
重点「道の駅」の取組状況について  資料２ 

●H27.11.17 国土交通省道路局記者発表 
  重点「道の駅」の選定について 
 

   ・地方創生の核となる優れた取り組みを選定し、重点的に応援する取組み 
 

   ・地方創生に資する地産地消の促進及び小さな拠点の形成等を 
    目指した「道の駅」の新たな設置又はリニューアル等に関する企画提案 
    を募集 
 

  ＜選定の流れ＞ 
    ①選定方針に対する意見（有識者懇談会） 
    ②企画提案募集 
    ③評価及び選定に関する意見（有識者懇談会） 
    ④重点「道の駅」選定結果公表 

●H26.8.28 国土交通省道路局記者発表 
  「道の駅」による地方創生拠点の形成 
 

   ・地方創生の拠点となる先駆的な「道の駅」の取組をモデル箇所として選定 
 

   ・地域外から活力を呼ぶ「ゲートウェイ型」及び地域の元気を創る 
    「地域センター型」の「道の駅」の新たな設置又はリニューアル等の企画  
    提案 
 

  ＜選定の流れ＞ 
    ①各地方整備局等から推薦 ※関係機関と連携 
    ②企画提案の審査 
    ③企画提案の選定（有識者意見を踏まえ実施） 
    ④重点「道の駅」の選定・公表    

【関東地方整備局管内における選定結果】 H27.1.30 
 

●全国モデル 
  ①もてぎ（栃木県茂木町） 
  ②川場田園プラザ（群馬県川場村） 
  ③とみうら（千葉県南房総市） 
●重点「道の駅」 
  ①ひたちおおた（茨城県常陸太田市） 
 

  ②那須高原友愛の森（栃木県那須町） 
  ③つどいの町むつざわ（千葉県睦沢町） 
  ④発酵の里こうざき（千葉県神崎町） 
  ⑤あおき（長野県青木村） 
●重点「道の駅」候補 
  ①上野（群馬県上野村） 
  ②いちごの里よしみ（埼玉県吉見町） 
 

  ③（仮称）おけがわ（埼玉県桶川市） 
 

  ④しょうなん（千葉県柏市） 
  ⑤保田小学校（千葉県鋸南町） 
 

  ⑥（仮称）サザン茅ヶ崎（神奈川県茅ヶ崎市） 
  ⑦こぶちざわ（山梨県北杜市）  

【関東地方整備局管内における選定結果】 H28.1.27 
 

●重点「道の駅」 
  ①常陸大宮（茨城県常陸大宮市） 
  ②上野（群馬県上野村） 
  ③しもにた（群馬県下仁田町） 
  ④季楽里あさひ（千葉県旭市） 
  ⑤つる（山梨県都留市） 
  ⑥ヘルシーテラス佐久南（長野県佐久市） 
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重点「道の駅」の取組状況について  

●H28.7.26 国土交通省道路局記者発表 
  特定テーマ型モデル「道の駅」の選定について 
 

   ・「道の駅」の質的向上に向けた取組として、全国各地の「道の駅」の模範 
    となって質的向上に寄与する地方創生の核となる優れた取り組みを募集 
 

   ・“住民サービス”をテーマ（部門）として、より模範性のある「道の駅」を認定 
  ＜選定の流れ＞ 
    ①内容の確認 
    ②審議・選定（有識者懇談会） 
    ③特定テーマ型道の駅の認定 

●H30.10.5 国土交通省道路局記者発表 
  重点「道の駅」の選定について 
 

   ・地方創生の核となる優れた取り組みを選定し、重点的に応援する取組み 
   ・地方創生や地域活性化の拠点の形成等を目指した「道の駅」の新たな設置、 
    又はリニューアル等の企画提案を募集 
 

  ＜選定の流れ＞ 
    ①各地方整備局等から推薦 ※関係機関と連携 
    ②企画提案の審査 
    ③企画提案の選定（有識者意見を踏まえ実施） 
    ④重点「道の駅」の選定・公表 
 

  ＜選定にあたり優先的に評価した事項＞ 
    ○重点「道の駅」候補からの企画提案 
    ○以下に関する企画提案 
     ・次世代観光拠点の形成（DMOとの連携、インバウンド観光） 
     ・風景街道・道守との連携 
     ・高速道路との連携 
     ・子育て応援    

【関東地方整備局管内における選定結果】 H31.1.30 
 

●重点「道の駅」 
  ①いたこ（茨城県潮来市） 
 

  ②しょうなん（千葉県柏市） 
●重点「道の駅」候補 
  ①（仮称）まえばし（群馬県前橋市） 
  ②（仮称）ぎょうだ（埼玉県行田市） 
 

  ③（仮称）サザン茅ヶ崎（神奈川県茅ヶ崎市） 
 

  ④（仮称）金太郎のふる里（神奈川県南足柄市） 
  ⑤いくさかの郷（長野県生坂村） 

【関東地方整備局管内における選定結果】 H28.10.12 
 

●住民サービス部門 モデル「道の駅」 
  ①両神温泉薬師の湯（埼玉県小鹿野町） 
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■参考（特定テーマ型モデル「道の駅」） 



（H26年度） 

川場田園プラザ 
群馬県川場村 

（H26年度） 

那須高原友愛の森 
栃木県那須町 

（H26年度） 

もてぎ 
栃木県茂木町 

（H27年度） 

常陸大宮 
茨城県常陸大宮市 

（H26年度） 

ひたちおおた 
茨城県常陸太田市 

（H30年度） 

しょうなん 
千葉県柏市 

（H26年度） 

（H27年度） 

季楽里あさひ 
千葉県旭市 

（H26年度） 

つどいの郷むつざわ 
千葉県睦沢町 

（H26年度） 

保田小学校 
千葉県鋸南町 

（H26・H30年度） 

（仮称）サザン茅ヶ崎 
神奈川県茅ヶ崎市 

（H26年度） 

とみうら 
千葉県南房総市 

（H27年度） 

（H27年度） 

上野 
群馬県上野村 

（H26年度） 

（H26年度） 

いちごの里よしみ 
埼玉県吉見町 

（H27年度） 

しもにた 
群馬県下仁田町 

（H27年度） 

ヘルシーテラス佐久南 
長野県佐久市 

（H26年度） 

（H26年度） 

こぶちさわ 
山梨県北杜市 

※道の駅名称下の（  ）は、選定年度を示している 
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（H28年度） 

発酵の里こうざき 
千葉県神崎町 

両神温泉薬師の湯 
埼玉県小鹿野町 

つる 
山梨県都留市 

（仮称）おけがわ 
埼玉県桶川市 

（H30年度） 

いたこ 
茨城県潮来市 

あおき 
長野県青木村 

（H30年度） 

いくさかの郷 
長野県生坂村 

（H30年度） 

（仮称）まえばし 
群馬県前橋市 

（仮称）ぎょうだ 
埼玉県行田市 

（H30年度） 

（仮称）金太郎のふる里 
神奈川県南足柄市 

（H30年度） 

～ 凡例 ～ 

テーマ型モデル駅 

重点「道の駅」 

重点「道の駅」候補 

全国モデル駅  ３駅 

 １駅 

１３駅 

 ９駅 

重点「道の駅」の取組状況について  

関東地方整備局管内 重点「道の駅」等 位置図 



○地域振興施設を整備（H27,28） 
 

○農業栄養専門学校の卒業生を雇用 
 

○遠地農業者の農産物集荷システムを確立（H28） 
 

○急速充電スタンドを2器設置（H27） 
 

 

○太陽光発電設備の設置（H27） 
 

○公共交通の乗り継ぎ拠点としてバスターミナルを 
  整備（H28） 
 

○防災倉庫の設置（H28） 
 

○防災トイレ、防災井戸の設置（H27） 
 

○多言語案内板、無線LANの設置（H27） 
 

○多機能トイレ、通路屋根、点字ブロックの整備（H27） 
 

○観光案内機能向上（コンシェルジュ常駐他、H27） 
 

事例①重点道の駅「 ひたちおおた」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 

 ・農産物直売所 

■オリジナル商品開発 

■バスターミナルの整備 

■地域振興施設 

実施内容の状況 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

ひたちおおた 茨城県 常陸太田市 国道349号 新設 平成２８年度 一体型 

農村活性化プロジェクト支援交付金（農林水産省） 

地方創生加速化交付金（内閣府） 

再生エネルギー導入促進事業（環境省） 

次世代自動充電インフラ整備促進事業（経済産業省） 

社会資本整備総合交付金 
（国土交通省） 

地域公共交通確保維持改善事業
（国土交通省） 
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○外国人観光案内所のカテゴリー1に認定 
 

○神崎納豆や地大豆テンペなどオリジナル商品を開発、販売 
 

○発酵定食、豚の味噌麹焼きなど、「発酵」を活かしたメニューを

開発、提供 
 

○利根川舟運を利用したバスツアーを実施 
 

○香取市と連携し、神社仏閣を巡るツアーを実施、定番化 
 

○循環バス、高速路線バスの停留所を設置 
 

○防災備蓄倉庫を整備 
 

○第2駐車場を整備 
 

○新鮮市場棟を新設 
 

事例②重点道の駅「 発酵の里こうざき」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

発酵の里こうざき 千葉県 神崎町 町道松崎３５６号線 新設 平成27年 単独型 

■都内アクセスバス 

■高速、循環バス停留所 

実施内容の状況 

社会資本整備総合交付金 
（国土交通省） 

ちば農商工連携事業支援基
金助成金（2か年事業）【千葉
県産業振興センター】/農商工

連携･調査研究 

農山漁村おみやげ農畜産物販
売促進事業（農林水産省） 

■備蓄倉庫 

■第2駐車場 
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事例③重点道の駅「常陸大宮」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

常陸大宮 茨城県 常陸大宮市 国道118号 新設 平成27年 一体型 

■地域振興施設 

■太陽光発電装置 

■ＥＶ車用充電設備 

■防災倉庫 

実施内容の状況 

○直売施設への西洋野菜コーナーの設置 
 

○西洋野菜ファンづくりのためのフェアイベントなどを開催 
 

○洋野菜栽培の技術支援として、県普及センターと連携して農業入門講座を開催 
 

○地元の岩崎エゴマを使った地元加工業者による関連商品を開発し、販売 
 

○コンシェルジュデスク、Wi-Fiを設置 
 

○防災井戸、防災倉庫を整備（H27） 
 

○非常用発電機を整備し、防災倉庫に保管 
 

○親水広場にドクターヘリポートを整備 
 

○無料市民バス、路線バスの乗り入れ開始 
 

○デジタルサイネージ、多言語案内板を設置（H27） 
 

○急速充電スタンドを設置（H27） 
 

○災害時使用可能トイレを整備 
 

○太陽光照明を設置（H27） 
 

○地域振興施設、親水広場、農村公園、駐車場を整備（H26） 
 

○飲食･加工施設等の備品を購入（H27） 
○デジタルサイネージによるPR動画の投影（H30年度中に実施予定） 

社会資本整備総合交付金（国土交通省） 

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金（農林水産省） 

再生可能エネルギー導入促進事業（経済産業省） 

次世代自動車インフラ整備促進事業（経済産業省） 

社会資本整備総合交付金（国土交通省） 
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○常設型リクエスト端末に「道の駅SPOT」（Wi-Fi）導入（H28.7） 
 

○旭ブランドや季楽里あさひの名物となる商品を販売 
 

○季楽里あさひで扱う特産物をふるさと納税返礼品に追加 
 

○芝生広場に遊具を追加、こうのぼりを掲揚 
 

○旭ブランドや季楽里あさひの名物となる商品を販売 
 

○屋外ステージにおいて、地元の子供、サークル、タレントのショーを実施 
 
 

事例④重点道の駅「季楽里あさひ」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

季楽里あさひ 千葉県 旭市 市道1級59号線 新設 平成27年 単独型 

■屋外ステージの有効活用 

■道の駅SPOT導入 
 

■地元農業高校との連携（メニュー開発） 

■新商品開発 

実施内容の状況 

社会資本整備総合交付金（国土交通省） 
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○道の駅を起点とした外国人向けのモニターツアーを開催 
 （H29,30） 
 

○湧水を利用したわさび農家向けの見学･収穫ツアーを実施 
 

○ブラスバンド演奏会を実施 
 

○防災マニュアルを作成し、防災訓練を実施 
 

○直売所版HUG（避難所運営ゲーム）を実施 
 

○都留文科大の学生、OBによる東日本大震災被災地支援として販売会を実施 
 

○切り干し大根の体験教室を実施 
 

○レストラン、プライベートブランドへの水掛菜のメニュー展開 
 

○地元産富士湧水ポーク、自然薯等農産物を 
  活用した商品を開発 
○物産施設の整備（H28） 

事例⑤重点道の駅「つる」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 

■地元大学留学生と連携した湧水飲み比べ 

■水掛菜の消費拡大を目的としたレストラン 
  メニュー開発 
 

 ・農産物直売所 

実施内容の状況 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

つる 山梨県 都留市 国道１３９号 新設 平成２８年度 単独型 

農山漁村振興交付金（農泊推進対策） 
（農林水産省） 

■道の駅 全景 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 
（農林水産省） 
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事例⑥重点道の駅「ヘルシーテラス佐久南」取組状況について (重点「道の駅」)  

２．重点「道の駅」としての実施内容の状況 

１．道の駅の概要 

■ポールを貸し出し 

■地元健康食を販売 

■健康セミナーを開催 

実施内容の状況 
駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別 

ヘルシーテ
ラス佐久南 長野県 佐久市 

国道１４２号 
市道２５－３号 

新設 平成２９年度 単独型 

■ふれあい広場の整備 

農村漁村活性化プロジェクト支援交付金 
（農林水産省） 

○地元健康長寿野菜を使用した健康メニューを提供 
 

○地元郷土職の推進として料理体験等を開催 
 

○プルーンの魅力発信と販売拡大を図るイベントを開催 
 

○地元歯科医師会や薬草研究会と連携した健康セミナーを開催 
 

○レストランにおいて塩分量を表示 
 

○地元発酵食品等をマスメディアを通じて発信 
 

○血圧計の設置、血圧数値に関する情報の表示 
 

○ポールウォーキング用のポールの貸し出し 
 

○健康長寿グッズ、お土産、地元健康食（甘酒、 
  プルーン等）の販売、加工施設等を設置 
 

○生産者同士及び生産者と消費者の交流を拡大 
 

○市指定避難所に選定、避難所看板を設置 
 

○近隣ウォーキングスポットを紹介 
 

○ふれあい広場、駐車場を整備 
 

○防災機能を強化、休憩･情報提供施設を設置 
 

○身障者駐車場の屋根、案内標識を設置 
 

○市道25-3号線を改良 
 

○太陽光発電･蓄電池、地中熱利用設備を設置 
 

○コンシェルジェによる観光情報案内 
 

○観光情報ボードを設置 

社会資本整備総合交付金 
（国土交通省） 

グリーンニューディール資金事業（長野県） 
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