第１回（H27.8.5）
資料－６

道の駅 豊前おこしかけ

【休憩機能】

ポイント
○道の駅の条件である休憩施設「トイレ」を「日本一おもいやりのあるトイレ」へ
道の駅利用者にとって、気持ち良く利用できるトイレを重要なポイントとし、“日本一おもいやりのあるト
イレ”を整備している。「天然の光が入るテント屋根」、「並びが渋滞しない誘導レーン」、「お年寄りで
も大丈夫な、吊り輪付きトイレ」など工夫し、おもいやりを用意。専属の清掃スタッフが終日常駐し、い
つも清潔に気持ちの良いトイレを実現している。
○ブランド化した「道の駅弁」の発祥地
平成１６年、地域食豊かで季節感のある新しい駅弁として限定販売したことがはじまり。その後、九
州の道の駅を巻き込み、名物にまで成長している。地域のローカルな食文化の表現が織り込まれた
弁当を販売し、平成２２年度には年間 7000 万円の売上げを誇る。
平成3年1月

豊前JC「日本一のトイレづくり運動」が始まる

平成4年4月

建設省の「道の駅」構想と出会う

平成4年6月

建設へ陳情

平成5年3月

豊前市議会議員へ陳情

平成5年9月

地権者説明会（測量許可願い）
「日本一おもいやりのあるトイレ」パネルディスカッ
ション
（株）ぶぜん街づくり会社設立（資本金1000万円）

平成6年5月
平成6年5月
平成7年3月
平成7年8月
平成8年7月

日本一のトイレ

大屋根がかかるおもいやり広場

（株）ぶぜん街づくり会社へ市が出資（3000万円）し、
資本金4000万円で、第3セクター）「（株）ぶぜん街づく
り会社」がスタート
「道の駅」「日本一のトイレパーク」地権者説明（構想
説明）
「道の駅」コンセプトワーク作成

平成8年12月 「道の駅」地権者説明会（計画説明）
「道の駅」地権者説明会（建設省出席：測量願い）平成9
平成9年3月
年 5月 「道の駅」隣接居住者説明会（計画説明）
平成9年7月 特産品業者会議
「道の駅」地権者説明会（建設省出席：計画説明、用地
平成9年8月
調査立ち入り願い）
平成10年2月 福岡県「道の駅」連絡協議会（登録前審査）
平成10年4月 「道の駅」登録証交付
（株）ぶぜん街づくり会社へ椎田町・築城町（築上町）
平成11年4月
が出資（各300万円）
（株）ぶぜん街づくり会社へＪＡ、金融機関、特産品業
平成11年7月
者が出資（各1400万円）し、資本金6000万円となる
（株）ぶぜん街づくり会社へ漁協、特産品業者が出資
（各1400万円）し、資本金6275万円となる
第三者割り当て出資360万円（屋台村建設の為）し、資本
平成12年12月
金6635万円となる
平成11年12月

平成20年12月 「豊前通信」100号を発行

多くの特産品の販売

人気の道の駅弁

道の駅設置のプロセス（HP より作成）

地図

施設情報
○所在地：福岡県豊前市（国道１０号）
○登録年：H10.4
○規模：
（延床面積）1460.31 ㎡
（駐車台数）普通 70 台、大型 10 台、身障者用 4 台
（トイレ）男 12 器、女 12 器、子供 2 器、車椅子用 2 器
○施設：物産情報館、屋台村、
漁師直売所、多目的広場

引用：豊前おこしかけＨＰ（http://www.okoshikake.jp/index.html）
「『道の駅』を拠点とした地域活性化調査報告書」
、財団法人地域活性化センター、H24.3
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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瀬戸内しまなみ海道の道の駅×温泉「重点道の駅」

【情報発信】

今治湯ノ浦温泉（H10.4）、伯方Ｓ･Ｃパーク（H11.8）
、今治市多々羅しまなみ公園（H11.8）、
しまなみの駅御島（H11.8）、よしうみいきいき館（H14.8）

ポイント
ポイント
15 年前に今治と広島・尾道市を繋ぐ「しまなみ海道」が開通後、通過地点となる島々にできた 3 つの
「道の駅」である。しかし、「しまなみ海道」は高速道路であり車の多くは島を素通りするのみで、長年集
客に苦しんでいた。道の駅同士が連携し、地域の魅力をアップさせると共に、日本でも珍しい自転車で
渡ることができる大型橋を利用した観光モデルを創造している。
○一体的な情報発信の機能強化
各道の駅の持つ魅力や観光資源を再発見し、「瀬戸内しまなみ海道」サイクリングコース、来島海峡
急流観潮船の独自の観光資源を一体的に相互に情報発信を行っている。
地元船会社などと提携して体験型観光等のモデルコースを用意し、周遊観光を促進している。
○外国人観光客の呼び込み
道の駅にＪＮＴＯ認定外国人観光案内所（カテゴリー１）や免税店を設置することで、外国人観光客
の受け入れ体制を構築している。（推定 H24：約 8 万人、H25：約 10 万人 今治市外国人来訪者数）
○国際色豊かなサイクリストの集客を目指した整備
多言語の注意喚起看板の設置や、自転車をこぎながら食べられる携帯食の開発など自転車乗りに
便利な環境を整備している。サイクルステーションを多数設け、乗り捨て可能なシステムとしている。
コース名
来島海峡
コース

ローズ
コース

はかた
コース

モデルコース
来島海峡大橋サイクリング == 来島海峡急流観
潮船 == 小島 == いきいき館で海鮮七輪バー
ベキュー == 亀老山展望台
ブルーベリー狩り == ハーブソルト作り体験
== ローズ館でランチ == 来島海峡急流観潮船
== 来島海峡大橋サイクリング
ピザ作り体験 == マリンオアシスでランチ ==

サイクリストの集客を目指した施設整備

スイカ割り体験 == 来島海峡急流観潮船 ==
来島海峡大橋サイクリング

いきいき 地引網 == いきいき館で海鮮七輪バーベキュー
コース
大島
コース

== 来島海峡急流観潮船 == 亀老山展望台
スイカ狩り体験 == 来島海峡急流観潮船 ==
いきいき館で海鮮七輪バーベキュー == いちじ
くジャム作り体験 == 村上水軍博物館見学

海鮮バーベキュー

体験型観光のモデルコース（HP より作成）
道の駅が連携したソフトラリー

急流観潮船

海鮮バーベキュー

地図

施設情報
○所在地：愛媛県今治市
西瀬戸自動車道（しまなみ海道）
○規模：別添の表参照
○施設：レストラン、特産品販売所、シャワー、
道路情報提供装置、サイクルステーション、
レンタルサイクル、バーベキュー他

引用：瀬戸内しまなみ海道の道の駅×温泉 株式会社しまなみＨＰ
（http://www.imabari-shimanami.jp/institution/）
国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/）
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道の駅 アグリパークゆめすぎと

【地域連携】

ポイント
ポイント
アグリパークは「Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐａｒｋ（農業公園）」の略で、農業と地域住民のふれあい、地域住民と
広域住民の新たな交流の場とする施設として整備された。さらに農業学習・農業体験の場の創出をめ
ざした花と緑のふれあいファームをテーマに、家族で１日中楽しめる「道の駅」である。
○カントリー農園（貸農園・体験農園）
予約なしで旬の野菜の収穫体験が体験できる農園や１年単位で農地を借りられる農園を設置してい
る。収穫体験は収穫した野菜の値段のみの料金を支払う為、手軽に体験することができる。敷地内
には収穫した野菜を持ち込めるバーベキュー広場もあり、旬の野菜を堪能することも可能である。
○住民参加による施設内容・運営の整備
整備に当たり、地域住民、農協、農業団体、町民の代表で構成される「すぎと・むらづくり塾」などで、
施設内容、運営について話し合うことで、積極的に経営に参加できるような、民間活力を導入した住
民参加型の会社組織で運営を行っている。

農業体験

バーベキュー広場

農地に囲まれた敷地

農産物直売所

施設情報

埼玉県が認定する特別栽培農産物利用店

地図

○所在地：埼玉県北葛飾郡杉戸町
○登録年：H14.8
○規模：
（延床面積）1935 ㎡
（駐車台数）普通 468 台、大型 25 台、
身障者用 7 台
（トイレ）男 17 器、女 17 器、身障者用 5 器
○導入施設：インフォメーション、
農産物直売所、食堂あぐり亭、
農園、バーベキュー広場、
体験水田、加工所（実習室）、他
引用：アグリパークゆめすぎとＨＰ（http://www.pikaru.co.jp/）
杉戸町 HP（https://www.town.sugito.lg.jp/）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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道の駅 むなかた

【地域連携】

ポイント
ポイント
「道の駅むなかた」地域産業の活性化を図ることを目的に＜安全＞＜交流＞＜発見＞を基本方針に
に運営を行っている公設民営の施設である。
○売上、集客の高い経営（九州地区 4 年連続売上・集客１位）
漁港に近い地の利を活かし、新鮮で安い鮮魚等の農水産品を提供している。設立当初の年間売上
目標が 7 億円に対して、オープン最初の年の売上は 12.8 億円（目標の 1.7 倍）となっている。
○ブランド化の推進と顧客ニーズへの対応
物産直売所では、農水産品の販売促進をはじめ特産品のブランド化を推進するアンテナショップ
として地域産業の振興を担っている。魚を買ってもおろすは大変という方向けに、加工コーナーで魚
の 3 枚おろしなどを行っている。美味しい魚の食べ方や調理のポイントなど、アドバイスも行っている。
○民間活力の活用
レストラン運営には、玄海ホテル旅館組合と神湊飲食店組合の有志が設立した株式会社が行い、宗像産の
食材にこだわった漁家料理と農家料理を提供している。四季折々の宗像の食・旨みを発信し、宗像のファ
ンづくりを目指している。

宅配コーナー

イカ、ふぐなどの加工商品の開発・ブランド化

玄界灘の魚介を中心とした料理

売場面積の約 3 分の１を占める水産物コーナー

施設情報
○所在地：福岡県宗像市（国道 495 号線）

地図

○登録年：H20.4
○規模：
（延床面積）1595 ㎡
（駐車台数）普通 180 台、大型 9 台、
身障者用 4 台（＋臨時 85 台）
（トイレ）男小 13 器、女１６器、多目的１器
○施設構成：直売所（新鮮な魚など農水産品）、
レストラン（地元食材にこだわった料理）

引用：道の駅むなかたＨＰ（http://www.michinoekimunakata.co.jp/）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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道の駅 八王子滝山

【都市型】

ポイント
ポイント
○都市部に近い立地を活かした「都市型」道の駅
都市部から離れた郊外に立地し通過交通客をターゲットとする「立寄り型」道の駅に対して、地元八
王子市民をターゲットに買い物やイベント参加などの目的を持って訪れられる工夫が行われている。
○生産者の顔の見える販売
地場産の商品には農家の個人名が入ったバーコードが添付され、陳列台に設置されている機器に
バーコードをかざすと生産者の顔とコメントが表示される。
○消費者第一の農産物直売
営業時間を出荷者農家の都合だけで決めず、消費者が最も来店しやすい時間帯とする。消費者の
生活パターンにあわせ営業時間を夜９時までとし、遅い時間の来客にも対応できるようにしている。
週末の来場者は市民と観光客の割合が半々。

満車の駐車場（休日の開店前）

子供連れでも安心できるキッズコーナー

花屋

生産者の顔の見える販売

休日の朝は開店まえから行列ができる。

施設情報

地図

○所在地：東京都八王子市滝山町（東京都道 169 号）
○登録年：H17.8
○規模：
（延床面積）1322.40 ㎡
（駐車台数）普通 96 台、大型 9 台
（トイレ）男 10 器、女 8 器、身障者用 1 器
○施設：フードコート、地域物産コーナー、会議室、
農産物直売所、情報発信コーナー、
地域交流ホール、授乳室、キッズコーナー
引用：道の駅八王子滝山ＨＰ（http://www.michinoeki-hachioji.net/）
農林水産省ＨＰ（http://166.119.78.61/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/2013rokujika.html）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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道の駅 とみうら 枇杷倶楽部「全国モデル道の駅」

【ゲートウェイ型】

ポイント
○「道の駅」を核とした 6 次産業
「道の駅」が中心となり特産のビワを加工、オリジナル商品（５０種類）を開発、販売している。
○地域固有の観光資源をパッケージ化し、観光ニーズを呼び込み
観光資源をパッケージ化し、都市部の旅行会社へ販売 （道の駅が旅行業資格を取得）している。
○地域の伝統・文化の継承、交流のための取り組み
富浦人形劇など、地域の伝統・文化の継承の場としても活用されている。
○一括受注システムによる観光バスの誘致
観光会社に対して企画営業を行い、観光会社からの集客の配分、代金の清算、クレーム処理まで
を一貫して行う「一括受注システム」開発している。ピーク時では観光バスを年間 4 千台、12 万人の
ツアー誘致に成功している。

関東最大規模の菜の花畑

枇杷狩り体験

観光バスの誘致

枇杷を加工したオリジナル商品

観光ツアーのパンフレット

地図

施設情報
○所在地：千葉県南房総市富浦町（国道 127 号）
○登録年：H5.4
○規模：
（延床面積）1460 ㎡ （敷地面積）3,803 ㎡
（駐車台数）普通 65 台、大型 15 台、身障害者用 4 台
（トイレ）男 10 器、女 8 器、身障者用 1 器
○施設：インフォメーション、ショップ、アトリウム、
カフェレストラン、スタジオ、ギャラリー、
苺庭園、他

引用：道の駅とみうら枇杷倶楽部ＨＰ（http://www.biwakurabu.jp/）
千葉県公式観光物産サイト（http://maruchiba.jp/index.html）
国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/）
観光庁観光カリスマ（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/jinzai/charisma_list.html）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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道の駅 萩しーまーと「全国モデル道の駅」

【地域センター型】

ポイント
○魚の「地産地消」
地域住民に向け、地魚を取り入れた「地産地消」をコンセプトに、地元スーパーとの差別化を図り、萩
漁港の水揚げ高の約 15％を販売している。
○魚食普及・食育の拠点
魚食普及・食育の拠点機能として、子供向けの地魚料理教室や出張授業を積極実施している。
○地域の活性化プロジェクト
値もついていなかった魚を加工品として商品化する「萩の地魚もったいないプロジェクト」を推進して
いる。地元加工業者や有名シェフと連携してヒット商品を生み出している。

萩の地魚もったいないプロジェクトにより生まれた商品

賑わう鮮魚売場

子供向けの地魚教室

鮮魚を楽しめる食堂

地図

施設情報
○所在地：山口県萩市（萩川上線）
○登録年：H12.8
○規模：
（延床面積）1,539.72 ㎡
（駐車台数）普通 65 台、大型 7 台、身障者用 4 台
（トイレ）男 10 器、女 5 器、身障者用 2 器
○施設：食堂、喫茶軽食、店舗、休憩所、公園、
体験施設、情報コーナー、乳幼児用施設、
EV 充電器、他

引用：道の駅萩しーまーとＨＰ（ http://seamart.axis.or.jp/）
国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/）
堀設計事務所（http://horiarch.com/store/669.html）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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道の駅 遠野風の丘「全国モデル道の駅」

【防災機能】

ポイント
○地域防災拠点
東日本大震災では、内陸から沿岸部へ復旧、救援に向かう自衛隊・消防隊やボランティアの方々
の後方支援拠点として機能している。
○産業振興拠点
農産物の直売が人気で野菜や花などが格安で種類も豊富に並んでいる。震災後は沿岸被災地の
復興に向け、海産物の販売所を新設している。
○観光や地方移住等の総合案内拠点
スタッフが常駐する観光案内所は、沿岸地域の復興情報、観光情報に加え、ふるさと納税や移住
促進にも活用される。（ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所カテゴリー１）
○震災伝承コーナー
津波被害を後世に伝える震災伝承コーナーの設置をしている。

総合案内所

展望デッキ

震災伝承コーナー

東日本大震災時の後方支援拠点

地図

施設情報
○所在地：岩手県遠野市（国道２８３号）
○登録年：H11.8
○規模：
（延床面積）1276.1 ㎡
（駐車台数）普通 161 台、大型 14 台、身障害者用 3 台
（トイレ）男 19 器、女 12 器、身障者用 4 器
○施設： インフォメーション、産直・物産ホール、
漁師の魚屋、レストラン、展望デッキ、休憩ホール

引用：道の駅遠野風の丘ＨＰ（http://kazenooka.tonofurusato.jp/）
東北地方整備局震災伝承館 HP（http://infra-archive311.jp/data/doc/toono.pdf）
国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/）
Google map（https://www.google.co.jp/maps/）
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