラン
パークゴルフ場
わんぱく広場

散策路
展望台

利⽤したことはない
⼊浴

24 (40%)24 (40%)24 (40%)
6 (10%)6 (10%)6 (10%)

4 (6.7%)4 (6.7%)4 (6.7%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

19 (31.7%)19 (31.7%)19 (31.7%)
23 (38.3%)23 (38.3%)23 (38.3%)

8 (13.3%)8 (13.3%)8 (13.3%)
3 (5%)3 (5%)3 (5%)

12 (20%)12 (20%)12 (20%)
3 (5%)3 (5%)3 (5%)

6 (10%)6 (10%)6 (10%)
35 (58.3%)35 (58.3%)35 (58.3%)

1 (1.7%)1 (1.7%)1 (1.7%)
2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

問５ 「新嵐⼭活⽤計画」を定めて、改⾰を実施中であることを知っていますか︖
59 件の回答

問６ 令和２年度から改⾰を進めています。以前と⽐べてどのように感じますか︖
60 件の回答

知っている（計画の内容もある程度わか
る）
知っている（計画の内容はあまりわから
ない）
知らない

20.3%
32.2%

47.5%

利⽤しやすくなった
利⽤しにくくなった
どちらとも⾔えない
わからない

21.7%

20%

31.7%
26.7%
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問７　新嵐山スカイパークに望むこと（ご意見）をお聞かせください

1
オールシーズン楽しめるマウンテンパークとして素晴らしいポテンシャルを持っていると思いますので、管外や道外にも情報を発信して十勝の楽しみ方の１つのプランとしてアピールして欲しいで
す。

2 観光客向けという感じがあり、スキー場しか利用しないです。子どもを大切にしている町、尚且つ広いので整備を進めて大きい遊具を設置して欲しいです。夏は水遊び出来たらいいですね

3 観光地化もわかるが町民も利用しやすいリーズナブルだったことの方が行きやすい

4
新しい事をやるのは良いです。時代に合わせて、先を読んでやるのは良い事だと思います。
ただ、町民が今まで安心して利用出来た部分は残すなり、共生してもらいたいです。

5 町外の方達の利用は素より町民に愛され利用される施設になる事を望みます。

6
レストランを利用するが和食の品数が少なく全体的に金額が高いし壮、老年層の食べ物が無い。また普通にジンギスカン等の焼肉があっても良い。お風呂もただの沸かし湯でなく温泉、サウナを望
む!帯広のホテルでは温泉
湯を買ってきて使用してる所も有る、

7 もう少し、町民目線で改革をお願いしたい。

8
住民が気軽に楽しめる場所になれば良いと思います。
バンガローやコンテナハウスなどキャンプ場に特化して宿泊施設の更新はしなくても良いのでは。

9
先程伝えきれませんでした。
改革、発展していくのならば町民の意見、町内の業者と一緒に作り上げる新嵐山リゾートであって欲しいです。ただ、忖度なし、袖の下無しでガチンコでやって欲しいです。町(役場)と業者の昔か
らのズブズブの関係はもう勘弁です。

10

若い方々が興味を持っているように見受けいたします。
参加よりは、どーなるのかな？と見ている感じもします。
地域で新しいことが動き出すには大きなエネルギーが必要であり、コロナ禍もあり想定外に見舞われ大変な中の変革でしょうが、地域内の若い方々も巻き込んで、日本一の芽室町、新嵐山にしていきましょう。
よろしくお願いします。

11 何度も訪れたくなる施設にして欲しいです。

12 町民還元をもっと考えてほしい

13
何か一つ目玉があれば、足を運んで観る機会が、増える．そこでしか食べれない(ピーナッツ🥜ソフト')もその一つかも、なんども運びたくなる、リフレッシュ出来る場に期待しています．都会から
こちらに来て嵐山行きたいねと言われるよな、嵐山にお願いします。

14

スキー場の回数券を元のハサミを入れるタイプに戻して下さい❗️

寒いなか一枚一枚ちぎるのは、辛いです。
リフト券売り場を元の場所に戻して下さい❗️

行くたびに、ロッジの奥まで行くのは面倒です。

15 キャンプには力が入っているけどスキー場のリフトやゲレンデ整備などが以前より悪くなっている。コンセプトも大事だとは思うが、地元の人が気軽に利用できる場所になるようにしてください。

16
子どもを連れて遊びに行きました。スキー場のイメージだったので、雰囲気の良いアウトドアの遊び場になっていて好印象でした。手作りの遊具は、子どもたちは楽しそうでしたが、安全性や耐久
性の面で不安を感じました。１階のレストランで食事をしましたが、若干チグハグな印象を受けました。料理のオシャレ感と店内の雰囲気やサービスの質が合っていない感じです。１階はファスト
フード的なメニュー、２階は現状のような落ち着いたレストランにすると棲み分けできると思いました。

17
芽室の仮装テーマパークのような場所！
町民で集まって、いろんなイベントをやったりする場所に！！！

18
夏のアクティビティが一新されて注目度も高くなりつつあって、嬉しいことです。
反して、冬の運営に改善点多々あるようにおもいます。リフト券購入場所や、回数券の形式 など利用者側の立場で検討していただきたいです。

19 レストランが高くなった。メニューも前の方がいい。

20 展望台の改築。展望台までの道路拡幅・整備。展望台トイレの設置（簡易トイレでない）。

21
以前に比べて施設が充実してきたと思います。
他所からの利用者も増えたのではないでしょうか？
益々の充実を図り、アウトドアにおいてオンリーワンの施設になり、芽室町に多くの方が訪れる様願います。
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22

建物が全体的に古い。
トイレがくさい。
トイレが汚い。
室内に虫が多すぎる。

23

担当者だけで、盛り上がってるようしか見えない。
町民が、また行きたいと思わないと魅力発信してもどうなのか？
キャンプ場の整備にどのぐらい予算が掛かるのか解らないけど、キャンプ場の再生をして欲しい。
嵐山スカイパークは、家族連れ安らぐ場所だと良いと思います。

24
今年からの嵐山はいろいろな意味で素晴らしいものになったと思います。
特にキャンプは、キャンプ好きな方による「キャンプが楽しい！」という気持ちがあちこちに込められていて、とても素敵です。
今後は展望台からの眺望と組み合わせ、散策路をもっと多くの方に楽しんでもらえるように工夫したら良いと思います。

25 集客力が上がり収益向上が見込めるようになったことは良い。ただ、展望などは最低限の補修やトイレ整備に留め、無駄な施設は不要です。あそこからの展望そのものが財産なのですから。

26 都会人には魅力的だけど、地元民にはそうでもない。地域密着思考でお願いしたい。

27
第三セクターを理由に財務状況を出資金を出している町民に公開しないのは何故か？議会にも民間会社を理由に説明を拒否するとは町民軽視・議会軽視です！！

28

観光に力を入れたいという気持ちは伝わってきますが、町民に対しては優しくない施設になったと思います。地元の業者を排除してまで目指す未来って何なんでしょうか？すまいるのホットボイス
でも外部に委託してるからか「伝えておきます」「共有します」という役場の回答がとても気になります。100%出資の第三セクターなら、もっと町民の為の施設であって欲しいです。
また、スキー場のリフトについてですが、第一リフトが４人乗り、第二リフトが２人乗りになると聞きました。大金を注ぎ込んでする必要ありますか？子供が落ちたことあるので安全バーはぜひ付
けてほしいと思いますが、そんな人数を乗せる必要はないと思います。実際、第二リフト動いてないこともありますし、そんなとこにお金をかけるくらいなら人を雇って第二リフトを常時動かして
ください。
また、去年はレスキュー隊の待機場所がとても目につくところで、救急隊が駆けつけても利用客の目に晒され、両者にとってとても居心地の悪い空間になりましたね。レスキューは今までどおり別
棟の方が良いと思います。元に戻して欲しいです。

夏の改革は良いとして、冬のスキー場の改革については賛成出来るところがありません！！

29
キャンプ場を何度か利用したことがあります。近場にあって焚き火もできるので気に入っています。駐車場からフリーサイトまで距離があり、荷物の移動が少し不便を感じました。アウトドアワゴ
ンの貸出もありがたいですが、車での搬送ができれば嬉しいと思います。

30 展望を活かせる施設を望みます。

31

オシャレで魅力的になって来てるとは思いますが来てもらう人のターゲットは町民ですか？管外、道外からの観光客でしょうか？気軽に利用出来なくなったような気がします。
冬のシーズンには芽室町の商店の方々がお店を出してるのも地域密着でとてもいい事だと思います。
第三セクターでも地元商店街とタッグを組んで町民も行きやすい新嵐山にして欲しいと思います。

32
とてもおしゃれになりましたが、グランピング高いですね！宿泊施設ですが以前は法事の後、結婚式の後など宴会などしやすかったのですが、、コロナの関係もあるかと思いますが、使いづらく
なった気がします！

33 どんどん変わる、参加する新嵐山は私の自慢の場所になっています。

34
町では、ピーナッツをはじめ色々な特産品を開発中かと思います。嵐山を総合的に遊び・食べる・泊まる他ハブ的存在にしたら。町から嵐山に行く道すがらにフルーツ街道作るとか特産品を利用し
た食事何処を道路の両端にドーンとつなげるとか。　点で開発でなく面で開発したらと思う。コロボックルの伝説は活用出来ないのかな。何処の人をどの年代の人をメインに呼び込むのかでもやり
方は違ってくると思う。美味しい物があるからお出ででは如何なものか。顧客の心が読めないと商売は成り立たないと思う。

35 キャンプ場にオートサイトもあるといいと思います

36
町民の憩いの場にしてほしいです

37
具体的な感想になりますが、ジップラインが少し危ないと感じました。
ジップラインを動かす間、足場が大きく振動していたので、横の木にしっかり固定する必要があると思いました。

38
昨年まで主にパークゴルフ場を利用していましたが、改革によりパークゴルフ場が2コースと半分になり更に狭い区域に設定したため、全く楽しめないコース設定になった。今年は2回しか利用し
ていない。今後も利用しないと思う。
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39 リフト券の割引が無くなったり、レストランも高くなり品数も少なくなったりで、手軽に行ける場所でなくなったと思います。町の施設なのでもう少し町民にやさしい施設にした方がいいです。

40

・管内管外の人気施設を参考にする。
・管外管内の不人気施設を参考にする。
・ターゲットを明確にして戦略を検討。
・地元町民の人気がまづ得られなければならない。次に、他町村管外からの入り込み。
・身近な音更町や岩見沢市を参考にしてはいかがか。
・ガーデンブームは根強い人気があると考えます。
・ワイン関係は町民理解を得られてるとは全く思えません。（導入経過、検討経過が解りません）ほぼ個人事業ですが、理解できません。

41
特になし

42

夏にソフトクリームを食べに行きました。
おしゃれな感じになってると思いました。
キャンプはしないので、
美味しいものがあるとか、
何かちょっと行って楽しめることがあるといいとおもいます。

43
これまで嵐山を憩いの場所として利用されてきた方々の思いが、きちんと受け止められていますよ、という証・状況を知りたいです。同じ子育て世代からは楽しい遊びがあっていい、と聞きます
が、シニア世代が残念そうにしている姿も見かけるので、本当にこのままで大丈夫かな？と不安になります。

44 スキー場が使いづらい。ロッジが使いづらい。従業員が不親切。

45 食事なら嵐山ってくらい充実した場所に成る事を願います

46 町民が気楽にいけて楽しみがあるふる里的な形が良いですね。

47

芽室には山がある事で、数年前天空カフェを開催したようですが諸事情問題があり廃止。町長も代わり前向きな姿勢は良くわかりますが、我々高齢者を置いていかないで欲しいです。さわやかトー
ク等も参加しましたが、時間がないとかで帰られました。冬の新嵐山で障がい者の運動会を行っていた場所に黒壁の大きな建物があり、びっくりしました。正村委員のつぶやき通信にもワイン工場
の件が載っていました。工場は山の中とか無かったのでしようか？とても残念です。話はスカイパークに望む事になりますが、例えば～エコロジーパークのふわふわドームやルスツリゾート？(ム
ササビ)の山から滑り降りるような、子供、家族で、夏冬遊べる所 、お腹が空いて食事も出来る所、グランピングのテントにかき氷や麺類の提供などどうでしょうか？私事ですが、遠くから孫が来
た時はエコパー？に行きたいと音更まで行ってます。子供達の体力UPにも繋がる遊びを～。子供も大人もストレス溜まってます。息抜きの場所に┉ 長々とすみません！

48

新嵐山について以前ホットボイスで意見しましたが、運営主体が町ではないという趣旨で答えてもらうことができませんでした。今回はこのように議会でアンケートを募っているということで、や
はり芽室町とは深い繋がりがあるのだと思いますが、運営主体が町なのか、振興公社？なのか、わかりにくいです。

町民が安価に自然に親しみ寛ぐことのできる施設になるようにこれからも改革を進めていただければと思います。冬にも無料で焚き火ができる施設があれば嬉しいです。

49
器が大事な事は理解しています。
その中での人との関わり(接客）を大事にすることがまずやることではないかと考えます。

50 展望台に山の名前が解る案内図板を設置して欲しい
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