
4-2
東根市における道の駅整備による広域交
流拠点形成のための基盤整備検討調査

東根市 山形県東根市

仙台市から山形県北部への主要経路に位置する大森山周辺地区において、休憩施設の不足を
解消し、周辺既存施設との一体的な利活用を図るため、民間事業者による観光イベントの開催
や地元産定食の開発と合わせて、新設する道の駅の概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を
行う。

16,600 8,300

4-4
那珂IC周辺地域における複合型交流拠点
施設「道の駅」整備検討調査

那珂市 茨城県那珂市

茨城県北地域へのアクセスの動線上に位置し、県北地域の「観光の玄関口」としての役割が期
待されている常磐自動車道那珂インターチェンジの周辺地域において、広域交通拠点の不足を
解消し、観光目的の来訪者を地域経済活性化につなげる拠点整備を実現するため、民間事業
者によるMaaSの交通結節点の整備等と合わせて、道の駅の概略設計や道の駅の整備・管理運
営に係るPPP/PFIの導入可能性検討等を行う。

34,600 17,300

4-9
木津川市における『にぎわい拠点整備』の
ための基盤整備検討調査

木津川市 京都府木津川市

日本遺産である「日本茶800年の歴史散歩」の文化的景観を有する京都府山城地域に位置し、
国道163号バイパスと国道24号城陽井手木津川バイパス（事業中）が交差する当該箇所におい
て、観光・産業の振興拠点を整備し、交流人口の増加や地域の活性化を実現するため、民間事
業者による観光イベント等の開催に向けた取組と合わせて、にぎわい拠点・アクセス道路の整備
に係る需要予測、基礎調査及び概略設計を行うとともに、同拠点の整備・管理運営に係る
PPP/PFI 導入可能性検討等を行う。

20,000 10,000

4-13
姫路市における新たな道の駅の整備によ
る地域活性化のための基盤整備検討調査

姫路市 兵庫県姫路市
播但連絡道路花田ICに近接する姫路市東部において、自動車で立ち寄れる休憩施設や観光拠
点施設の不足を解消するため、民間事業者による高速バス・路線バスの乗り入れやマルシェの
開催と合わせて、新設する道の駅の概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

42,400 21,200

4-15
鶉野地区における新たな道の駅等整備に
よる地域振興拠点形成のための基盤整備
検討調査

加西市 兵庫県加西市

国道372号に近接し多くの産業施設が集積する一方、歴史遺産群（鶉野飛行場跡地周辺の防
空壕、機銃座、滑走路等）を有し、近年観光客が急増している鶉野地区において、地域活性化と
持続可能なまちづくりを一体的に進め、増加する観光客等に地域の魅力を効果的に発信できる
施設等を整備していくため、民間事業者による観光ツアーや環境配慮型観光モビリティ事業実施
に向けた取組と合わせて、道の駅の概略設計や道の駅の整備・管理運営に係るPPP/PFIの導入
可能性検討等を行う。

16,000 8,000

4-17
安芸太田町における観光拠点形成のため
の道の駅再編基盤整備検討調査

安芸太田町
広島県安芸太田
町

国の特別名勝『三段峡』等の観光資源を有し、中国自動車道を介して山陽自動車道や浜田自
動車道、岡山自動車道と接続し広島県内外からのアクセスが良好な安芸太田町の戸河内ＩＣ周
辺地域において、集客施設が散在しかつ道路で分断されているＩＣ直近の道の駅「来夢とごうち」
を町全体の活性化に寄与する新たな観光・産業振興の拠点として再整備するため、民間事業者
による地域通貨を活用した観光客等の消費促進に係る取組等と合わせて、道の駅の再整備に
係る概略設計や道の駅の再整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

25,000 12,500

4-19
｢大川の駅｣(道の駅と川の駅)整備による広
域的産業・観光振興拠点形成のための基
盤整備検討調査

大川市 福岡県大川市

有明海沿岸道路大野島ICに近接する大川市南西部において、大川市が単なる通過点とならな
いように、魅力ある目的地としての拠点整備を実施するため、民間事業者によるカフェ・レストラン
の運営やものづくり・食のイベントの開催と合わせて、新設する道の駅の概略設計や整備効果の
検討、PPP/PFI導入可能性検討等を行う。

27,000 13,500

4-21
朝日地域における道の駅拡張による観光
拠点形成のための基盤整備検討調査

村上市 新潟県村上市
新潟県と山形県の県境近くに位置する村上市朝日地域において、日本海東北沿岸自動車道の
開通とともに既存の道の駅の機能を充実させるため、民間事業者による地場産品の販売拡大や
集客イベントの開催と合わせて、拡張する道の駅の基本設計等を行う。

40,000 20,000

3-4
温海地域における道の駅移転整備に係る

基盤整備検討調査
鶴岡市 山形県鶴岡市

温泉を中心とした観光が盛んな温海地域において、日本海沿岸東北自動車道のＩＣから離れて
いる既存の道の駅の移転及び機能の充実のため、民間事業者による自然体験交流事業の実施
やイベントの開催と合わせて、道の駅に係る需要予測、概略設計及び整備・運営に係るPPP/PFI
導入可能性検討を行う。

19,000 9,500

3-18
第二京阪道路沿道における休憩施設の基

盤整備検討調査
交野市 大阪府交野市

広域的な物流拠点となることが見込まれる第二京阪道路沿道の交野市において、増加する物流
交通や物流倉庫周辺の環境保全のため、民間事業者による物流倉庫建設に合わせて、休憩施
設（駐車場）の整備に向けた現況調査・整備効果・概略設計及び駐車場・収益施設の管理運営
に係るPPP/PFI導入可能性検討を行う。

30,000 15,000

3-19
三木市吉川地域における拠点エリア形成

のための基盤整備検討調査
三木市 兵庫県三木市

三木市吉川地域において、現在、物販施設と温泉施設が併設しているエリアを観光・地域交流
の拠点エリアとするため、民間事業者によるショップやミュージアム機能の充実と合せて地域交流
施設・情報発信施設・駐車場の再整備に係る概略設計等を行う。

18,000 9,000

3-21
白石市における道の駅と公園の一体的整
備による観光・産業・防災拠点形成のため
の基盤整備検討調査

白石市 宮城県白石市

中心市街地と西部エリアに豊富な観光資源を有し、令和2年10月に（仮称）白石中央スマートイ
ンターチェンジ（SIC）の事業化が決定した白石市において、観光産業の活性化やそれに伴う雇用
の創出、市の防災力の強化のため、土地開発公社による工業団地の整備と合わせて、SICを活
用した観光・防災拠点としての道の駅と公園の整備を行うにあたり、道の駅及び公園の概略設計
やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

45,000 22,500

3-22
遊佐町における道の駅移転整備に係る基
盤整備検討調査 遊佐町 山形県遊佐町

鳥海山など自然豊かな遊佐町において、日本海沿岸東北自動車道のＩＣから離れている既存の
道の駅の移転及び機能の充実のため、民間事業者による物販施設の整備、お土産品の開発や
観光ツアーの実施と合わせて、道の駅の概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

20,000 10,000

官民連携基盤整備推進調査費　実施案件一覧（道路関係）

年度-番号 調査名 実施主体 対象地域 概要 実施計画額（千円）



東根市における道の駅整備による広域交流拠点形成のための基盤整備検討調査

○東根市は、山形空港・新幹線停車駅のさくらんぼ東根駅・東北中央自動車道の２つのＩＣを有し、また東北最大の都市である
仙台市と山形県内とを結ぶ国道４８号が通る県内交通の要衝である。
○大森山周辺地区は、屋外遊戯施設「ひがしねあそびあランド」や農協産直施設「よってけポポラ」が立地し、多くの人で賑わっ
ている。
○当地区に交流・情報発信拠点を整備することにより、周辺既存施設や市内の他の観光地との連携強化や果樹王国ひがしね
のブランド力向上が図られ、さらなる交流人口の拡大が期待されている。

地域の特徴等

【Ｒ４－２】 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：東根市】

【調査箇所：山形県東根市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・周辺既存施設と一体的に取り組むことにより、観光
客数や周辺既存施設の売り上げが増加

(4)【調査内容】
①駐車場、情報発信施設、休憩施設、防災施設、ア
クセス道路等に関する需要調査、施設配置計画、
概略設計等

②道の駅の管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・Ｒ3.３ 「第５次東根市総合計画」「第２次東根市都市計画マス

タープラン」において、道の駅の整備を位置づけ
・Ｒ3.7 「山形県広域道路交通ビジョン」において、防災拠点機

能を持つ道の駅予定地として位置づけ

位 置 図

ひがしね

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・仙台市から山形県北部への主要経路にもかかわらず
休憩施設が不在している。

・周辺既存施設の一体的な利活用が求められるととも
に、休憩場所や地域の魅力を発信する施設が不足し
ている。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・PPP/PFI事業者による情報発信、休憩施設の管理
運営（令和10年度～）

・既存集客施設（ひがしねあそびあランド等）と連携
した観光各種イベントの開催（令和10年度～）

・農協産直施設「よってけポポラ」や市観光物産協会
との連携による東根産定食の開発提供

（令和10年度～）
密接な
関連性

【事業費：16,600千円 国費：8,300千円】

凡 例

社会資本整備

民間での取組

駐車場、情報発信施設、休憩施設

防災施設、アクセス道路等の整備

（PPP/PFI導入可能性検討)

既存集客施設（ひがしねあそび
あランド等）と連携した観光各
種イベントの開催

情報発信・休憩施設
の管理運営
東根産定食の開発・
提供



那珂IC周辺地域における複合型交流拠点施設「道の駅」整備検討調査

〇那珂インターチェンジ(IC)の周辺地域は、リニューアル構想を策定した茨城県植物園等の観光資源を有し、また観光資源に恵
まれた県北地域へのアクセスの動線上に位置することから、県北地域の「観光の玄関口」としての役割が期待されている。

○しかし、IC周辺には観光目的の来訪者を地域経済活性化につなげる拠点がなく、これまで「旅の通過点」に甘んじてきた。
〇今般、常磐自動車道や茨城港常陸那珂港区を背景とした立地特性を踏まえ、交通事業者によるMaaSの交通結節点の整備等が
検討されていることから、これらを契機として複合型交流拠点施設「道の駅」を整備することで、周辺地域を含む観光資源の
ネットワーク化による本地域の「旅の拠点」化、そして更なる民間投資の誘発が期待できる。

地域の特徴等

【Ｒ４－４】 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：那珂市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・観光入込客数・観光産業の売上の増加
・６次産業化の推進、販路拡大等の取組による地域産
物販売額の増加

(4)【調査内容】
①道の駅（駐車場、休憩施設、情報発信施設、防災
施設等）の概略設計

②道の駅の整備効果の検討
③道の駅の整備・管理運営に係るPPP/PFIの導入
可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・令和元年５月 国道１１８号と併せて都市計画道

路菅谷・飯田線の4車線化整備を計画
・令和２年１０月 茨城県植物園及び茨城県民の森の

リニューアル構想の策定
・令和３年３月 那珂IC周辺地域の「まちづくりの

方針」において、道の駅整備の検
討を方針決定

【調査箇所：茨城県那珂市】
いばらきけんなかし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・高速ICを活かした広域交通拠点が不足
・観光目的の来訪者を地域経済活性化につなげる拠点
施設が整備されていない

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・バス、タクシー事業者等が連携したMaaSの交通結節点
の整備（令和８年度～）

・観光協会による新規ツアーの実施（令和１０年度～）

・生産者団体や大学、高校等が連携したご当地メニュー・
商品の開発（令和７年度～）

・PPP/PFI事業者による農産物直売所、飲食施設等の整備
・運営（令和８年度～）

密接な
関連性

【事業費：34,600千円 国費：17,300千円】

一途を必ず

位 置 図

市民アンケート調査
Q. 那珂IC周辺地域にどのよう
な施設があると良いですか。

凡 例

社会資本整備

民間での取組

・MaaSの交通結節点の整備
・新規ツアーの実施
・ご当地ﾒﾆｭｰ・商品の開発
・農産物直売所、飲食施設等
の整備・運営

道の駅（駐車場、休憩施設、情報発
信施設、防災施設等）の整備
（PPP/PFIの導入可能性検討）

至：国道118号
那珂IC



木津川市における「にぎわい拠点整備」のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－９】 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：木津川市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・観光入込客数、観光消費額の増、市内生産年齢人口の増
・農産物の直売所の増進、地産地消の推進
・官民連携による地域主体の持続可能なまちづくり

(4)【調査内容】
①にぎわい拠点・アクセス道路の整備に係る需要予測・

基礎調査
⓶にぎわい拠点・アクセス道路の概略設計

③にぎわい拠点の整備・管理運営に係るPPP/PFI 導入
可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成27年12月 お茶の京都 木津川市マスタープランを策定

・平成31年 4月 国道２４号城陽井手木津川バイパス事業化
・令和 2年 3月 都市計画道路東中央線開通
・令和 2年 4月 市役所内に城陽井手木津川バイパス事業プロジェクトチームを設置
・令和 3年 3月 第2次木津川市都市計画ＭＰに「にぎわい拠点」の整備検討を位置づけ

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・当該地域を通過する国道等の道路利用者の休憩施設がない
・観光、産業、農業の地域資源や歴史文化の地域間交流や大

規模災害時等の防災機能として拠点整備の必要性がある。

【事業費：20,000千円 国費：10,000千円】

○木津川市が位置する京都府山城地域は、京都と奈良という古都に挟まれ、古くから木津川の水運を利用した交通の結節点として国内外と
の人・もの・文化が盛んに行き来する『交流の地』として栄えてきた1000年以上に及ぶ歴史がある。

○京都府南部の山城地域は、「抹茶」「煎茶」「玉露」を生み出し、「茶の湯」をはじめとする日本の喫茶文化を支え、リードしてきた
「日本茶のふるさと」であり、平成27年には「『日本茶800年の歴史散歩』～京都・山城～」の文化的景観が日本遺産に認定されるな
ど、木津川市においても茶文化による観光、歴史、文化の振興を通じた地域間交流などを行い、にぎわいの創出に取り組んでいる。

○令和2年3月に開通した国道163号バイパスと今後整備予定の国道24号城陽井手木津川バイパスが交差する当該箇所において「にぎわい
拠点」を整備することにより、歴史と自然環境豊かな本市の特色を生かした、地域産業や広域観光の振興拠点として、さらなる交流人口
の増加や地域の活性化に寄与することができる。

凡 例

社会資本整備

民間での取組

163

163

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・地域連携DMOや観光協会等による観光イベントの開催

（令和11年度～）
・農業協同組合等による直売所における農産物等の販売

（令和11年度～）
・市内公共交通運行事業者によるバス路線再編の検討

（停留所の整備）（令和11年度～）

【調査箇所：京都府木津川市】
きづがわ

24

(至)京都

(至)名古屋

(至)奈良・大阪

アクセス道路の整備

・観光イベントの開催
・直売所における農産物等の販売
・バス路線再編の検討（停留所の整備）

にぎわい拠点の整備
（PPP/PFI 導入可能性検討）

一途を必ず

位 置 図
密接な
関連性

地域連携DMO
イベント風景
（イメージ）



姫路市における新たな道の駅の整備による地域活性化のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【実施主体名：姫路市】

【調査箇所：兵庫県姫路市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・民間のノウハウを活用することにより、観光客の増加や
地場産品の消費拡大がなされ、交流人口の増加や地域経
済の活性化が図られる。

(4)【調査内容】
①道の駅（駐車場、休憩施設、情報発信施設、地域振興施
設、防災施設、バス停留所等）及び周辺道路の配置検討、
概略設計
②道の駅の整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成27年3月 姫路城グランドオープンにより、観光
客が大幅に増加

・令和３年３月 「(仮称)道の駅姫路」整備基本構想の策定
・令和４年３月 「(仮称)道の駅姫路」基本計画の策定見込

位置図を添付
（必須）
県外の人が見て
すぐにその場所が
分かるもの

位 置 図

○ 姫路市は、兵庫県南西部の播磨平野に位置し、世界遺産・国宝姫路城を中心とした市街地と山林、田園、離島などの豊かな
自然を擁している。また、京阪神、中国、山陰を結ぶ交通の要衝としても機能する播磨の中核都市である。

○ 姫路城のほか、市内の観光地には自動車で来訪する観光客が多く、利用者の休憩施設が求められている。
○ 姫路市には、優良な農産物・畜産物・水産物、国内外で評価の高い皮革、地理的表示ＧＩ「はりま」の指定を受けた清酒な
ど、地域資源が数多く存在し、それらを活かした地域活性化が期待される。

ひめじ

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・自動車で立ち寄れる休憩施設や観光拠点施設の不足
・優良な地場産品の魅力を発信する施設の不足

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・PPP/PFI事業者による道の駅整備・管理運営（令和７年度～）
・整備予定地周辺の飲食事業者等によるマルシェの敷地内での
開催（令和９年度～）

・バス事業者による高速バス、路線バスの乗り入れ検討（令和
９年度～）

密接な
関連性

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：42,400千円 国費：21,200千円】【Ｒ４－１３】調査計画書（案）の概要

姫路市

世界遺産・国宝姫路城

道の駅の整備

・道の駅の整備・運営
・マルシェの開催
・高速バス、路線バスの
乗り入れ検討

JR姫路駅

播但連絡道路
花田IC 交差点・周辺道路の整備

道の駅整備
予定地



道の駅（駐車場、休憩施設、地
域振興施設、情報発信施設等）
の概略設計
（PPP/PFI導入可能性検討）

鶉野地区における新たな道の駅等整備による地域振興拠点形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－１５】調査計画書の概要 【実施主体名：加西市】

【調査箇所：兵庫県加西市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・観光入込客数の増加による地場産品等の消費拡大。
・民間の先進的なまちづくりの促進が期待され、地域活性化
の効果が一層拡大することが見込まれる。

(4)【調査内容】
①道の駅（駐車場、休憩施設、地域振興施設、情報発信施設等）
の概略設計
②道の駅の整備効果の検討
③道の駅の整備・管理運営に係るPPP/PFIの導入可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成27年４月 鶉野飛行場跡地周辺整備開始
・平成28年６月 鶉野飛行場滑走路跡の払下
・令和３年10月 （一社）加西市観光協会が設立
・令和４年３月 加西市道の駅基本構想策定
・令和４年４月 加西市地域活性化拠点施設「soraかさい」オープン予定位 置 図

かさい

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・増加する観光客等に地域の魅力を効果的に発信できる施設や
道路利用者の休憩施設を整備することが必要。
・地域活性化と持続可能なまちづくりを一体的に進めるための
拠点施設の整備が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・観光協会による新規観光ツアーの実施
（令和１０年度～）
・バス事業者による環境配慮型観光モビリティ事業

（令和１０年度～）
・バス事業者 による地場産品の販売拡大イベントの開催
（令和１０年度～）
・空運会社による食料品配送等に係るドローン活用実証実験
（令和１０年度～） 密接な

関連性

【事業費：16,000千円 国費：8,000千円】

〇本地区は、国道372号が近接する交通利便性や災害に強い平坦な地形など優れた立地条件により、多くの産業施設が集積しており、
都市計画マスタープランにおいて地域核及び産業拠点として位置付けられている。

○また、加西市では鶉野飛行場跡地周辺に残る防空壕、機銃座、滑走路などの歴史遺産群をフィールドミュージアムと見立て、平成２７年
より散策用歩道整備や解説サインの設置など鶉野地域の整備を行っており、近年、平和学習の場として市の戦争遺跡を訪れる学校や、
観光客が急増している。令和3年10月には（一社）加西市観光協会が設立された。

〇そうした状況を踏まえ、本地区においては、産業集積を図る一方都市機能を向上させ、活力溢れる地域核を形成するため、観光産業の発展
に資する、地域振興拠点の整備が求められている。

凡 例

社会資本整備

民間での取組

加西市地域活性
化拠点施設
「soraかさい」

市道(仮)鶉野飛行場線

市道中野家塚線

・新規観光ツアーの実施
・環境配慮型観光モビリ
ティ事業
・地場産品の販売拡大イ
ベントの開催
・ドローンによる地場産
品等配送

うずらの



安芸太田町における観光拠点形成のための道の駅再編基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－１７】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：安芸太田町】

【調査箇所：広島県安芸太田町】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
• 観光DMOによる観光振興の取組が加速し、町内への誘客促進お

よび消費拡大により、地域内経済の好循環をもたらす。

(4)【調査内容】
① 道の駅（駐車場、休憩施設、情報発信施設、地域振興施設
等）の再整備に関する需要調査

② 道の駅の再整備に係る概略設計
③ 道の駅の再整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成31年1月 道の駅「来夢とごうち」が重点「道の駅」に

選定
・令和3年12月 一般社団法人地域商社あきおおたが登録観

光地域づくり法人の地域DMOに認定
・令和4年 3月 道の駅再整備基本計画策定（予定）

位 置 図

あきおおた

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
• 散在する集客施設が連携した仕組みが乏しく、道路で分断され
ているため回遊性や安全性が損なわれている。

• 行楽期を中心に道の駅進入時の車両滞留により国道191号で渋
滞が発生し利用者の利便性が損なわれている。

• 町内観光地の魅力を伝えるショールームとなる情報発信拠点が
必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
• (一社)地域商社あきおおたが地域通貨を活用した観光客等の消費
促進に係る取組を実施（令和８年度～）

• (一社)地域商社あきおおたが新規散策ツアーを実施（令和８年度
～）

• (一社)地域商社あきおおたが顧客情報管理システムにより顧客動
向の分析等を通して利用者ニーズを把握し、サービス向上やリ
ニューアル等を検討（令和８年度～） 密接な

関連性

【事業費：25,000千円 国費：12,500千円】

○ 安芸太田町は、国の特別名勝『三段峡』や、スキー場を有する県内最高峰の恐羅漢山など、豊かな自然環境に恵まれた地域であり、自然
を舞台とした体験や森林セラピーなど、都市部では味わえないアウトドアの場として人気がある。

○ 安芸太田町には、２つのインターチェンジがあり、中国自動車道を介して山陽自動車道や浜田自動車道、岡山自動車道といった主要道路
との良好なアクセスにより広島県内外から訪れやすい場所に位置するものの、点在する町内観光地の連携不足により観光客の滞在時間が
伸びず消費が増えないことが課題となっている。

○ 戸河内ＩＣ直近にある道の駅「来夢とごうち」は、町の玄関口にありながら施設の老朽化（建設後27年経過）や回遊性等に課題があり、
顧客ニーズに十分に応えられていないことから入込客数が伸び悩んでおり、道の駅の再整備により新たな観光・産業振興の拠点として町
全体の活性化に貢献することが期待されている。

観光入込客数と
道の駅利用者の推移

（千人）

町内入込数

うち道の駅入込数

戸河内IC

国道
186号

道の駅（駐車場、休憩施設、情報発信
施設、地域振興施設等）の再整備
（PPP/PFI導入可能性検討）

・地域通貨を活用した観光客等の
消費促進に係る取組を実施

・新規散策ツアーの実施
・利用者ニーズへの対応強化

国道191号
凡 例

社会資本整備

民間での取組

道の駅
「来夢とごうち」



道の駅

｢大川の駅｣(道の駅と川の駅)整備による広域的産業・観光振興拠点形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－１９】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：大川市】

【調査箇所：福岡県大川市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
PPP/PFIの活用や民間事業用地との連携により、インバウンド
を含む観光客など交流人口が増加し、地域経済への経済波及効果
が期待される。

(4)【調査内容】
①道の駅（駐車場、休憩施設、情報発信施設、地域振興施設、防
災施設）の施設配置の検討（基本計画図作成等）
②｢大川の駅｣（道の駅と川の駅）の整備効果検討
③｢大川の駅｣（道の駅と川の駅）の整備・管理運営に係る
PPP/PFI導入可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・令和2年5月 大川市第6次総合計画及び第2期まち･ひと･しごと創

生総合戦略に、｢大川の駅｣の整備・推進を位置づけ
・令和3年3月 有明海沿岸道路大川東IC～大野島IC間の開通
・令和3年4月 ｢大川の駅｣全体計画の策定・公表
・令和3年11月 国交省ブロックサウンディングに参加

おおかわし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・大川市が、有明海沿岸道路の単なる通過点とならないよう、こ
の地域の｢食｣や｢ものづくり｣や｢自然｣を体感できる、魅力ある
目的地としての拠点整備が必要。
・環有明海地域の扇の要となる地の利を活かし、この地域の資源
を活用した新たな商品開発や新しいビジネスが生まれる創造の
拠点づくりが必要。

【事業費：27,000千円 国費：13,500千円】

○大川市は、福岡県の南西部に位置し、主要産業は、大川家具・建具などの木工業、いちご・海苔などの農水産業であり、特に、木工関連産業は、市内に家具
・建具・製材・合板・塗料・販売など幅広くインテリアに関する事業者が揃い、全国有数の家具のまちとして知名度が高く、産業振興を進めてきた。

○観光においては、筑後川の雄大な景観と、筑後川昇開橋、デ・レーケ導流堤などの文化財や土木遺産などの地域資源を活かした観光振興を進めている。

○大川市では、有明海沿岸道路、九州佐賀国際空港、三池港といった重要なインフラを活かして、関係自治体との連携を強化し、この地域の一体的な経済的浮
揚を図ることを目指しており、道の駅と川の駅の機能を併せ持つ、｢環有明海地域｣のものづくりに視点を当てた広域的な産業・観光振興拠点として、「大川
の駅」の整備を進めている。

大川の駅整備予定地

凡 例

社会資本整備

民間での取組

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
（すべて令和9年度～）
・PPP/PFI事業者によるカフェ・レストランの整備・運営
・PPP/PFI事業者によるものづくり創造ラボの設置
・PPP/PFI事業者によるマルシェや市場など、ものづくりや食
のイベント開催
・PPP/PFI事業者によるものづくりコンシェルジュの配置
・PPP/PFI事業者による筑後川水辺空間でのキャンプなど、手
軽に楽しめるアウトドア、船での遊覧の実施
・(一社)大川観光協会による観光案内所の運営 密接な

関連性

道の駅の整備
（駐車場、休憩施設、情報発信施設、
地域振興施設、防災施設）

川の駅の整備

・アウトドア、船での遊覧の実施

・カフェ、レストランの整備

・ものづくり創造ラボの設置

・ものづくりや食のイベント開催

・ものづくりコンシェルジュの配置

・観光案内所の運営

民間事業用地

川の駅

位 置 図



朝日地域における道の駅拡張による観光拠点形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【実施主体名：村上市】

【調査箇所：新潟県村上市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・観光及び地域情報発信と商品販売との連携により、観光
客や地場産品の売り上げが増加し、交流人口や地域経済
の活性化に繋がる。

(4)【調査内容】
①地域振興施設、駐車場、広場、防災施設等の基本設計
（配置検討、概略図の作成、概算工事費の算出等）

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成２５年５月 日沿道新潟山形県境区間の事業化決定。
・平成２８年３月 道の駅朝日拡充基本構想の策定・公表。
・令和３年 ３月 道の駅「朝日」拡充基本計画の策定・公表。
・令和３年 ６月 サウンディング型市場調査の実施・公表。

○ 村上市朝日地域は、村上市北部に位置し、自然環境や景観・史跡に恵まれた地域となっている。
〇 当地区の国道７号沿いに立地する道の駅「朝日」は、日本海沿岸東北自動車道の朝日まほろばＩＣに近接し交通利便性が
高いことから、都市計画マスタープランで観光拠点として位置付けている。

○ 日本海沿岸東北自動車道・新潟山形県境区間である朝日温海道路(朝日まほろばIC～あつみ温泉IC間）の供用に向け、交流人
口や観光需要に対する拠点としての機能向上が期待されている。

むらかみし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・日沿道延伸後に通過点とならないよう、産業振興や観
光などの地域活性化のために幅広く利用される拠点とし
て機能の充実が必要。

・大雪等での通行止め時に道路利用者が滞留できる施設が
必要。

・築30年を経過した施設や設備の老朽化への対応が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業者による地域振興施設等の管理運営（Ｒ９年度～）
・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業者による地場産品の販売拡大や「ご当地食」新メ
ニューの開発・販売（Ｒ９年度～）

・商工会等による集客イベントの開催（Ｒ９年度～）
・工芸品製作団体によるシルクフラワー製作体験の充実や新商品の開発・販売
（Ｒ９年度～）

密接な
関連性

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：40,000千円 国費：20,000千円】【Ｒ４－２１】調査計画書（案）の概要

一途を必
ず村上市

朝日地区

アクセス道路

日沿道（建設中）

・地域振興施設の管理・運営
・地場産品の販売拡大や「ご当地食」
新メニューを開発・販売

・集客イベント開催
・シルクフラワー製作体験の充実や新
商品の開発、販売

位 置 図

地域振興施設、駐車場、広場、防災施設等の整備

現 道の駅「朝日」



温海地域における道の駅移転整備に係る基盤整備検討調査

○ 鶴岡市温海地域は、あつみ温泉を中心とする観光のまちであり、また、焼き畑農法による「温海かぶ」など在来作物の宝庫で
あるとともに、西側には日本海が広がり、鼠ヶ関港をはじめとして新鮮な魚介類が水揚げされる。

○ 鼠ヶ関地区は、古来より関所が設けられていた交通の要衝であり、都市計画マスタープランで地域拠点と位置付けている。
○ 日本海沿岸東北自動車道・新潟山形県境区間である朝日温海道路（朝日まほろばIC～あつみ温泉IC間）の供用に向け、
鼠ヶ関IC（仮称）から離れている既存道の駅あつみの移転と、休憩機能の充実が課題となっている。

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：鶴岡市】

【調査箇所：山形県鶴岡市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
道の駅移転と民間事業者の良質なサービスの提供
による、道の駅利用者、売上の増加。
観光情報発信による交流人口の増加。

(4)【調査内容】
① 道の駅整備に係る需要予測、概略設計等
② 道の駅整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能

性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
平成25年5月…日沿道新潟山形県境区間の

事業化決定。
平成31年3月…市総合計画において鼠ヶ関

IC（仮称）周辺整備を公表。
令和2年11月…道の駅整備上の課題について

方針を決定。

位 置 図

つるおか

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
日沿道延伸後に温海地域が単なる通過点になら
ないよう活性化ツールが必要。
日沿道のICから離れている既存道の駅の移転と
機能の充実が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
観光協会等による観光案内所の設置。(令和9年度
～)
漁業生産者団体による「大漁旗フェスティバル」
等のイベントを連携開催。(令和9年度～)
NPO法人が企画する自然体験交流事業の実施。
(令和9年度～)
PPP/PFIによる物販施設の運営。(令和9年度～)

密接な
関連性

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：19,000千円 国費：9,500千円】

道の駅
整備地

（国道7号）

（
国
道

345
号
）

至 新潟

鼠ヶ関IC（仮称）

整備方針イメージ

あつみ

• 観光案内所の設置
• イベントの連携開催
• 自然体験交流事業の実施

PFI方式等により民間
事業者が道の駅を整
備・管理運営

新潟県
村上市

日本海

温海地域
鼠ヶ関地区

　R3-4



第二京阪道路沿道における休憩施設の基盤整備検討調査

○第二京阪道路は平成22年3月に開通し、沿道各市では第二京阪道路を中心としたまちづくりが進められている。
○近年、南海・東南海地震の発生に備え、物流施設（物流倉庫）が大阪湾沿岸部から内陸部に移っており、交野市においても1棟の物流倉
　庫が完成し、さらに2棟が建設中、1棟の建設予定も持ち上がっている。
○第二京阪道路へは、新名神高速道路（令和5年度開通予定）、淀川左岸線延伸部の接続が計画されており、交通ネットワークが今後
　さらに充実することから、当地が広域的な物流の拠点となることが期待されている。

地域の特徴等

【R3-18】　 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：交野市】

【調査箇所：大阪府交野市】

 (5)民間の活動と一体的に整備する効果

(4)【調査内容】

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）

位 置 図

かたの

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定

【事業費：30,000千円　国費：15,000千円】

・物流倉庫の増加、高速道路ネットワークの充実により
大型車の交通量が増加

・アクセス道路が令和3年3月大阪府都市整備中期計画に
位置付けられる。市として道路整備に併せた沿道まち
づくりとして駐車場を誘導する。

・デベロッパー２社により２棟の物流倉庫建設中（令和3
年度完成・稼働）

・上記とは別にデベロッパーが１棟物流倉庫進出検討中
(令和4年度以降予定)

・PPP/PFI事業者による、駐車場、飲食・温浴施設等の整
備・管理運営

・駐車場の需要予測、整備効果、施設規模、概略設計等
の検討

・駐車場および収益施設の管理運営に係るPPP/PFI導入可
能性検討

・地域内外の物流事業者・テナント・トラックドライバー
からの魅力が向上し、当地の物流産業の活性化や新規移
入による地域経済の消費拡大、雇用増加

凡　例

社会資本整備

民間での取組

至 
京都

(交野
北IC)

第二
京阪
道路

都
市
計
画
道
路

（
ア
ク
セ
ス
道
路
）

至
 
大
阪

ＪＲ
学研
都市
線

物流倉庫
（既設）

物流倉庫
（既設・枚方市）

物流倉庫（建設中）

物流倉庫（建設中）

物流倉庫（検討中）
フレ
ンド

マー
ト

カイ
ンズ

ホー
ム

トラック駐車場
（休憩施設）

交野南IC

物流倉庫(交野市内)

物流倉庫(交野市外)

交野南IC寝屋川北IC 交野北IC

第二京阪道路

当該地

・増加が見込まれる物流交通に対応するためにも、
ドライバーの労働環境(休憩・待機・生活)の改善、
物流倉庫周辺の地域住民の生活環境の保全、交通
安全を確保するための駐車場（休憩施設）が必要

飲食・温泉施設等整備
（PPP/PFI）

密接な
関連性

3



三木市吉川地域における拠点エリア形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【R3-19] 　 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：三木市】

【調査箇所：兵庫県三木市】

位 置 図

みき

【事業費：１８，０００千円　国費：９，０００千円】

・当エリアは、温泉施設と直売所、多目的スペース、レストラン、食品加工施設などの施設群が充実している一方、

　竣工から15年以上が経過し経年変化への対応を検討する時期を迎えている。

・また、大都市圏から1時間程度でアクセス可能でありながら、田園風景に恵まれ、全国的にも評価の高い山田錦を

　はじめとする特産品を産するなど有利な条件を備えている。

・さらに、地域の方の日常生活の場となるとともに、道路利用者の立ち寄り利用に応じることも期待される。

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・令和元年１０月　商工会より「よかわ活性化構想」
　　　　　　　　　の提案
・令和３年３月　　山田錦の郷活性化構想を策定

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・（株）吉川まちづくり公社による拠点エリア内施設の管理・　　
　運営（R７年度～）
・（株）吉川まちづくり公社によるショップやミュージアム機
　能の充実（Ｒ７年度～）
・（株）吉川まちづくり公社によるサイクルターミナル拠点と　
　して管理・運営（Ｒ７年度～）
・（株）吉川まちづくり公社によるイベント等の実施（Ｒ７年
　度～）

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・地域外からの集客のための拠点エリアの整備が必要

・地域交流のための市民の憩いの場の整備が必要

(4)【調査内容】
①地域交流施設、情報発信施設、駐車場を再整備するため

の概略設計

 (5)民間の活動と一体的に整備する効果
 ・拠点エリア全体の集客力のアップ
 ・観光客の入り込み数・観光産業の売り上げの増加

吉川体育館

凡　例

社会資本整備

（株）吉川まちづくり公
社が地域交流施設及び情
報発信施設等を運営管理
する予定。

民間での取組

拠点エリアの概略設計

密接な
関連性

4



白石市における道の駅と公園の一体的整備による観光・産業・防災拠点形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【R3-21】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：白石市】

【調査箇所：宮城県白石市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果

(4)【調査内容】

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・令和２年１０月に(仮称)白石中央SICの事業化
・令和３年４月に第六次白石市総合計画にSIC周辺への
道の駅整備を位置づけ

・令和３年９月に道の駅、スポーツ・レクリエーション

拠点を有する公園、工業団地を含めたSIC周辺整備
基本計画を策定予定

位 置 図

しろいしし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定

【事業費：４５,000千円 国費：22,500千円】

・PPP/PFI事業者による、道の駅及びスポーツ・レクリエ

ーション拠点を有する公園の一体的な整備運営
（令和６年度～）

・土地開発公社による工業団地の整備
（令和６年度～）

・観光産業の活性化やそれに伴う雇用の創出、市の防災力
の強化のため、SICを活用した、観光・防災拠点としての
道の駅と公園の整備が必要

①道の駅及び公園の整備に係る地形・地質の調査
②道の駅及び公園の概略設計
③道の駅及び公園の整備効果の検討
④道の駅及び公園の一体的な整備・管理運営に係る
PPP/PFI導入可能性検討

・工業団地との一体的な整備による道の駅及び公園の

スポーツ・レクリエーション拠点の入込客数の拡大
・工業団地の付加価値向上による企業進出の促進

〇白石市は「南東北のへそ」、「県南の玄関口」に位置し、「白石城」「伝統食白石温麺を味わえる飲食店」等の観光施設や、イン
バウンド観光客に人気の高い「宮城蔵王きつね村」「材木岩公園」等、中心市街地と西部エリアに豊富な観光資源を有している。
〇令和２年１０月には(仮称)白石中央スマートインターチェンジ（SIC）の事業化が決定した。
〇同事業では、市の中心市街地や西部エリア、国道１１３号沿線のアクセス性が向上することから、新たな周遊観光ルートの
形成による観光産業の活性化や賑わいの創出、交流人口の拡大が期待されている。
〇また、SICの事業化に伴い、SIC周辺に工業団地の造成が予定されており、観光・産業振興と市の防災力の強化のため、市の
総合計画において、SIC周辺における観光・防災拠点としての道の駅を位置付けたところである。

至 仙台

至 福島

R4

E4

（仮称）
白石中央SIC

凡 例

社会資本整備

民間での取組
工業団地の整備

道の駅及び
公園の

一体的な整備
運営

（PPP/PFI
導入可能性
検討）

密接な
関連性



遊佐町における道の駅移転整備に係る基盤整備検討調査

地域の特徴等

【R3-22】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：遊佐町】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・道の駅移転と民間事業者が行うサービス向上により、
道の駅利用者・売上の向上。

・町への来訪者が増加し、地域経済の活性化に繋がる。

(4)【調査内容】
①道の駅整備に係る需要予測、概略設計等
②道の駅整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性
検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
平成28年3月…道の駅の移転を謳った遊佐パー

キングエリアタウン基本計画を
公表。

令和2年2月…日沿道山形・秋田県境区間の開通
見込み公表。

令和3年6月…道の駅整備に係る遊佐パーキン
グエリアタウン計画推進委員会
の設置。

ゆざ

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・遊佐町が単なる通過点とならないように、日沿道の
ＩＣから離れている既存道の駅について、移転と機
能の更なる充実が必要である。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・PPP/PFI事業者による道の駅の運営（令和８年～）
・地域商社等による地場産品の販売拡大やお土産品の
開発・販売（令和８年～）

・観光協会等による観光案内所の設置、町内観光ツアー
の実施（令和８年～）

密接な
関連性

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：20,000千円 国費：10,000千円】

○ 遊佐町は、山形県の最北部に位置し、町のシンボルである鳥海山をはじめ風光明媚な自然が豊富に残されており、平成28年には鳥海
山・飛島ジオパークが日本ジオパークとして認定を受けている。

○ 本町の国道7号線沿いにある道の駅「鳥海」は、広く全国から安定した集客（毎年200万人以上）を誇っており、平成26年には第１回
東北道の駅好事例大賞を受賞している。

○一方、令和8年度に日本海沿岸東北自動車道の山形・秋田県境区間が全線供用となることに伴い、国道7号線の交通の大部分が日沿道に
転換することが想定されることから、道の駅を日沿道沿いに移転することで、ゲートウェイとしての新たな広域観光拠点としての活躍
が期待される。

【調査箇所：山形県遊佐町】

道の駅の整備
（PPP/PFI導入検討）

道の駅
整備地

至 秋田

至 酒田

・PPP/PFIによる道の駅の整備、
管理運営

・地場産品の販売拡大やお土産品
の開発、販売

・観光案内所の設置、ツアー実施
女鹿IC(仮称)

吹浦IC(仮称)

遊佐鳥海IC

遊佐菅里IC

遊佐比子IC

344

7
345

酒田みなとIC

遊佐町役場

道の駅
移設先

令
和
２
年

令
和
５
年
度

令
和
８
年
度

遊佐鳥海ＩＣ


