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I．事業概要 

１．事業の目的  

東京湾アクアラインの料金引き下げ継続決定や圏央道の木更津～東金

間の開通により、今後自動車を利用した観光客の増加が見込まれている。

千葉県内には現在 23 の道の駅があり、今後も県内自治体では新たな道の

駅を整備する動きが出ているなか、「道の駅」を千葉県の重要な観光拠点、

地域活性化の拠点として位置づけ、地域の振興につなげることが必要であ

る。そのため、道の駅が抱える課題を整理し、今後進むべき方向性を明ら

かにすることを事業の目的とする。  

 

２．事業期間 

平成 25 年 11 月 26 日～平成 26 年 3 月 25 日  

 

３．事業内容 

(1) 調査手法 

① アンケート調査 

a. 対面アンケート調査 

調査目的  

道の駅利用者の満足度やニーズに関する意見を収集し、

県内の道の駅の課題及び今後の方向性について明らかに

するとともに、道の駅活性化による観光及び地域振興策

の企画・実施に関する基礎資料とすることを目的とする。 

調査対象  
県内 23 か所の道の駅利用者 6,900 名、県外 2 か所の道の

駅利用者 446 名の計 7,346 名  

調査方法  
道の駅の駐車場、施設内等にて利用者に対して対面で調

査を実施  

調査時期  平成 26 年 1 月 16 日～ 2 月 26 日  

調査項目  
属性、訪問目的・動機、交通手段、訪問頻度、満足度と要

因、要望、情報機能、防災拠点の取り組みなど  

謝礼品  

道の駅オリジナルクリ

アファイル  

（チーバくんと道の駅

マップ、カレンダーな

どをイラストしたクリ

アファイル）  
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b. WEBアンケート調査 

調査目的  

県内の道の駅未利用者の動向やニーズ（利用しない理由、

評価、要望など）に関する意見を収集し、県内の道の駅

の課題及び今後の方向性について明らかにするととも

に、道の駅活性化による観光及び地域振興策の企画・実

施に関する基礎資料とすることを目的とする  

調査対象  

道の駅の存在は知っているが、県内の道の駅に行ったこ

とがない県内住民 1,000 名、県外住民 1,000 名（東京都、

神奈川県、埼玉県、茨城県の各 250 名）の計 2,000 名  

調査方法  
ＷＥＢアンケートによる実施  

（実施業者：㈱クロス・マーケティング）  

調査時期  平成 26 年 3 月 3 日～ 3 月 4 日  

調査項目  

属性、県外道の駅の利用状況、利用しない理由、県内への

観光状況、道の駅の認知度、要望、情報機能、防災拠点の

取り組みなど  

 

 

② ヒアリング調査 

a. 県内道の駅 

調査目的  

道の駅は立地場所や周辺地域の環境等によりさまざまな

特色があり、抱える課題も異なるため、すべての道の駅

に対してヒアリングを行い、現状の課題や今後の方向性

を把握することを目的とする。  

調査対象  県内 23 の道の駅の店長、駅長など管理責任者  

調査方法  直接面談方式でヒアリングを実施  

調査時期  平成 25 年 12 月 12 日～平成 26 年 2 月 12 日  

調査項目  
施設概要、業況、現状の課題、集客・防災・六次産業化

の取組状況、自治体への要望など  

 

b. 県外道の駅 

調査目的  

県外の道の駅には、千葉県にはない取り組みにより集客

力向上や観光振興及び地域活性化を図っている事例があ

るので、ヒアリングを通じて得た参考になる点を千葉県

の道の駅へ還元することを目的とする。  



3 

 

調査対象  ①道の駅八王子滝山、②道の駅もてぎの支配人  

調査方法  直接面談方式でヒアリングを実施  

調査時期  平成 26 年 2 月 10 日（①）、 2 月 17 日（②）  

調査項目  
施設概要、業況、現状の課題、集客・防災・六次産業化

の取組状況、自治体との関係、連携状況など  

 

c. 県内自治体 

調査目的  

道の駅の課題を解決するには、管轄する自治体の意向の

把握が欠かせないため、県内の自治体を選定して、道の

駅との関係性、支援状況などをヒアリングし、道の駅へ

の取組強化につなげることを目的とする。  

調査対象  

①鴨川市（※）、②山武市（※）、③多古町（※）、④南房総

市（※）、⑤柏市、⑥八千代市（※）の道の駅担当課職員  

※は県観光企画課が単独でヒアリングを実施  

調査方法  直接面談方式でヒアリングを実施  

調査時期  平成 26 年 1 月 20 日～平成 26 年 1 月 29 日  

調査項目  

道の駅との関係性、支援状況、現状の課題、防災・六次

産業化の取組状況、観光振興及び地域活性化の核として

の存在について  

 

d. 県内事業者 

調査目的  

県内の観光産業振興を図るためには、道の駅を含めた観

光施設同士の連携による地域の魅力向上が必要であり、

県内観光施設へのヒアリングを通じて道の駅との連携可

能性を模索することを目的とする。  

調査対象  
①三菱地所・サイモン（酒々井プレミアムアウトレット運

営会社）、②ホテル三日月龍宮城の責任者  

調査方法  電話及び直接面談方式でヒアリングを実施  

調査時期  平成 26 年 1 月 10 日（①）、 1 月 20 日（②）  

調査項目  施設概要、道の駅と連携の可能性、今後の方向性など  
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③ 道の駅へのコンサルティング・提言（意見交換会の実施） 

調査目的  

道の駅へのコンサルティング・提言業務は、専門家の意

見等を踏まえるなか、道の駅の管理責任者だけでなく管

轄する自治体も含めた意見交換会形式とし、道の駅の現

状、課題、今後の方向性に対する意識の共有化を図ると

ともに、今後の道の駅を核とした観光振興及び地域活性

化につなげる。  

調査対象  
①道の駅鴨川オーシャンパーク、②道の駅オライはすぬま、

③道の駅しょうなん  

意見交換

会参加者  

・  専門家（加藤文男氏、松本順子氏）  

・  道の駅の管理者（店長、駅長など）  

・  自治体担当課（観光課、農政課など）  

・  千葉県観光企画課担当者  

・  ㈱ちばぎん総合研究所担当者  

調査方法  道の駅施設内を視察後、会議室にて意見交換会を実施  

調査時期  平成 26 年 3 月 12 日（①・②）、 3 月 20 日（③）  

調査項目  

道の駅の課題、観光誘客、防災拠点、六次産業化への取

り組み、観光振興及び地域活性化の核としての存在につ

いてなど  

 

(2) 県内道の駅の情報発信 

目的  

県内の道の駅の認知度向上及び集客力アップを図るた

め、道の駅のＰＲパンフレットを作成し、観光客の目に

留まるよう、県内の情報発信施設や観光施設等に配布す

る。  

作成概要  
・  Ａ４版、３つ折り（６面）、フルカラー  

・ 地域性を考慮し３種類のパンフレットを５万部作成  

配布先  
道の駅、県内の観光施設、宿泊施設、情報発信施設、自

治体、観光協会、商工会議所等の計 166 先  

配布時期  平成 26 年 3 月  

その他  

電子データ版も

作成し、県の観

光企画課ホーム

ページ等にアッ

プする。また、

希望する道の駅

ホームページに

もリンクづけで

きるようにす

る。  
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(3) 県内道の駅のイベント支援 

実施目的  

道の駅が週末・祝祭日等に実施しているイベント等の運

営補助など人的支援を行うことで、主催者への便益・地

域貢献への一助を果たす  

イベント  道の駅しょうなんの第１回いちごフェア 

参加者  ㈱ちばぎん総合研究所社員４名（社員１名、臨時社員３名） 

支援内容  
いちごフェアにおけるいちごや関連商品の販売支援、ク

イズ大会の運営支援、会場の設営・片付けなど  

実施日  平成 26 年 2 月 11 日（祝）  

写真  

 

 

(4) 道の駅 PR活動支援 

実施目的  

道の駅を活かした観光振興及び地域活性化を図るために

は、多くの観光客を道の駅へ誘致することが必要である。

旬の情報発信をきめ細かく定期的に行うことが重要であ

り、各種メディアを活用した道の駅のＰＲ強化を図る。  

取組内容  

①  ベイエフエムの番組（ちーばレポ）におけるイベント

告知・宣伝  

②  千葉テレビの番組（ NEWS チバ 930）における道の駅概

要や取り組み等の情報発信  

③  ㈱ちばぎん総合研究所の雑誌（マネジメントスクエ

ア： 2 月号、約 6,000 の会員へ配布）の情報発信  

実施日  

①  平成 26 年 2 月 7 日（しょうなんのイベント紹介）、    

平成 26 年 2 月 28 日（鴨川オーシャンパーク、和田浦

WA・ O！のイベント紹介）  

②  平成 26 年 1 月 28 日  

③  平成 26 年 2 月初旬に会員へ冊子送付  

その他  
ちーばレポでの取り上げや、㈱ちばぎん総合研究所のホ

ームページ等での情報発信は事業終了後も継続実施予定  
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II．千葉県内の道の駅の現状と課題 

１．千葉県内の道の駅の概要 

平成 26 年３月現在、千葉県内には以下の 23 の道の駅が立地している。  

 

図表 1 県内道の駅の開設年（登録日を基準） 

開設年  道の駅名  
開設時の  

自治体名  

現在の  

自治体名  

平成 5 年  
1 とみうら枇杷倶楽部  富浦町  南房総市  

2 三芳村鄙の里  三芳村  南房総市  

平成 8 年  3 きょなん  鋸南町  鋸南町  

平成 9 年  
4 やちよ  八千代市  八千代市  

5 鴨川オーシャンパーク  鴨川市  鴨川市  

平成 10 年  6 ローズマリー公園  丸山町  南房総市  

平成 11 年  7 ふれあいパークきみつ  君津市  君津市  

平成 12 年  8 たけゆらの里おおたき  大多喜町  大多喜町  

平成 13 年  
9 しょうなん  沼南町  柏市  

10 多古  多古町  多古町  

平成 14 年  

11 あずの里いちはら  市原市  市原市  

12 くりもと  栗源町  香取市  

13 ちくら潮騒王国  千倉町  南房総市  

14 富楽里とみやま  富山町  南房総市  

平成 15 年  15 おおつの里  富浦町  南房総市  

平成 16 年  16 つどいの郷むつざわ  睦沢町  睦沢町  

平成 17 年  

17 オライはすぬま  蓮沼村  山武市  

18 ながら  長柄町  長柄町  

19 白浜野島崎  白浜町  南房総市  

平成 18 年  20 南房パラダイス  館山市  館山市  

平成 20 年  21 風和里しばやま  芝山町  芝山町  

平成 22 年  22 水の郷さわら  香取市  香取市  

平成 24 年  23 和田浦 WA・O！  南房総市  南房総市  

 

(1) 道の駅の業況（ヒアリング調査より） 

 県内の道の駅の業況（東日本大

震災前と現在の客数、売上等の水

準比較）をみると、「震災前の水準

に戻っていない」が 39.1％（９駅）

と最も多かった。震災後の業況と

しては、回復傾向にある駅もあれ

ば、震災以降低迷が続き、回復の

兆しすらみられない先もあるなど

道の駅ごとに業況にはばらつきが

みられている。  

図表 2 道の駅の業況（震災後と現在の比較） 

震災前の水準を

上回っている
26.1%

震災前の水準程

度に回復
26.1%

震災前の水準に

戻っていない
39.1%

不明（震災後に

開設、増設等で

比較できない）
8.7%

（ｎ＝23）
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２．道の駅の利用者の評価（対面アンケート調査より） 

(1) 道の駅の訪問目的 

道の駅の利用者に訪問

目的を聞いたところ、

「観光や業務 の目 的

地で、もともと立ち寄

る 予 定 だ っ た 」 が

34.2 ％ と 最 も 多 く 、

「日常の買い 物 や 食

事のために立 ち寄 っ

た（ 30.1％）」、「観光

や業務の途中で、たま

たま通りかか って 立

ち寄った（ 28.1％）」

が続いている。  

 

(2) 道の駅の満足度 

道の駅の利用者に訪問先の満足度

を聞いたところ、「概ね満足（ 52.5％）」

と「とても満足（ 25.4％）」をあわせ

た『満足』が 77.9％となり、「やや不

満（ 4.3％）」と「不満（ 1.1％）」をあ

わせた『不満（ 5.4％）』を大きく上回

るなど、県内道の駅の利用者の満足度

は非常に高い。  

 地域別に満足度をみると、「概ね満

足」はどの地域も５割程度なのに対し、

「とても満足」は北部（ 35.6％）、中

部（ 16.9％）、南部（ 21.1％）となるなど、地域ごとにやや差異がみられて

いる。  

観光や業務の目的地

（のひとつ）で、もともと

立ち寄る予定だった
34.2%

日常の買い物（生鮮食

品・加工品等）や食事

のために立ち寄った
30.1%

観光や業務の途中で、

たまたま通りかかって

立ち寄った
28.1%

団体旅行・バスツアー

等の立ち寄り先に組み

込まれており、立ち

寄った
4.1%

その他
3.5%

（ＳＡ、ｎ＝7,346）

図表 3 道の駅への訪問目的 

とても満足 概ね満足 やや不満 不満

7,297 78.0 25.4 52.6 16.7 5.4 4.3 1.1

6,856 77.1 24.6 52.5 17.2 5.7 4.6 1.1

北部（7駅） 2,091 89.7 35.6 54.1 7.1 3.2 2.4 0.8

中部（5駅） 1,488 70.2 16.9 53.3 22.8 6.9 5.4 1.5

南部（11駅） 3,277 72.2 21.1 51.1 21.1 6.7 5.5 1.2

441 90.7 36.7 54.0 8.4 0.9 0.9 -

全体

県内計

県外

どちらと
もいえな
い

不満満足

合計

図表 4 道の駅の満足度 

概ね満足
52.5%

とても満足
25.4%

どちらともい

えない
16.7%

やや不満
4.3%

不満
1.1%

（ＳＡ、ｎ＝7,297）

図表 5 地域別の道の駅の満足度 
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３．県内道の駅未利用者の評価（ＷＥＢアンケート調査より） 

(1) 千葉県内の道の駅へ行ったことがない理由 

千葉県内の道の駅に行ったことがない人（道の駅自体は知っている）に対

して、その理由を聞いたところ、「観光で千葉県へ行くことがない、又は少

ない」が 40.1%と

最も多い。「道の

駅自体に興味がな

い、又は行く気が

な い 」 は 6.6％ 、

「千葉県内には魅

力的な道の駅がな

い、又は少ない」

は 1.6％と少ない

ことから、千葉県

内の道の駅の評価

が低くて敬遠され

ているわけではな

いといえる。  

 

 

(2) 旅行の際に道の駅へ立ち寄らなかった理由 

観光目的で千葉県内を旅行したが、県内の道の駅に立ち寄らなかった人に

対して、その理由を聞いたところ、「観光地や帰宅の移動中に道の駅がなか

った」が 50.0％と半数を占めており、次いで、「電車等で観光したため、交

通手段がなかった（ 20.4％）」となっている。  

「道の駅の情報がな

く、見つけられなかっ

た（ 16.9％）」や「道の

駅は見つけたが、入ろ

う と は 思 わ な か っ た

（ 4.1％）」という理由

については、情報発信

の強化や看板等の設置、

入口や駐車場の整備な

どにより、解消に努め

ることが今後求められ

るだろう。  

 

 

40.1 

28.1 

25.3 

18.1 

15.2 

6.6 

1.6 

1.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

観光で千葉県へ行くことがない、又は少ない

特に理由はない、たまたま行ったことがない

自宅・勤務地等の近くに千葉県の道の駅がない

千葉県内には知っている道の駅がない、又は少ない

千葉県の道の駅へ行く交通手段がない

道の駅自体に興味がない、又は行く気がない

千葉県内には魅力的な道の駅がない、又は少ない

その他

（ＭＡ、ｎ＝2,000）

（％）

50.0 

20.4 

16.9 

9.4 

7.8 

4.1 

20.3 

2.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

観光地や帰宅の移動中に道の駅がなかった

電車等で観光したため、交通手段がなかった

道の駅の情報がなく、見つけられなかった

バスツアー等で訪問先に

道の駅が入っていなかった

道の駅自体に興味がなかった

道の駅は見つけたが、入ろうと思わなかった

特に理由はない

その他

（ＭＡ、ｎ＝1,158）

（％）

図表 6 道の駅へ行ったことがない理由 

図表 7 旅行の際に道の駅へ立ち寄らなかった理由 
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４．道の駅に対する国の動き 

(1) 道の駅の第２ステージ 

従来、道の駅の機能としては、「休憩機能」、「情報発信機能」、「地域連

携機能」があったが、制度発足から 20 年が経過し、道の駅は全国各地に

広がった（平成 25 年 10 月現在： 1,014 か所が登録）。近年は、農業・観

光・福祉・防災・文化など、地域の個性、魅力を活かした様々な取り組

みが進められており、これを後押しすべく国も道の駅の機能を高めるた

めの支援策を打ち出している。今後は、道の駅は地域が抱える課題を解

決するための拠点としての機能（道の駅の第２ステージ）が求められる。  

 

(2) 国による道の駅への支援策 

現在国では、道の駅の機能強化を進める方針を掲げており、以下のよ

うな支援策を打ち出している（予定を含む）。  

 

項目  担当省庁  補助・支援策  備考  

通信環境の

整備  
総務省  

自治体が道の駅に無線

LAN を整備する場合、国

費で半額を補助  

災害時避難施設を

対象とした補助金

制度を活用  

EV 充電器の

整備  

経済  

産業省  

整備費の最大 2/3 を補

助する制度  

受付期間を１年間

延長  

防災やバリ

アフリー  

国土  

交通省  

非常用発電機などの防

災投資やバリアフリー

投資の半額を補助  

 

モデル施設

の認定等  

国土  

交通省  

道の駅の成功事例を広

めて、質の向上を図る仕

組みの導入  

全国のモデル施設

の認定やランキン

グの作成検討中  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

５．県内道の駅の課題整理 

道の駅の現状や国の動きなど道の駅を取り巻く環境変化などをもとに、

道の駅が抱える課題を以下の通り抽出した。特に、「（ 1）道の駅利用者の

満足度を高めるための取り組み」と、「（ 2）道の駅をプラットフォームと

位置付けた観光振興及び地域活性化への取り組み」の際の課題に集約し

て、以下の６つに整理した。  

 

(1) 道の駅利用者の満足度を高めるための取り組み 

① 最適な運営手法の構築 

道の駅では指定管理者制度を導入して、第３セクターや民間企業等が運

営に携わっている先が多い。指定管理者制度により効率的な運営が行われ

ている一方で、道の駅は公共施設であり、地域住民等の公的機能への対応

も必要とされる側面がある。また、道の駅は市町村が整備した経緯がある

ため、地域の観光施設やスーパー等との関係性を考慮し、儲かりすぎて目

立つことがないよう運営している事例も少なくない。このような点も踏ま

えると、道の駅が地域でどのように発展していくべきか、指定管理者制度

の運用方法も含めて、検討していくことが課題と言える。  

 

② 品揃えの充実による客数・売上の増加 

県内では農産物直売所を併設する道の駅が多いが、会員である農家の高

齢化や地域内で生産される野菜等の品種が少ないことなどから、販売機会

ロスや、客数減少に陥っている事例がみられている。また、漁業が盛んな

地域でも生鮮品の品揃えができないため、新鮮な魚介類を求めて来訪した

顧客のニーズに応えられていない事例もみられる。道の駅で販売する商品

の品揃えを充実させ、客数・売上の増加につなげることが必要である。  

 

③ 施設老朽化への対応 

施設開設から 10 年以上を経過した道の駅が増えるなか、徐々に施設や

備品等に不具合が生じている事例が出てきている。自治体の財政が厳しい

中、施設整備への費用が捻出されないケースや当初の設立経緯や補助金等

との関係で容易に改修できないケースなどもみられている。  

しかしながら、道の駅の利用者にとって施設の整備状況は満足度に直結

する要因であるため、自治体と連携して、計画的に施設老朽化への準備と

対応を実施していくことが必要である。  
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(2) 道の駅をプラットフォームと位置付けた観光振興及び地域活性化への取り組

み 

① 観光誘客と観光客を地域へ回遊させる仕組みの構築 

道の駅の利用目的をみると、北部地

域の道の駅では日常の買い物目的が

多く、南部地域では観光目的が多いな

ど、地域ごとに利用目的が異なるとい

う特徴がある。しかしながら、南部地

域はもちろんのこと、北部地域でも観

光客は一定数おり、また観光客を増や

したいという道の駅が多い。  

このように、観光地として一定の知

名度がある道の駅は、地域の観光振興

のプラットフォームとなり得る存在

である。観光客のニーズを捉え、観光客を惹きつける取り組みにより観光

誘客を図るとともに、あわせて道の駅の高い集客力、情報発信力を活用し

て、道の駅に訪れた観光客を地域へ回遊させる仕組みづくりも必要である。 

 

② 防災拠点・情報発信拠点としての活用 

道の駅は地域住民だけでなく観光客にとっても、災害時の避難場所とし

ての認知度が高まりつつあるが、その立地特性や設置時の他施設との関係

性等により、自治体は地域防災計画のなかで、道の駅を防災拠点と位置づ

けていないことが多い。一定人数が収容できる施設があり、災害情報の受

発信や備蓄の保管などが可能な道の駅を防災拠点として有効に活用する

視点が今後は必要となる可能性が高い。防災はハード面の整備だけでなく、

災害時に必要となる防災機能が十分に発揮できるようソフト面の充実も

欠かせないと考えられる。  

 

③ 六次産業化等によるおみやげ・特産品の開発 

道の駅利用者は、地域ならではの特産

品やおみやげなどへのニーズが高い。新

鮮な野菜など農産物の人気も高いが、直

売事業だけでは収益性が高くないため、

加工品の開発による付加価値の向上を

図ることが望ましいといえる。地域の加

工業者を活用することで、地域経済への

波及効果も見込めることから、六次産業

化等によるおみやげ・特産品の開発が必

要である。  
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III．提言（道の駅の今後の方向性） 

１．道の駅の課題と今後の方向性の整理 

(1) 課題と方向性の整理図 

県内道の駅が抱える課題と今後の方向性について、以下の通り整理した。 

 

≪課題整理≫ ≪今後の方向性≫

ａ．利用者ニーズへの丁寧な応対と
地域の観光商品の窓口対応

②防災拠点・情報発信拠点
としての活用

ｃ．道の駅の防災面の位置づけ見直しと
情報受発信機能への投資促進

ｂ．地域振興に取り組む道の駅を
バックアップする自治体の体制整備

①最適な運営手法の構築

ｂ．道の駅同士の連携による、
人、物、情報の交流促進

道
の
駅
を
プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
と
位
置
付
け
た

観
光
振
興
及
び
地
域
活
性
化
へ
の
取
り
組
み

③六次産業化等による
おみやげ・特産品の開発

ｄ．地域産にこだわった商品開発と
効果的な情報発信

②品揃えの充実による客数・
売上の増加

ｃ．地元の農漁業者等との更なる
連携による品揃えの強化

ａ．道の駅の収益を地域に還元できる
仕組みの導入

ｄ．国の支援制度等の有効活用と
創意工夫による魅力的な施設づくり

③施設老朽化への対応

道
の
駅
利
用
者
の
満
足
度
を

高
め
る
た
め
の
取
り
組
み

①観光誘客と観光客を地域へ
回遊させる仕組みの構築
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２．今後の方向性について 

(1) 道の駅の利用者の満足度を高めるための取り組み 

① 最適な運営手法の構築 → ａ．道の駅の収益を地域に還元できる仕組みの導入 

行政改革の一環として、道の駅の運営に指定管理者制度を導入している

場合、収益性の追求と経費の圧縮等により効率的な運営が行われるものの、

道の駅の収益性が高まると、指定管理料が減額ないしゼロとなることにつ

ながる傾向があるため、道の駅の自助努力の意欲を削ぎかねない。そのた

め、道の駅を指定管理者制度により運営・管理する場合には、その運用方

法を十分に検討し、その道の駅にあった最適な手法を構築することが必要

となってくる。  

一般的に、指定管理者が稼いだ収益は、自治体へ戻入することが多いが、

道の駅の特徴を鑑みるなか、収益の利用方法を利用者に恩恵があるよう道

の駅の発展に利用するという視点が重要である。具体的には施設の改修・

整備や新商品の開発・販売などに投資することで、それが新たな収益の源

泉となり、地域に再び還元されることになる。このように一般的な指定管

理者制度とは違った運用の仕組みを導入することで、指定管理者も長期的

な視点で道の駅の運営に携わることができ、より良い道の駅の実現につな

がると考えられる。  

 

① 最適な運営手法の構築 → ｂ．地域振興に取り組む道の駅をバックアップする自治

体の体制整備 

県内の道の駅を管轄する自治体の担当部署は、農林部門や商工部門、観

光部門などさまざまである。その結果、道の駅の運営管理者が道の駅の発

展のために新たな取り組みを企画しても、担当部署の違いから、効果的な

支援を得られないケースがある。また、今後、道の駅には、現在の農産物

の販売や観光拠点としての機能に加えて、防災や福祉、教育など多くの役

割を担うことが求められる。  

このようななか、道の駅を設置した自治体側としても、道の駅の幅広い

ニーズを汲み取れるような共通の窓口を設置したり、企画政策セクション

など、組織横断的な対応が可能な部署が所管したりするなどの体制整備を

検討することも必要と考えられる。自治体は、道の駅を設置した時の理念

など原点に立ち返り、愛情を持って道の駅に接するなど、自治体と道の駅

が緊密な連携体制を構築することが望ましいといえる。  

 

② 品揃えの充実による客数・売上の増加 → ｃ．地元の農漁業者等との更なる連携に

よる品揃えの強化 

道の駅の利用者は、生鮮食品や加工品等の地場産品の購入ニーズが高く、

これら地場産品の品揃えを充実させるためには、地元の農漁業者等との連
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携の強化が不可欠である。  

漁業においては、地域によって取扱量が多い市場への出荷が一般的で、

道の駅のような直売所には取り組まない漁業者もいるのが実態である。し

かしながら、今後、第一次産業の担い手の高齢化が進行するなか、少量販

売のメリットや地域産業の振興などを継続的に訴え、連携可能性がある事

業者（釣船屋など）などから、少しずつ関係を構築していくことが重要で

ある。なお、その際は、当初は利益が出なくても、まずは取り組みを開始

することに専念すべきである。  

農産物も、季節によって生産される農産物が減り、品切れや偏った品揃

えとなる道の駅もあるが、時期をずらした農産物の生産や新種農産物への

取り組みを推奨していくことが必要である。  

釣船屋や体験農場など観光事業に取り組む農漁業者には、道の駅にパン

フレット置いて宣伝をしたり、顧客の紹介などをすることで、関係構築を

図ることも効果的である。  

 

③ 施設老朽化への対応 → ｄ．国の支援制度の有効活用と創意工夫による魅力的な施

設づくり 

多額の資金が必要となる施設の整備には、自治体単独で取り組めないた

め、効果的に国の補助金などの支援制度を活用することが望ましい。現在、

国ではバリアフリー投資や防災投資を支援する制度を整備し、利用を推奨

しているため、比較的利用しやすい環境にある。このタイミングを逃さず、

補助金等の要件にあわせた施設整備を行うなかで、道の駅としての機能強

化も進めることが望ましい。  

また、開設から 10 数年経過した道の駅では、知らない間に無駄なもの

が増え、生活感に溢れていることが少なくない。一度客観的な視点から、

不要なものをチェックして取り除くなどの作業を行うことが効果的だろ

う。施設内に市町村の花や木を植えたり、非日常空間を演出するような記

念写真スポットを整備するなど、さほど費用をかけずに行える取り組みに

より魅力的な施設づくりを進めることも必要である。  

 

(2) 道の駅をプラットフォームと位置付けた観光振興及び地域活性化への取り組み 

① 観光誘客と観光客を地域へ回遊させる仕組みの構築 → ａ．利用者ニーズへの丁寧

な応対と地域の観光商品の窓口対応 

県内の道の駅では、年間利用者が 100万人を越える施設が複数あるなど、

知名度、集客力の高さからも、観光施設としての高いポテンシャルを有し

ており、観光振興におけるプラットフォームとなり得る存在である。つま

り、道の駅への観光誘客にとどまらず、利用客を地域へ回遊させることで、

地域全体の観光振興につなげられる可能性を持っている。  

これを実現させるためには、まずは、観光客が求めるさまざまなニーズ
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に対して、しっかりと応えることが第一歩である。地元ならではの食事を

求める観光客に対して、施設内で地の食材・料理方法などを使ったメニュ

ーを提供することが望ましいが、それができない場合でも、周辺施設を紹

介することで、顧客ニーズを満たすことも考えられる。そのため、周辺の

観光施設等のパンフレットやチラシを道の駅で配布するなど、広域的な視

点を持つことが重要といえる。  

また、次の段階としては、地域内の単独の観光商品をセット・ツアー化

して道の駅で販売することが考えられる。単に観光パンフレットを置くの

ではなく、季節ごとに商品を入れ替えるなど定期的にメンテナンスを行う

とともに、道の駅で入場券を販売したり、予約を受け付けるなど、窓口機

能を果たすことが必要である。このような観光誘客及び地域へ回遊させる

取り組みを行うことで、道の駅自体の集客力が更に高まり、地域の観光施

設との相乗効果が期待できるだろう。  

なお、現在、観光情報を道の駅で得る利用者が少ないことから、情報コ

ーナーを施設の端の目立たない場所に置くのではなく、施設の中心に整備

して、利用者の目に触れるようにすることが必要である。  

 

① 観光誘客と観光客を地域へ回遊させる仕組みの構築 → ｂ．道の駅同士の連携によ

る、人、物、情報の交流促進 

現在県内には道の駅が 23 か所あるが、全国では 1,000 か所を超え、売

上高は大手コンビニチェーン並みの規模となるなど、道の駅の知名度、ブ

ランド力は高まっている。県内の道の駅では地域性による違いがみられる

が、利用者からすると同じ道の駅ブランドの施設であることから、今後は

県内の道の駅同士が更に連携していくことが望ましいと考えられる。  

その際重要なことは、人、物、情報といった経営資源を道の駅間で、相

互に交流できるようにすることである。具体的には、自施設の利用客を近

隣の道の駅へ紹介するなどお互いに回遊させることや、新たに開発した道

の駅限定商品を共同で販売することで開発・在庫リスクを軽減させること

などが考えられる。この結果、資金のやり取りが発生することで、より一

層の連携につながるだろう。  

 

② 防災拠点・情報発信拠点としての活用 → ｃ．道の駅の防災面の位置づけ見直しと

情報受発信機能への投資促進 

県内自治体の地域防災計画では、道の駅を防災上の拠点として位置づけ

ている事例は多くない。しかしながら、自治体の位置づけに関わらず、災

害時の避難者は公共施設として認知度の高い道の駅へ駆け込むことが予

想される。実際に東日本大震災の発生時にも多くの避難者が道の駅へ駆け

込んでいる。公共施設であるとともに観光施設である道の駅は、地域住民

に限らず観光客など駆け込んできた人を受け入れる責任があると考えら
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れる。したがって、ある程度の水や食料、毛布等の防災備蓄が可能で、駐

車場、トイレなどの機能を備えた道の駅は、可能な限り自治体においても

防災拠点として位置づけることが望ましいと考えられる。  

防災拠点として道の駅を位置づけた場合には、相応の設備投資が必要と

なるが、その際、常用する設備を災害時などの非常用時にも使えるような

「常用の非常用化」の視点が重要である。災害時にしか使用しない非常用

設備では維持管理の負担が大きいため、可能な限り、常用できる設備を災

害時にも利用できる仕組みを作ることが望ましいだろう。  

また、避難経路の確保や情報受発信機能の整備などには、国の通信環境

（無線 LAN）整備の補助金や、EV 充電器の整備用（災害時に電気自動車

が非常用電源になるため）補助金などを活用していくことが有効である。

また、最近ではタブレット機器などの各種情報端末が安価で販売されるよ

うになっているため、このような端末を設置することで、情報受発信機能

の強化や安全・安心な道の駅の実現につなげることが重要である。  

 

③ 六次産業化等によるおみやげ・特産品の開発 → ｄ．地域産にこだわった商品開発

と効果的な情報発信 

道の駅の利用者、特に観光客にとって、道の駅を訪れた際に求めるもの

は、地域ならではの食事やおみやげなどの特産品・加工品であり、その品

揃えが満足度を大きく左右している。また、道の駅の直売所において農産

物などの一次産品を単に売るだけでは大きな収益性は得られないだろう。 

したがって、道の駅の収益性を高めるためにも、一次産品よりも付加価

値が高く、うまくいけば何倍にも利益を生む加工品などの商品開発に取り

組むことが重要だと考えられる。生産、加工、販売へと至る過程において

雇用を生むため、地域へ及ぼす経済効果は大きい。人気の高い特産品が観

光客の満足度を高め、リピーターとして再び道の駅へ訪れてくれれば、地

域の観光振興にも良い効果を生むだろう。  

六次産業化に取り組む際に、欠かせない視点が「地域性」である。その

道の駅でしか食べられない味、購入できない商品として定着させることが

重要である。最近では、個人がＳＮＳやブログなどで情報発信しているの

で、地域ならではの特徴があれば、効果的に情報発信され、更なる顧客の

獲得につながることも考えられる。  

現在、国や県でも六次産業化に力を入れており、加工施設の整備など多

額の資金が必要となるハード事業などには、補助金等の支援制度を活用し

ていくことも効果的である。  

 

 

 


