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「道の駅」 登録数

全国 1,079駅

東北 147駅

山形県 18駅

（ビジョン策定時（H27.11））

「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点）〕（１／７）
「道の駅」の登録状況 基本目標及び『山形らしい』基本機能の達成状況

庄内

全国 1,187駅

東北 169駅

山形県 21駅

（実績報告時（R03.3））

山形県内では
「しょうない」
「川のみなと⾧井」
「米沢」
が新たに開業

平成29年4月21日オープン
川のみなと⾧井

ゲートウェイ型道の駅の
構想検討エリア

その他の道の駅の
構想検討エリア

「道の駅」の整備構想

（道の駅もがみ）

（道の駅蔵王）

■すでに目標達成した項目
・ＥＶ用急速充電器
・伝統野菜の出品
・地域食材を使ったメニューの提供

民間企業との連携や既存の産直施設
を活かした地元農産物の販売環境を
整備することで目標を達成

地元食材を使った
メニューの提供

（道の駅「米沢」）

▲

EV用急速充電器
（道の駅
「川のみなと⾧井）

▲

平成28年10月8日オープン

道の駅おおえ

道の駅鳥海

赤字:新設（）:仮称 青字:再整備予定（移設含む）

道の駅むらやま

（道の駅鼠ヶ関）
（道の駅
さくらんぼ東根）

基本目標と
数値目標のある施策

目標 現況値 　進捗状況

18 60%

21 70%

3 14%

20 95%

18 86%

21 100%

1 10%

1 10%

9 43%

20 95%

9 43%

18 86%

3 30%

15 150%

12 57%

21 100%

─ 0%

12 57%

10 48%

17 81%
観光案内所の整備

全駅
（２１）

伝統野菜の出品
３０駅の1/3
（１０）

地域食材を使ったメニュー
の提供

全駅
（２１）

物販における県産品（菓子）
の割合

全駅で5割超
（２１）

車中泊専用エリア
（RVパーク）

３０駅の1/3
（１０）

Ｗｉ－Ｆｉ環境
全駅
（２１）

通行止め・路面凍結情報
の情報提供

全駅
（２１）

山形らしい魅力ある
「やまがた道の駅」

３０

トイレの洋式化・多機能化
全駅
（２１）

ＥＶ用急速充電設備
全駅
（２１）

目標ライン

【上段：H28.3月時点、下段：R3.3月時点】

道の駅寒河江

新たな道の駅の整備や、既存施設の再整備など、市町村の計画に合
わせて今後も着実に整備を進める

（目標年次:2020年代初頭）



新たな道の駅の開業

◆総合観光案内機能
・観光コンシェルジュの常駐
・外国人観光客対応（JNTOのカテゴリー２）
・第2種旅行業 登録

主な取組

平成30年4月20日開業

▲開業式典の状況

「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（２／７）

道の駅「米沢」道の駅「しょうない」

道の駅「川のみなと⾧井」 平成29年4月21日開業

・駐車場120台 ・トイレ19器
・地域特産物紹介コーナー
・軽食コーナー ・休憩コーナー
・まちづくり紹介コーナー
・情報提供施設 ・観光案内所

▲道の駅「川のみなと⾧井」

平成28年10月8日開業

◆まちなびカード
・置賜地域の100の施設や店舗で利用できるお得な
クーポンが付いた、観光情報をＰＲするハガキ大
・地域独自のスマートフォンアプリとの連携も開始

◆パークアンドライド
・パークアンドライド用の駐車場を確保しており、米沢～
仙台間の高速路線バスが１日６往復発着

▲まちなびカードの設置状況

既設道の駅のリニューアル
道の駅「天童温泉」

・駐車場67台 ・トイレ20器
・農産物直売所
・農村レストラン ・休憩コーナー
・道路・災害情報コーナー
・地域情報コーナー ・観光案内所

主な取組

◆観光案内
・道の駅導入初となる空間表示ディスプレイのアイストップ効果による観
光情報の発信

・観光ワンストップ窓口による観光情報の提供と観光案内人による名
所旧跡「まち歩き」観光案内

◆「かわまちづくり」
・最上川舟運のかわまちづくりと連携して、フットパス拠点として機能

主な取組 主な施設

◆福祉
・一人暮らしの高齢者を対象にした野菜集配事業で、生きが
いづくりと安否確認を通じて地域の見守りネットワークづくりを
構築

◆地域経済
・産地直売所や主婦レストランの賑わい創出で地元産品の販
売、活用

主な施設

主な取組

◆観光案内
・観光案内専用のカウンターを設置。
・英語対応可能な職員を常時配置し、インバウンドに対応
・英語以外にも対応可能な翻訳機を導入

令和2年6月13日リニューアル

主な施設
・駐車場148台 ・トイレ43器
・農産物直売所、加工施設
・レストラン、フードコート ・防災広場 ・観光案内所
・道路・災害情報コーナー・地域情報コーナー

▲リニューアルオープン時 ▲新たに整備された観光案内所

主な施設

・駐車場166台 ・トイレ23器
・農産物加工品販売所
・噴水広場 ・交流広場
・森林情報館もり～な天童 ・観光案内所

▲道の駅「しょうない」全景 ▲風車の見える主婦レストラン

▲まち歩きの様子

「やまがた道の駅ビジョン2020」策定後、１つの道の駅（「天童温泉」）がリニューアルオープンし、新たに３つの道の駅（「しょうない」「川のみなと⾧井」「米沢」）が開業



整備検討中の道の駅

「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（３／７）

道の駅「チェリーランド寒河江」

道の駅「おおえ」

道の駅「鳥海」

道の駅「（仮称）もがみ」

概 要

・日本海沿岸東北自動車の秋田県境区間が全線開通するＲ８を目標に
現在の道の駅を遊佐鳥海ＩＣ近傍へ移設

・災害発生時において、復旧のための広域的な防災拠点として整備を検討

概 要

・現在の道の駅区域を拡張し、授乳室を設ける等、子育て世帯にも利用しやすい地域振興施設を新たに設置
・駐車場のレイアウトを見直し、ドライバーが使いやすく、歩行者の安全も考慮した駐車場を整備
・地元産のフルーツや温泉を活かした観光振興を図る

概 要
・既設の産直施設を改築し、道の駅として整備を予定
・最上町の玄関口として国道47号利用者に観光情報
等を提供し、町全体の観光振興を図る

・整備予定地の裏を流れる最上小国川で行われる「か
わまちづくり」と連携し、親水空間を整備

▲イメージパース（出典:最上町道の駅基本構想）
▲道の駅整備予定地

（出典:山形河川国道事務所業務概要2020）

概 要
・山形市初の道の駅として、現在の観光物産館「ぐっ
ど山形」の隣接地に整備を予定
・設計、運営を民間に委託して整備する「DBO方
式」を採用して整備を実施

▲道の駅「おおえ」再整備検討委員会

▲イメージパース（出典:道の駅「おおえ」基本計画パブリックコメント資料）

・「おおえ」や「鳥海」など、建物の老朽化に伴う建替え及び高規格道路の整備にあわせて、道の駅の移設を検討
・「（仮称）もがみ」「（仮称）蔵王」は新設道の駅として整備予定
・県では、道路管理者として、整備に関する技術的助言や県道との一体型整備で支援

道の駅「（仮称）蔵王」

▲山形新聞（Ｒ2.9.6）

山形上山ＩＣ

道の駅整備予定地

▲整備予定地

（鳥海山の眺望）

遊佐鳥海IC

至酒田市

至にかほ市

「道の駅」移転

道の駅「（仮称）さくらんぼ東根」道の駅「（仮称）最上中央」

概 要

概 要 概 要

・施設の老朽化及び観光客が「道の駅」に求めるニーズ
に対応するため、再整備を検討

・民間と連携して整備を行う「ＰＦＩ手法」を導入し、
設計・整備を進めていく

・東北中央自動車道と新庄酒田道路が交差する
エリアにおいて、新たな道の駅の整備を検討

・円滑な検討を進めるため『もがみ創生「北のゲート
ウェイプロジェクト」検討会』を設置し、今後整備
予定地や運営方法等の協議を進める

・県道東根大森団地工業線沿線に既存施設の
「よってけポポラ」や「あそびあランド」と連携した道
の駅を整備予定

・全国的に知名度の高い「さくらんぼ」を活かして、
地域のＰＲを検討

▲整備計画ゾーニング図（出典:寒河江市チェリーランド再整備計画）

出典:空撮写真（酒田河川国道事務所提供）に追記して作成



「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（４／７）
「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金 H28～R2実績

◆たかはた 【H29整備】

▲防災設備の整備（バルーンライト）

▲トイレの多機能化 ▲トイレの洋式化・多機能化

補助対象
①観光案内に関する施設整備
②通行止め、路面凍結等の情報機器の整備
③ＲＶパーク(車中泊専用スペース)の整備
④トイレの改修(既設駅のみ)
⑤防災設備の整備
⑥自転車に関する施設の整備
⑦子育て支援に関する施設の整備
⑧その他の施設の整備

新たなニーズに対応する
ためＲ1予算から追加

◆天童温泉 【H30整備】

H28年度からR2年度までの５年間で計１２駅に対して整備補助

◆しょうない 【H28整備】

◆白い森おぐに 【H29整備】

◆むらやま【R1整備】

▲観光案内所の整備

▲道路情報施設の整備 ▲トイレの洋式化・多機能化

◆とざわ 【R1整備】 ◆たかはた 【R1整備】

▲観光案内（ピクトグラム）の整備

年度 道の駅名 実施内容 補助額(千円)
H28 庄内みかわ トイレ改修 5,000

H28 しょうない 観光案内所の整備
トイレ改修

5,000

H28 川のみなと⾧井 道路情報施設 5,000

H29 白い森おぐに トイレ改修 5,000

H29 たかはた 道路情報施設・トイレ改修 1,953

H29 米沢 道路情報施設 1,815

H30 いいで トイレ改修 1,509

H30 天童温泉 トイレ改修・防災設備の整備 1,230

R1 むらやま トイレ改修 5,000

R1 たかはた 観光案内所・防災設備
その他

258

R1 とざわ トイレ改修 2,456

R1 尾花沢 その他 687

R2 白鷹ヤナ公園 観光案内所機能の向上 58

R2 尾花沢 防災設備の整備 1,430

合計 36,396

◆川のみなと⾧井 【H28整備】

◆白鷹ヤナ公園 【R2整備】

▲観光案内所の機能向上
（Ｗｉ－Ｆｉ整備）

◆尾花沢 【R2整備】

▲防災施設の整備
（災害時用蓄電池・非常用発電機）

◆米沢 【H29整備】

▲観光案内所の整備

◆庄内みかわ 【H28整備】

▲道路情報施設の整備 ▲トイレの洋式化・多機能化

◆尾花沢【R1整備】

▲その他施設の整備
（喫煙所）

◆いいで 【H30整備】

▲トイレの洋式化・多機能化

・「やまがた道の駅ビジョン2020」に掲げる「山形らしい」基本機能を整備する際
に、県が補助金を交付※H28~R2の5年間で約36,000千円を補助



地方創生拠点としての「道の駅」による取組

「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（５／７）
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

道の駅への入込客数 県内観光地への入込客数

（304） （346） （350） （354） （360） （439）（314） （300）

（道の駅：千人） （１駅当たりの入込客数） （道の駅数）

（17駅） （19駅）（18駅）（17駅）（17駅）（17駅） （21駅）（20駅）

（448）

（21駅）

（観光者数：千人） 道の駅への入込客数 （千人）

H23:5,163 → R1:9,400 9年間で約82％の増

約82％増
道の駅１駅あたりの入込客数 （千人）

H23:304 → R1:448 9年間で約47％の増

他の観光地に比べ、道の駅へ訪れる観光者が大きく増加している

出典:観光者数調査（山形県）をもとに作成

県内観光地における入込客数 （千人）

H23:35,399 → R1:45,311 9年間で約28％の増

1.7%

21.7%

1.6%
1.0%

17.5%

2.8%20.8%

32.9%

山岳

温泉

スキー場

海水浴場

名所・旧跡

観光道路

道の駅

その他

総数45,312
（千人）

・地方創生の拠点として、ゲートウェイ型及び地域センター型の道の駅の取組みを支援
・Ｈ23～Ｒ1の9年間で県内の道の駅（21駅）への入れ込み客数は約８割増加しており、１駅あたりでは約５割の増加
・県内の観光地における道の駅の割合は約２割であり、他の観光地と比較しても道の駅の誘客効果は大きいものと推測

▲年度別観光入込客数の変化
出典:観光者数調査（山形県）をもとに作成

▲区分別の山形県観光入込客数割合（Ｒ１）

・ゲートウェイ型道の駅
地域の玄関口として、インバウンド観光客等に周辺
地域の観光情報を提供し、地域外からの活力を呼
び込むことで、地方創生を促進

・地域センター型
地域の特産品をいかしたオリジナル商品の開発や地
域の高齢者向けの宅配サービスや地域公共交通ネッ
トワークの拠点、災害時の避難所等、地域住民の生
活拠点として地方創生を促進 ▲▶中山間地域での物流・

人流を確保するための自動
運転実証実験を実施
（道の駅「たかはた」）

▶県内外からの観光客
でにぎわう様子

（道の駅「米沢」）

◀観光客にさくらんぼ狩り
についての情報を提供
（道の駅「寒河江」）



「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（６／７）
「道の駅」の連携

「道の駅」ブランド化戦略

・外国人観光客への対応のた
め、多言語化トイレ使用サイン
を作成

・「道の駅」を拠点とした自動車観光を推進させる観光戦略の一環として、株式会社ゼンリンを協定を結び、ドラ
イブマップを掲載した『やまがた「道の駅」車旅案内』を発行。毎年春と秋の年2回発行しており、これまでに、計
12回発行している。（Ｒ2は新型コロナウイルスの影響により、春のみの発行）

多言語化トイレ使用サイン

◆西村山地域
・山形どまんなか道の駅５麺バトル
・山形どまんなか道の駅スタンプラリー
主催:山形どまんなか道の駅連絡会

（「河北」、「寒河江」、「にしかわ」、「おおえ」、「あさひまち」）

◆新潟×山形
・置賜村上スタンプラリー
主催:置賜・村上岩船地域観光連携推進委員会
（「いいで」、「田沢」、「白い森おぐに」、「川のみなと⾧井」、「米沢」）

◆山形県・福島県・新潟県
・ふくしま地産地消フェア～道の駅・空の駅まつり～
（毎年9月頃開催）
主催:ふくしま道の駅・空の駅まつり実行委員会（福島県関係市町村）

◆山形県・福島県・栃木県
・米沢～会津～日光「道の駅」うまいもん祭り（例年11月頃開催）
主催:米沢～会津～日光「道の駅」うまいもん祭り（福島県）

『やまがた「道の駅」車旅案内』

案内状況▲

販売状況
（道の駅「米沢」）

▲

販売状況
（道の駅「いいで」）

▲

案内状況▲

〔福島県・山形県・新潟県の道の駅が参加〕

〔山形・福島・栃木のＲ121沿線道の駅を中心に参加〕

観光案内所ピクトグラム

・観光案内所の場所が分かりにくいとの声から県内統一のピクトグラムを
東北芸術工科大学と連携して作成し、各道の駅に設置

【配布先】
・県内の「道の駅」及び隣接県の県境最寄りの「道の駅」
・県内及び隣接権の主なＳＡ（ＰＡ）
・山形空港、庄内空港等のレンタカー窓口
・山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」
・連携施設

【車旅案内発行委員会】
（株）ゼンリン、県の観光部局、道の駅駅
⾧を委員とした「車旅案内発行委員会」を
設立。

◆置賜地域
・山形置賜おしょうしなカレーフェア―
主催:道の駅おしょうしな連絡会
・冬のイチ押しグルメスタンプラリー
主催:やまがた冬のあった回廊キャンペーン委員会

◆庄内地域
・移動販売の拠点提供
・庄内道の駅マップの作成

主催:庄内道の駅連携協議会
（「鳥海」、「庄内みかわ」、「あつみ」、「しょうない」、「月山」）

【デザインコンセプト】
・人型のピクトグラム
・インフォメーションの“i”をモチーフ
・瞬時に情報を知る場所だと認識させるため、人が地図を広げている（調べている）
姿から着想。

山形新聞（Ｈ29.1.26 朝刊）



「やまがた道の駅ビジョン２０２０」 〔取組みの成果（R3.3時点） 〕（７／７）
山形「道の駅」駅⾧会議の取組

・山形県をより知っていただこうという趣旨から、山形県「道の駅」駅⾧会議から生まれた県内
道の駅共通商品
・パッケージデザインは、地元山形の東北芸術工科大学の学生が担当
・販売開始からの累計売上個数は約12万個（平成31年2月末時点）

県内道の駅共通商品

【第１弾】クッキーシューラスク（Ｈ30.4販売開始）

【第２弾】芋煮せんべい（Ｒ2.7販売開始）
・クッキーシューラスクに次ぐ県内道の駅共通商品の第２弾
・山形の名物である「芋煮」をせんべいにして、県外へ食文化をPR
・製造は県内企業である酒田米菓が担当

▲【第1弾】クッキーシューラスク ▲【第2弾】芋煮せんべい

山形「道の駅」連絡会の取組

東北「道の駅」スタンプラリー

・東北道の駅連絡会が事務局となって、東北の道の駅を巡るス
タンプラリーを毎年実施
・コンビニ等包括連携協定の一環として、県内のスーパーマー
ケット等の店舗にポスターを掲示

東北「道の駅」大賞

■各県の代表道の駅が取組事例を発表。優れた事例に対して
は表彰。これまで、山形県では６年連続大賞を受賞

【これまで受賞した道の駅】
・Ｈ26「鳥海」 ・Ｈ27「尾花沢」
・Ｈ28「いいで」 ・Ｈ29「にしかわ」
・Ｈ30「しょうない」・Ｒ1「川のみなと⾧井」
※Ｒ2は新型コロナウイルスの影響により未開催

▲「にしかわ」受賞の様子

東北「道の駅」連絡会の取組

総会・協働会議

・山形県内の各「道の駅」の情報をまとめ
たガイドを発行

・山形県内の各「道の駅」の共通ポスター
を作成

・毎年、総会や協働会議を開催し、県内道の駅関
係者との意見交換を図る。
※Ｒ2は新型コロナウイルスの影響により書面開催

▲総会の様子

▲道の駅ガイド ▲共通ポスター

山形道の駅ガイド 山形道の駅共通ポスター

▲「川のみなと⾧井」発表の様子

東北「道の駅」カレー

・東北「道の駅」連絡会監修で、一般家庭をターゲットとした道の駅限定カレーを販売
・東北版と各県の特産品を生かした県版を製作

▲左が山形県版、右が東北版道の駅カレー


