
配付日時 平成２７年３月２０日

扱 い 本 紙 配 付 を 以 て 解 禁

“重点「道の駅」候補”選定証授与式について

【記者発表資料】
新潟県政記者クラブ
長岡市記者クラブ

＜問い合わせ先＞

国土交通省 北陸地方整備局 道路部

道路計画課長 掛井 孝俊（内線 4211）

道路管理課長 田 稔 （内線 4411）

ＴＥＬ：０２５－２８０－８８８０（代表）

つち だ

国土交通省では「道の駅」を地域活性化の拠点とする取組を応援するため、

重点「道の駅」制度を創設し、優れた「道の駅」を関係機関と連携して重点支援す
る取組を実施します。

新潟県内では、見附市の「パティオにいがた」、魚沼市の「いりひろせ」、南魚沼
市の「南魚沼」を平成27年1月30日に”重点「道の駅」候補” に選定しました。

ついては以下のとおり、選定証授与式を行いますのでお知らせします。

かけ い

・当日は、授与された道の駅のＰＲコーナー（12:00～15:00）を設け、地域の特産品
の展示、販売を行います。

・３／１４～４／５の期間は雪割草まつりを開催しております。また、当日の13:00～
14:00に岩淵公一氏を招き、雪割草講演会を開催します。

○日時 ： 平成27年3月22日（日） 14時00分～

○場所 ： 国営越後丘陵公園 花と緑の館 （長岡市宮本東片町）

○式次第
・北陸地方整備局長 挨拶

・重点「道の駅」候補選定証 授与

・各市長 挨拶

・記念撮影



・見附市 道の駅「パティオにいがた」

（平成２５年度設置）

・魚沼市 道の駅「いりひろせ」

（平成９年度設置）

・南魚沼市 道の駅「南魚沼」

（平成２４年度設置）

※詳細は別添参照

今回選定証を授与する“重点「道の駅」候補” 一覧（新潟県分）

みなみうおぬま

・ “全国のモデル「道の駅」”、“重点「道の駅」”、重点「道の駅」候補については、
国土交通本省で記者発表されＨＰで公表されています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000472.html（本省記者発表）

・なお、北陸地方整備局管内では、新潟県の「あらい」と「瀬替えの郷せんだ」が重点
「道の駅」に、石川県の「（仮称）白山」と「(仮称）はくい」が重点「道の駅」候補として
選定されています。

授与式会場
（花と緑の館）

入口（ゲート）

駐車場（冬期無料）

マスコミの方は13
時55分までに会場（
花と緑の館）までご
集合ください。

会場案内



〇 全国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とする取組が進展しています。

〇 この動きを応援するため、国土交通省では、重点「道の駅」制度を創設し、

優れた「道の駅」を関係機関と連携して重点支援する取組を実施します。

「道の駅」が

活力を呼び、雇用を創出、

地域の好循環へ

重点「道の駅｣制度の概要

地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続的に

発揮していると認められるもの

全国モデル「道の駅」

地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援

で効果的な取組が期待できるもの

重点「道の駅」

地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲的

な取組が期待できるもの
重点「道の駅」候補

国土交通大臣選定国土交通大臣選定

国土交通大臣選定国土交通大臣選定

地方整備局長等選定地方整備局長等選定

全国的なモデルとして成果を広く周知するとともに、

さらなる機能発揮を重点支援

取組を広く周知するとともに、取組の実現に向けて、

関係機関が連携し、重点支援

関係機関が連携し、企画検討等を支援

重点「道の駅」に想定される機能

地域の産業振興

地域福祉の向上

高度な防災機能

地域の元気を創る

地域センター型

地方特産品のブランド化、６次産業化 等

診療所、役場機能、高齢者住宅 等

広域支援の後方支援拠点、防災教育 等

インバウンド観光の促進

地域の観光総合窓口機能

地方移住等の促進

地域外から活力を呼ぶ

ゲートウェイ型

外国人案内所、免税店、無料公衆無線LAN、

地域全体の観光案内、宿泊予約窓口 等

地方移住のワンストップ窓口
ふるさと納税の情報提供 等

海外対応ATM 等



道の駅「パティオにいがた」

〇閉ざされた史実（戊辰戦争の激戦地：今町地区）に光を当て、地域内外の多くの人たちが道の駅を拠点としてまちなかを訪れ回
遊する仕組み作り。

○交流人口の増加を図り、人と人とがふれあい、新たな刺激を与え合うことによる地域の活性化を期待。

＜実施内容＞

○ 地域の宝物を紹介するジオラマ模型の設置

○ 戊辰戦跡をはじめとした今町の魅力を発信

○ 観光ガイドボランティアの育成

○ 地域探訪・今町まち歩きツアーの実施

※イメージ

新潟県見附市

観光総合窓口
史実・文化など知的好奇心を刺激する

機会の提供

＜地方創生拠点としての機能＞

ゲートウェイ型

設置者

見附市

新設/既設

既設

路線

主要地方道
（見附中之島線）

駅名

パティオ
にいがた

都道府県

新潟県

設置年度

平成２５年

種別

単独型

■見附市は、「超高齢化社会・人口減少社会における持続可能な都市・地域」につ
いて地域活性化モデルケースに選定。

■中心市街地の活力の回復のため、戊辰戦争の際に激戦地となった今町を紹介す
るジオラマ模型を設置。地域自治組織である「今町まちなかコミュニティ」と連携し、
今町の観光ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを育成しながら、地域探訪・まち歩きツアーなどを実施。

新政府軍の本営となった
永閑寺

弾痕の残る米山薬師塔

約３６０年の伝統を誇る今
町・中之島大凧合戦

＜提案の先駆性・ポイント＞

位置図

道の駅から中心市街地へ回遊する仕組みづくり

地域の宝物を紹介する
ジオラマ模型の設置

今町の魅力発信

市内のスポット情報を記載したカード
（一部お得なクーポン付き）

「見附まちなびカード」の設置 【実施済】まち歩きツアーの発着拠点

観光ガイドの育成、ツアーの実施

歴史資産の活用
（戊辰戦争の史跡等）

料亭ランチ等、
地元商店との連携

【課題】地元商店街の衰退

今町地区にある戊辰戦争の戦跡、大凧合

戦や大凧伝承館等の地域の宝物と連携し、

地域のゲートウェイとして機能

戊辰戦争史跡

料亭

●大凧伝承館



○ 過疎・中山間地の見回りと集荷・配達による地域福祉サービスの拠点

○ 高齢者の声かけ見回りと併せ、農産物及び生活物資の集荷・配達を行う福祉サービスを構築し、地域福祉と産業振興を図る

また、田舎暮らし体験など地域の魅力を発信し、観光振興や地域の担い手不足の解消を図る

道の駅「いりひろせ」 新潟県魚沼市

＜地方創生拠点としての機能＞

地域センター型
地域福祉

高齢福祉サービス

産業・観光振興
地場野菜の販売促進等

防災
地域防災備蓄場所

駅名 都道府県 設置者 路線 新設／既設 設置年度 種別

いりひろせ 新潟県 魚沼市 国道252号 既設 平成９年 単独型

道の駅「いりひろせ」

＜提案の先駆性・ポイント＞

○ 福祉サービスの充実
・高齢者の声かけ見回り、配食サービス、生活品配達を行う
地域巡回システムの構築

○ 地元農産物を活用した産業振興
・地域巡回システムによる農産物の集荷、農産物直売所の拡充
・雪中貯蔵施設（雪むろ）や加工所整備による農産品の高付加価値化の検討
○ 定住の促進
・特産品や食（郷土料理）、田舎暮らし体験の提供

■ 道の駅を出発し、高齢者の声かけ等「福祉サービス」を実施
・高齢者の声かけ見回り、配食サービス、生活品の配達を実施

■ 産業振興のための「農産物を集荷」して、道の駅に到着
・地域巡回システムにより農産物を集荷し、農産物直売所で販売
・農産物に付加価値をつけて人を呼び、定住促進を促す

道の駅発着の地域巡回システムの構築

① 過疎・高齢化の進行

・地域人口減少(H12：2,048人→H22:1,592人)
・高齢化が進行(高齢化率H12:36％→H22:42％)

→福祉サービスの充実が必要

② 地域の産業・活力が停滞

・農業の担手不足や販売ルートの不足により休耕田が増加

→農産物の販売ルート開拓と地域農業の担い手確保が必要
過疎高齢化が進む豪雪地帯
（年間の1/3が積雪期間）

地域の課題

外観位置図

＜実施内容＞



道の駅「南魚沼」
みなみうおぬま

〇 地域づくりプラットホームを日本版ＤＭＯを視野に、道の駅においてワンストップサービスを実現
〇 道の駅による医療サービスの提供による地域医療の推進

＜提案の先駆性・ポイント＞ ＜実施内容＞

○施設内の案内標記の多言語化及び多言語対応した案内

○電気自動車による周遊観光を可能とするＥＶ充電設備の設置

○宿泊予約やツアー手配のための旅行業登録

○ふるさと納税に関する情報提供

■産業振興の核として南魚沼産コシヒカリのブランド化、地場産野菜の生産拡

大と南魚沼産食材を活用する食文化研究の推進。

■雪国観光圏地域の広域的案内機能を備えた、地域全体のゲートウェイとして周

遊観光及びインバウンド観光を推進。

地域医療の推進

観光総合案内の窓口

インバウンド観光の強化

道の駅遺構

※イメージ図であり、今後、変更があります。

新潟県南魚沼市

インバウンド観光
多言語に対応した案内

観光総合窓口
雪国観光圏地域のゲートウェイ

地方移住等促進
ふるさと納税の情報発信

地域福祉
診療所・薬局等の地域福祉

雪国観光圏地域の各「道の駅」

と連携し、地域のゲートウェイと

して機能

設置者

南魚沼市

新設/既設

既設

路線

国道17号

駅名

南魚沼

都道府県

新潟県

設置年度

平成２４年

種別

単独型

＜地方創生拠点としての機能＞

地域センター型


