
記 者 発 表 資 料

「道の駅」の情報については関東地方整備局の「道の駅」ホームページでもご覧になれます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/index00000009.html

・今回の登録により、

関東地方整備局管内の「道の駅」は１７８箇所 （全国 １，１６０箇所） となります。

令和元年 ６月１９日（水）
国土交通省 関東地方整備局
道 路 部

地域の魅力あふれる３箇所が新たに仲間入り

「道の駅」は、平成５年に創設された制度で、市町村等からの申請に基づき、国土交
通省道路局で登録を行っています。
今回、関東地方整備局管内で以下の３箇所が令和元年 ６月１９日登録されました。

茨城：１４駅 栃木：２５駅 群馬：３２駅 埼玉：２０駅 千葉：２９駅
東京： １駅 神奈川：３駅 山梨：２１駅 長野：３３駅

ちくせい ちくせい

○ 茨城県 筑西市 道の駅「グランテラス筑西」
（一般国道５０号） 令和元年度オープン予定

たか ね ざわ げん き

○ 栃木県 高根沢町 道の駅「たかねざわ 元気あっぷむら」
（町道４３４号） 令和２年度オープン予定

の ざわおんせん の ざわおんせん

○ 長野県 野沢温泉村 道の駅「野沢温泉」
（一般国道１１７号） 令和元年度オープン予定

関東「道の駅」新たに３箇所登録へ
～関東地方整備局内では１７８箇所に～

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

栃木県政記者クラブ 長野県庁会見場 長野市政記者クラブ 長野市政記者会

発表記者クラブ

国土交通省 関東地方整備局 道路部 交通対策課

TEL：048-600-1346 FAX：048-600-1388

課長 下坪 賢一（しもつぼ けんいち） 課長補佐 小田桐 潔（おだぎり きよし）

問い合わせ先
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令和元年 ６月１９日「道の駅」新規登録箇所

道の駅「野沢温泉」 道の駅「たかねざわ 元気あっぷむら」

道の駅「グランテラス筑西」

県名 設置者 駅名 設置場所
詳細についての
問い合わせ先

茨城県
ちくせい

筑西市
ちくせい

グランテラス筑西
いばらきけんちくせいしかわすみ

茨城県筑西市川澄１８５０番地
筑西市 土木部
道の駅整備課

０２９６－４５－６００６

栃木県
たか ね ざわ

高根沢町
げんき

たかねざわ 元気あっぷむら

とちぎけんしお や ぐんたかね ざわまち

栃木県塩谷郡高根沢町
おおあざかみかしわざき

大字上柏崎５８８番地１

高根沢町 元気あっぷ創生課
振興係

０２８－６７５－８１２０

長野県
の ざわおんせん

野沢温泉村
の ざわおんせん

野沢温泉

ながの けんしもたか い ぐんのざわおんせんむら

長野県下高井郡野沢温泉村
おおあざむしう

大字虫生２３７５他

野沢温泉村役場観光産業課
０２６９－８５－３１１４
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ちくせい

道の駅「グランテラス筑西」
◆路 線 名：一般国道５０号

◆所 在 地：

◆面積および施設等

・面 積：４７，７０９㎡

・施 設：駐車場３６１台、トイレ２８器、休憩所、直売施設、物産販売施設、

飲食物提供施設（レストラン、フードコート、カフェ、ベーカリー、惣菜、

ＢＢＱ等）、情報提供施設、キッズルーム、多目的室及び調理室、屋外広場、

屋外ステージ、停留所（高速バス）、非常用電源 等

・整備手法：一体型

◆オープン予定：令和元年度

◆特 徴

・筑西市産の農畜産物や加工品のブランド化、販路拡大、６次産業化の推進

・長距離ドライバーに配慮した24時間利用可能な休憩所の設置

・高速バスの停留所設置による交通結節機能の強化

・災害時の後方支援活動の拠点としての活用や自治会等との防災訓練・防災イベントの実施

・屋外ステージ・乗り物広場・ドッグラン・遊具等の様々な施設より市民と来訪者の交流を促進

平面図

いばらきけん ちくせいし かわすみ

茨城県筑西市川澄１８５０番地

イメージパース 位置図

当該箇所

位置図

当該箇所

出典：国土地理院ウェブサイト(http://www.gsi.go.jp/)

農産物直売施設

物産販売施設

情報提供施設

キッズルーム

多目的室

休憩所トイレ

屋外広場

筑西市
国

駐車場

（大型車）

駐車場

（小型車）

道路管理者区域

道の駅区域

凡例

屋外ステージ

ドッグラン
駐車場

（大型車）

駐車場

（小型車）

停留所

3 / 5



◆路 線 名：町道４３４号線

◆所 在 地：栃木県塩谷郡高根沢町大字上柏崎５８８番地１

◆面積および施設等

・面 積：１８４,０００㎡

・施 設：駐車場３５２台、公衆トイレ２１器、情報提供施設、

ベビーコーナー(給湯付き流し台、折りたたみ式ベビーベッド、ベビーチェア、

椅子 各１台)、元気あっぷむら本館（天然温泉、レストラン３店、売店）、

宿泊施設、農産物直売所、農産物加工体験施設、

林業体験施設、多目的広場、体験・滞在型観光施設

・整備手法：単独型

◆オープン予定：令和２年度

◆特徴

・６次産業化の推進や地元生産者からの調達により町内外からの活力を呼ぶ地域経済の拠点

・地域外から訪れた人のゲートウェイとなり、ここにしかない滞在、体験型観光の受け入れ基地

として機能する観光の拠点

・地域公共交通の乗り継ぎ、温泉を活用した健康づくり、買い物等、住民の暮らしが域内完結

する地域福祉の拠点

平面図

位置図イメージパース

位置図

道の駅「たかねざわ 元気あっぷむら」

とちぎけんしおやぐんたかねざわまちおおあざかみかしわざき

げんき

当該箇所

出典：国土地理院ウェブサイト（http：//www.gsi.go.jp/）

当該箇所

出典：国土地理院ウェブサイト（http：//www.gsi.go.jp/）

農産物加工体験施設
林業体験施設

ベビーコーナー

情報提供施設
公衆トイレ

体験・滞在型観光施設

レストラン
農産物加工体験施設

多目的広場

宿泊施設

元気あっぷむら本館
・ 温泉
・ レストラン

・ 売店

農産物直売所

至 高根沢市街

道路区域

道の駅区域

凡例

農産物加工体験施設
林業体験施設

4 / 5



道の駅 「野沢温泉」

イメージパース 位置図

平面図 位置図

路 線 名 ： 一般国道１１７号
ながのけん しもたかいぐん のざわおんせんむら おおあざ むしう

所 在 地 ： 長野県下高井郡野沢温泉村大字虫生２３７５他
面積および施設等
•面 積 ： ９，７６０㎡
•施 設 ： 駐車場４８台、トイレ３１器、農林産物直売所、

新物産センター（ショップ、情報コーナー、農家レストラン）、
地域活性化施設（多目的ホール、地域展示兼交流ホール、試食室、休憩室等）

•整備手法： 単独型
オープン予定 ： 令和元年度
特徴
•地元産農産物の直売所及び地元産農産物を活用した農家レストラン
•都市農村交流など交流人口拡大の推進及び農業者・観光客・住民などの交流による
地域活力の創出

•周辺地域に不足しているトイレ、休憩施設、情報提供施設（Wi-Fi等）の整備
•農産物加工所の整備（2020年本格稼働）による６次産業化の推進及び地域振興
•緊急時の安全・安心スペース等の提供

のざわおんせん

当該箇所

至栄村

至飯山市

出典：国土地理院ウェブサイト(http://www.gsi.go.jp/)
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