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Ⅰ. 上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定委員会議事録 

第 1 回 

小寺委員長 根本委員、辺見副委員長 

菅原委員、森本委員、森岡委員、下村委員、高橋委員、橘内委員、関口委員、村上委員 

オブザーバー：北海道開発局帯広開発建設部 道路計画課 道路調査官 永井氏、 

道路計画課 道路計画専門官、大西氏、道路計画課、長平氏 

事務局：商工観光課長 杉原、商工観光課主幹 佐藤、主査 平岡、中田 

 

1 委員長あいさつ 

2 設置要綱の説明 

3 委員の委嘱 

4 「重点道の駅（仮称）バルーン」概要説明（国土交通省申請内容） 
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上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定において、上士幌町らしい魅力ある交流・移住

拠点の実現に向けて、上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の役割は、次のとおりとする。 

(１) 前条の目的を達するための整備計画の策定に関すること。 

(２) その他目的達成に必要な調査研究に関すること。 

 (組織) 

第３条 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 交流・移住促進拠点に関係する団体等からの推薦者。 

（２） その他優れた識見を有する者 

２ 委員の任期は、平成２９年３月３１日までとする。 

 (委員長及び副委員長)  

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長が事故あるときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、町長から要請を受けたとき、又は委員長が必要と認めたときに、委員長が召集

する。ただし、委員長を定める前に召集する委員会は、町長が召集する。 

 ２ 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 ３ 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の出席を求め、意見等を聴取することが

できる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。 

   

附 則 

１ この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 
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上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定 

検討委員会委員名簿 

職  名 氏    名 所 属 ・ 職 名 備   考 

委 員 長  小寺 友之 上士幌町商工会 会長 [団体推薦] 

委 員 根本 広実 上士幌町商工会 事務局長 [団体推薦] 

副委員長 辺見   仁 上士幌町農業協同組合 常務理事 [団体推薦] 

委 員 菅原 誠志 上士幌町農業協同組合 営農振興部 部長 [団体推薦] 

委 員 市田 雅之 上士幌町観光協会 会長 [団体推薦] 

委 員 森本 謙太 上士幌町商工会 青年部 部長 [団体推薦] 

委 員  森岡 庸子 上士幌町商工会 女性部 副部長 [団体推薦] 

委 員  下村 祐一 上士幌町農業協同組合 青年部 部長 [団体推薦] 

委 員  高橋 路子 上士幌町農業協同組合 女性部 副部長 [団体推薦] 

委 員  橘内 伸幸 特定非営利活動法人 上士幌コンシェルジュ  専務理事 [団体推薦] 

委 員  関口 嘉子 子育て世代保護者 [個人] 

委 員  村上 孝示 移住者 [個人] 

 

オブザーバー：北海道開発局帯広開発建設部 

所 属 職 ・ 氏 名 

道路計画課 

道路調査官   永井 智之 

道路計画専門官 大西 功基 

開発専門職   長平 麻記子 

 
 

事 務 局 員 

所 属 職 ・ 氏 名 

商工観光課 

課長 杉原 祐二 

主幹 佐藤 泰将 

主査 平岡 崇志 

主査 中田 将雅 
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平成２７年 １月３０日 

 

 

 

お  知  ら  せ 
 

件 名 
北海道開発局管内の重点｢道の駅｣の選定について 

～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～ 

 

 

  「道の駅」は、平成５年の制度創設以来、現在では全国で１０４０箇所に

広がり、地元の名物や観光資源を活かして、多くの人々を迎え、地域の雇用

創出や経済の活性化、住民サービスの向上にも貢献しています。 

  国土交通省では、この「道の駅」を経済の好循環を地方に行き渡らせる成

長戦略の強力なツールと位置づけ、関係機関と連携して特に優れた取組を選

定し、重点的に応援する取組を実施します。 

  今般、有識者のご意見もいただき、選定対象を国土交通省として決定しま

したので、北海道開発局管内の選定結果について以下のとおりお知らせしま

す。 

 

＜国土交通大臣選定＞ 

 ○重点｢道の駅｣ ３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 

 

＜北海道開発局長選定＞ 

 ○重点｢道の駅｣候補 ６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」制度など「道の駅」に関する情報についてはこちら 
  http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/ 

 

問 

合 

せ 

先 

所   属 役 職 名 氏   名 電 話 番 号 

北海道開発局 

道路計画課 

課長補佐 竹下 正一 
７０９－２３１１

内線５３５５ 

開発専門官 畑山 朗 
７０９－２３１１

内線５８４５ 

 

お知らせ内容 
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北海道開発局管内の重点「道の駅」 一覧

重点「道の駅」（国土交通大臣選定）

・石狩市 道の駅（仮称）「あったか・あいろ－ど」

・当別町 道の駅（仮称）「当別」

ニセコ町 道の駅「ニセコビ プラザ」

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

・ニセコ町 道の駅「ニセコビュープラザ」

・七飯町 道の駅（仮称）「男爵いもパーク」

南富良野 道 駅「南ふら

重点「道の駅」候補（北海道開発局長選定）

関係機関が連携し、企画検討等を支援

・南富良野町 道の駅「南ふらの」

・音更町 道の駅「おとふけ」

・士幌町 道の駅「ピア２１しほろ」

・上士幌町 道の駅（仮称）「バルーン」上士幌町 道 駅（仮称） ル ン」

・弟子屈町 道の駅「摩周温泉」
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北海道開発局管内の重点「道の駅」 位置図

南富良野町
「南ふらの」

石狩市
（仮称）「あったか・あいろーど」

士幌町
「ピア２１しほろ」

ニセコ町
「ニセコビュープラザ」

弟子屈町
「摩周温泉」

重点駅

重点候補駅

当別町
（仮称）「当別」

上士幌町重点候補駅

七飯町
（仮称）「男爵いもパーク」

音更町
「おとふけ」

上士幌町
（仮称）「バルーン」
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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、

重点「道の駅｣制度の概要

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。

重点「道の駅」に想定される機能

「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」に想定される機能

地域の産業振興

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

地域の観光総合窓口機能

地域外から活⼒を呼ぶ

ゲートウェイ型

地域全体の観光案内、宿泊予約窓口 等

地域福祉の向上

高度な防災機能

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

地方移住等の促進

外国人案内所、免税店、無料公衆無線LAN、

観

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

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」
国⼟交通⼤⾂選定国⼟交通⼤⾂選定

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

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」
国⼟交通⼤⾂選定国⼟交通⼤⾂選定

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

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
地⽅整備局⻑等選定地⽅整備局⻑等選定

関係機関が連携し、企画検討等を⽀援
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重点「道の駅」実施の記者発表

企画内容の確認
「道の駅」有識者懇談会

（選定の流れ）

企画内容の確認

「道の駅」有識者懇談会

委員⻑：⽯⽥ 東⽣

楓 千⾥

篠原 靖

⼭⽥ 知⼦重点「道の駅」選定結果公表

ＪＴＢパブリッシング執⾏役員
ソリューション事業本部副本部⻑

筑波⼤学⼤学院
システム情報⼯学研究科教授

跡⾒学園⼥⼦⼤学
マネジメント学部准教授

⽐治⼭⼤学現代⽂化学部教授⼭⽥ 知⼦

（参考資料）

重点「道の駅」選定結果公表

選定証授与式・交流会

⽐治⼭⼤学現代⽂化学部教授

（敬称略・五⼗⾳順）

地域とともにつくる
個性豊かな
にぎわいの場

「道の駅」の基本コンセプト「道の駅」の⽬的

・道路利⽤者への安全で快適な道路交通環境の提供
・地域の振興に寄与

「道の駅」の機能

「道の駅」の⽬的と機能

・⽂化教養施設 観光レクリエーション施設

休憩機能

情報発信機能

地域連携機能

・24時間、無料で利⽤できる駐⾞場・トイレ

・道路情報、地域の観光情報、
緊急医療情報などを提供

休憩機能

情報発信 地域連携

にぎわいの場「道の駅」の機能

・⽂化教養施設、観光レクリエ ション施設
などの地域振興施設

地域連携機能 情報
機能 機能

北海道

114

「道の駅」登録数
平成27年1⽉現在

｢道の駅｣総数1,040駅
・全国年間売上額 約2 100億円 (H24)

石川

福井 岐阜

滋賀

鳥取島根
福岡

佐賀長崎

14

12

23

28 54

岩手

青森

秋田

山形 宮城

福島

埼玉

東京山梨

新潟

17 12

19

37

30

27

30

28

栃木群馬

2230
茨城

11長野

41

富山

14

・全国年間売上額 約2,100億円 (H24)
・全国年間購買客数 約2億1000万⼈ (H24)

470
743

900 1040

200

400

600

800

1000

道の駅登録数の推移
（駅数）

京都

三重

滋賀

徳島

奈良

和歌山

大阪

岡山

兵庫

広島
山口

香川

高知

愛媛

福
佐賀

大分

長崎

宮崎

熊本

鹿児島
沖縄

8

89

8

16

15

18

15

12

12

1618

18

16

17

21

31

27

28

22

22

28

23

24

54 東京

神奈川

山梨

静岡

1

2

19

23

千葉

24

愛知

16

103
0

00

H26.10
(現在)

H5 H10   H15   H20
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道の駅（仮称）「バルーン」

〇ふるさと納税の拠点を設置し地域振興を促進。
○都市と農村の交流による移住定住のワンストップ窓口を設置し地域へ活力を誘導

北海道上士幌町重点「道の駅」候補

○都市と農村の交流による移住定住のワンストップ窓口を設置し地域へ活力を誘導。

地方移住等促進
ふるさと納税に関する情報発信、取扱い拠点

地方移住等促進
移住定住ワンストップ窓口

産業振興
地域特産品の販売

高齢者福 至 旭川

＜地方創生拠点としての機能＞

ゲートウェイ型

設置者

上士幌町

新設/既設

新設

路線

国道241号

駅名

（仮称）
バルーン

都道府県

北海道

設置年度

平成３０年

種別

未定認定こ
ども園
H26整備

役場

生涯学習セン
ター生涯学習

センター
H28整備

スポーツ
センター
H25改修

診療所・介護老
人保健施設
H26整備

高齢者福
祉施設
H26整備

H25年度ふるさと納税全道一
H26年度上半期全国一

2013全道ランキング

至 旭川

中

旧国鉄士
幌線アー
チ橋梁群

国
道

２
７
３
号

2013 全道ランキング
１位 上士幌 2億4350万円
２位 佐呂間町 1億0138万円
３位 浦臼町 1億0122万円

心
市
街
地

イメ 図であり 今後 変更があります

移住者による地域おこしが行
われている。

道の駅運営スタッフは全国か
ナイタイ高原

国

道の駅

道の駅

＜提案の先駆性 ポイント＞ ＜実施内容＞

イメー図であり、今後、変更があります。道の駅運営スタッフは全国か
ら広く公募する予定

【旧国鉄士幌線アーチ橋梁群】

市街地から糠平、十勝三股の山岳
森林地帯を南北に貫く国道273号
に並行して所々に見かける、かつ
ての国鉄士幌線で使われたコンク
リート造りのアーチ橋

【ナイタイ高原】

日本一広い、総面積約
1,700ha(東京ドーム358個分)
の公共牧場で、牛の放牧を見
ることができます。

帯広方面からの来訪者
のゲートウェイ至 帯広

道の駅

＜提案の先駆性・ポイント＞ ＜実施内容＞

○ふるさと納税に関する情報提供、取扱い拠点施設の設置

○お試し暮らし、移住定住や空き家情報のワンストップ窓口の設置

○農産物直売所、地元加工品の販売 ○観光総合案内所の設置

■ふるさと納税を通じて、上士幌町の認知度が全国に広まっておきており、今後、

納税者や来訪者に対して、移住定住の働きかけなど、都市と農村の交流を積

極的に推進するための新たな拠点を形成（平成25年度寄付金額全道1位、平

成26年度上半期寄付額全国1位）

のゲ トウェイ至 帯広

○雇用機会の創出 ○コミュニティバスの停留所、ＥＶ充電器の設置

○防災情報拠点整備 ○交流機能の新設（飲食・休憩）

○無料公衆無線ＬＡＮの設置

成 年度 半期寄付額 国 位）

■町が推進しているコンパクトな街並み再編に合わせて、ナイタイ高原や旧国

鉄士幌線アーチ橋梁群等の地域の優れた景観や飲食店・十勝ナイタイ和牛、

十勝養蜂園の国産はちみつ等の特産品を一元的に案内する拠点を形成し、相

乗効果による活性化を図る
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第 2 回 

日程：7/29（金）13：30～15：20 

場所：上士幌町山村開発センター2 階・第 2 研修室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、菅原委員、森本委員、

森岡委員、下村委員、高橋委員、村上委員 

オブザーバー：帯広開発建設部 大西氏、長平氏 

事務局：杉原課長、佐藤主幹 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本） 

協力会社：柳澤 

 

１ 委員長あいさつ 

 道の駅基本計画の策定委員会第２回にご出席いただき感謝申し上げる。長丁場の議論となるが忌

憚ない議論をいただきたい。今回はプロポーザルで選定された委託業者から提案をご提示いただく。 

 

２ 経過報告 

事務局より経過報告 

 

３ 議 題 

（１）上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定業務 

 ①企画提案について 

  委託業者 (株)ズコーシャ（賀陽）より、企画提案書①、②、③に基づき一括説明 

【質疑等】 

・ぬかびら源泉郷の玄関口としての役割もある。情報発信ツールについても考える必要がある。 

・町内の人が来て、楽しめるような施設づくりが重要。音更・士幌・上士幌の順で道の駅が出てく

る中で、選ばれるのは困難である。 

・テナントの定期的なリニューアルの重要性について、移動販売のターゲットとなる具体的な町内

のイベントとは、具体的な想定はあるか。 

・施設のなかに固定店があり、継続することも重要である。ただ、一般的に人気を継続することは

困難で集客力は落ちていく。担保として、新しいものへのニーズを考えている。入れ替えは一つ

の集客の要素になる。ただし、どのように整理していくかは、高いハードルでもある。 

・道の駅は町の顔であり、注目を浴びる施設になる。公共的な投資をした施設に固定の人が継続さ

れるのは平等ではないといえる。多くの人に均等な機会が生まれることもひとつの利点になる。

商品力やサービス力により人気の出た店は個店として独立してもやっていける。 

・町内イベントについては、集客力の高いバルーンフェスティバルを主に考えている。移動式によ

りイベントは盛り上がる。また、糠平であっても道の駅の人気店が出店できる。道の駅でインフ

ォメーションすれば、町内のイベントの魅力も上がり相乗効果がある。 

・相乗効果が期待できるイベントが少ない。イベント側にも受け入れられるキャパもない。費用対

効果の面で考えると難しい。 

・移動販売がイベントに行くと、道の駅に人がいなくなり、その分人を雇う必要があるのか。 

・移動トレーラーは屋内に置く想定である。イベント時に空いたスペースは道の駅なので集客があ
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り、また利用できる。沢山の人に間口を広げられるシステムになる。 

・飲食業は保健所の許可も必要で、簡単に出入りできない。３年契約とは、業績がよければ継続さ

せたい。 

・綺麗さ清潔さが重要である。外観の施設管理やトイレの管理などに力を入れるべきである。 

・近隣市町村の道の駅との一体化した価値の創造というのは難しい。やり方や考え方が大事であ

る。農協青年部内ではドライブスルー化のアイディアが出ていた。外と違ったことをやらない

と厳しくなる。 

・水回りが充実するとキャンパーが居心地よくて、居座ることがある。上士幌が予定している場所

は住宅地が近いので住民とのトラブルが心配である。 

・国立公園に隣接している町なので、国立公園の基準に則ることが上士幌町のイメージになる。国

立公園の特別地区に建てられるぐらいの配慮が必要である。 

・北海道は店員のサービス力が低い。何を買ったかの思い出よりもどんなサービスを受けたかが

印象に残る。サービスは強く印象に残る要素の一つであるから、人材育成は是非やってほしい。 

一般的な北海道のイメージは自然である。ナイタイ高原には、近代的ではない北海道らしい牧歌

的な建物を望む。 

・運営母体によって、考え方が大きく違うので決める必要がある。 

冬場でも赤字にならない道の駅を作らないと結果的に行政の負担になる。最低でも赤字にならな

い道の駅をベースに立ち上げていくべきである。冬場には観光客が減る。その時の集客が重要で

ある。北海道は素材の割に飲食が本州より力が弱い。九州の木の花ガルテンは、飽きない工夫が

あり、参考になる。上士幌町の物販については、農作物のバラエティ化が少ない。現状も大切な

事だが、新しく作ることも大事である。例えば、もち麦、ブルーベリーなど、道の駅をオープン

するまでに農家の方と連携して、バラエティに富んだ上士幌町ならではの物販に連携して取り組

む勉強会なども必要である。 

・インバウンドに対応できる施設を目指す取り組みで、トイレの英語と中国語の表記など、インバ

ウンドに対応できるような視点の検討と、ニセコの道の駅は、外国人スタッフを配置して受入れ

体制を整えている。海外からの観光客が増えることを想定して考える必要がある。 

十勝管内の自転車の関係者で集まって行っている勉強会においては、自転車の上級者の方は三国

峠を走るのが通説となっている。三国峠を降りてきて最初の拠点となることから、サイクリスト

が休めるステーションも候補になる。 

・年間通して黒字になる道の駅を目指す必要がある。農畜産物が夏場はたくさんあるが、冬にな

ると無いのは問題である。具体的に実施していく中で農協としても検討する。バイオマスの余

熱利用で冬場は珍しい果物を栽培するなどの連携を検討していく必要がある。また、ハウスを

建てＪＡの青年部や女性部、商工会の連携も検討する。 

・上士幌町の立地条件と周辺のまちの整備状況について検討内容を説明してほしい。 

・基礎調査の交通量では、上士幌町の交通量は特別に少なくはない。管内の条件で言うと、インタ

ーチェンジから遠い事は有利ではなく、インターチェンジを降りてそばにあれば有利である。上

士幌町は、釧路市と旭川市を結ぶラインの上にのっており、周辺町村や大きなポテンシャルのあ

る観光地との連携が道の駅の成功に繋がる。 
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 ②業務計画書（案）について 

  委託業者 (株)ズコーシャ（賀陽）より、業務計画書（案）に基づき説明 

【質疑等】 特になし 

 

（２）「道の駅」視察研修に係る日程の確定について 

事務局より、①②について説明 

 ①道内視察について 

 ②道外視察について 

前回の委員会で説明したとおり、道内視察と道外視察を行う。 

皆さんより予定を伺って、まとめたものを本日配布する。 

都合が悪い方もいるが、なるべく早く視察を行い、その結果を活かしていきたいことから、以下

の日程で提案する。 

道内視察：９月 12 日（月）～13 日（火） １泊２日 

道外視察：10 月 5 日（水）～7 日（金） ２泊３日 

行先については、委託業者・開発建設部と協議して決めたいと思う。 

なお、費用については、前回説明の通り、上士幌町の負担となっている。 

現在、都合が悪い方も都合がつけば参加いただけるので、事務局に連絡ください。 

 

（３）その他   特になし  
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第 3 回 

日程：9/2（金）13：30～15：20 

場所：上士幌町山村開発センター2 階・第 2 研修室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、根本委員、菅原委員、森

本委員、森岡委員、下村委員、高橋委員、関口委員、村上委員 

事務局：杉原課長、佐藤主幹 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本） 

協力会社：飯嶋、柳澤 

 

１ 委員長あいさつ 

十勝管内の台風による河川氾濫の被害が甚大である。本町では災害に見舞われたぬかびら源泉

郷の対策が講じられつつあるが、本日はその影響で市田委員が欠席である。一日も早い復旧を願

っている。 

本日の議題は次第の通りだが、意見交換では、委員皆さんの忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

２ 議 題 

（１）上士幌町交流・移住促進拠点基本計画策定業務 

 ①上士幌町の特性について 

  委託業者 (株)ズコーシャ（賀陽）より、資料に基づき一括説明 

【質疑等】 

【駐車場について】 

・アスファルトでない駐車場は事例としてあるのか？ 

・帯広市にある緑ケ丘公園の花と緑のセンターでは、駐車場に穴の空いたブロックを敷き詰め、そ

の間から芝が出ている仕上げをしているが、維持管理に手間がかかることが考えられる。アスフ

ァルトの駐車場がよくないということではなく、アスファルトが施設の前面いっぱいに広がって

いるのはよくないということである。 

・道の駅の建物と駐車場、緑地空間の施設配置が重要である。例えば、士幌町の緑風荘では、素晴

らしい庭とパークゴルフ場が建物によって道路や駐車場から見えない。駐車場がスファルトであ

っても、そうした配置で全体の雰囲気が変わってくる。ただし、さきほどの事例のようにアスフ

ァルト自体を緑で覆ったり、屋外に椅子やテーブルを置くなどの配慮や技術的な工夫は可能であ

る。 

・メインの入り口はどのあたりがふさわしいか？ 

・具体的な配置は今後の検討によるところだが、休憩施設として立ち寄りたいと感じる景色が道路

からも感じられるという観点として、緑地、木陰を外構に配置することが考えられる。道路から

の景観を考えると、現状で候補となっている敷地周辺には、一定の課題があるといえる。 

・今回の資料は、道の駅を専門のひとつとする研究者からの示唆であり、これらの点を踏まえて、

策定委員会における今後の検討を進めていただきたい。 

・寒地土木研究所では、積雪のある地域性から、繁忙期と閑散期の差異を縮めることは難しい。

むしろ、繁忙期に駐車場スペースを合わせるのではなく、繁忙期に臨時駐車場で対応すること

は理にかなっているというアドバイスをいただいた。 
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【施設の整備目的について】 

・前回も市田委員の「住民のために道の駅を整備するべき」という貴重なご意見があった。その点

について、道の駅が上士幌町に果たせる役割や、貢献について、ご意見をいただき、コンセプト

に集約していく予定である。 

・道の駅が住民のために整備するというのは基本的なことであり、まちの起爆剤になれば良いと考

えている。コンセプトとしては、起農・起業・起働ということを自分として考えている。 

・例えば、現在、上士幌町では多品種の野菜が栽培されていないが、新たに農業を始める方に作っ

ていただくという取り組みが「起農」である。また、そうした産品を素材にして漬物などを作っ

て商品として売る際に、保健所の許可が取れる支援をし、地域の方々の生きがいとして加工品を

作って頂くことが「起業」である。さらに、若い人だけではなく、現在町に住んでいらっしゃる

現役を退いた年齢の方々が働けるという業態を考えていく「起働」も重要と考える。 

・ワンストップ窓口や観光情報提供なども、経費の面から人員配置に課題があり、本当に必要なの

かどうかという議論も経るべきだ。なぜなら、交流コーナーなどを作っても殆ど使われていない

道の駅もあり、必要ならば、どのように利活用するかという具体的な方策について十分議論し、

多額の資金投入で整備する施設として、必要な機能を絞るということが求められている。 

・道の駅は廃止路線の鉄道駅の跡地対策として整備されている事業が多く、そのため敷地面積が広

くなり、整備費も高額となる傾向がある。また、世界遺産登録等によって獲得した資金の活用事

業として整備される事例も多い。道の駅の整備を白紙から行っている事例はそれほど割合として

多くないように思うので、そういった事例があれば紹介いただきたい。 

・施設の運営において採算性は非常に重要であると考えている。府県の道の駅ではお母さんたちが

ご飯を提供し来訪者が非常に多い施設がある。地域人材の活用といっても、ボランティアを前提

とした運営では継続性が難しい。儲けがなくても賃金を支払えて運営が継続されるという事が重

要である。道内視察では、上士幌町ならもっとこうやれるといった観点で見たいと考えている。

道の駅のイメージを変えるような目新しい事例として、余市の道の駅における科学館併設や、コ

ンビニがテナントで入っている「道の駅千歳サーモンパーク」などがあり、複合的に来訪者数を

稼ぐための手法のひとつである。これらを踏まえて、上士幌町ならではの、手法の検討が求めら

れる。 

・地元への貢献という観点から見れば、やはり災害時の避難拠点や備蓄拠点防災機能も考えられる。 

・まさに、今回、大きな台風による水害があり、防災機能の大切さがいつにも増して感じられる。

災害時の停電対策として、自然光による室内照明を採用している施設があり、日常の居心地よさ

にもその効果が現れているという事例が、寒地土木研究所の資料にも掲載されている。昨年の視

察においては、災害時対応を考えると、日頃から周辺地域の道の駅との連携が重要であると伺っ

ている。 

【販売品目について】 

・町内にも野菜を作って販売したいという農家の方もいらっしゃるし、また候補地の近くには繁盛

しているパン屋さんを道の駅に導入すれば相乗効果が見込まれると考える。しかし、メインとな

る機能を決めつつ、具体的な細かい部分となると、様々な調整で詰めが重要である。 

・農協からは常務も委員として参加しており、どういう支援ができるかを含めて視察後の意見交換

を図りたい。 

・九州の大山町という梅と栗で有名な豊かなまちで、糠平よりも山奥の場所に道の駅を整備して
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おり、地元の方の手料理を提供している。様々な手法がある中、上士幌町に現在ある特産品から、

さらに新しい特産品を生み出すという視点で考えていく必要がある。現在、町内で栽培されてい

る産品を素材にしても、加工を考えていくことで特産品になりうる。 

・野菜の直販は夏季には豊富な野菜を提供できるが、北海道の場合、冬に商品がなくなってしまう

という点が、通年で収穫できる本州と条件が異なる部分である。また、北海道の道の駅は規模が

比較的大きく、高齢者の方たちがつくる産品の供給量では、お惣菜の販売にも量的に間に合わな

いと考えられる。 

・野菜も多様で冬に出荷できるものは長芋や豆類、白菜やキャベツは一定の期間で冬期間通してで

はない。息子夫婦に営農を任せた親世代が、お小遣い稼ぎにバイオガスを活用したハウスで冬で

も栽培するという工夫も考えられる。そういった取り組みには、婦人部や青年部の参画が検討さ 

・非常に優良な健康食品で、ケーキやまんじゅう、加工して焼きそばなどの麺類にもなり、キロ単

価が通常の小麦よりも高いと聞いている。秋蒔きなのでこちらでも栽培できるのではないか。 

・もち麦は外来種で、イタリアンやフレンチの食材にしか使われていないようで、ダイエット食品

として注目されているが、国産のものはほとんど出回っていないようだ。大麦の種類であり、基

本的には北海道でも栽培可能であると考えられる。農家の感覚として、収穫などに機械を使うこ

とから、少量栽培は採算性の課題がある。その点では、農協青年部の協力があると心強いと考え

ている。 

・十勝管内の商工会女性部の集まりで訪れた鹿追町は花の街と言われており、パークゴルフ大会の

商品に花の苗が出されることも多い。女性目線で見ると、綺麗な景観の中で休憩し、健康志向に

あった地場産野菜を購入できるというのは、魅力的である。特に女性は自由時間が多い人も多く、

重要な顧客となると考えられる。また地元の住民でガーデニングや花づくりなどの知識がある方

に協力していただくことも重要な観点と思う。 

 

【施設運営について】 

・基本的なことであるが、施設が赤字でも許容されるのか？ 

・行政が実施する職業紹介や移住情報提供は、行政の費用で運営していくという認識である。ただ

し、他の分野においては収益を上げ、出来るだけ行政の支出を減らして頂くのが適切と考えてい

る。 

・運営会社の決定や運営の形がどのようになるか大きな課題であるが、いずれにしても赤字運営だ

けは避けたいと考えている。基本コンセプトと導入機能は非常に重要な部分なので、多様な意見

を出していただきたいと考えている。 

・「あら・だて・な道の駅」では、運営会社社長がユニークな発想で、それまでの道の駅にない建

築デザインとしてドーム型を採用し、それ以外にも魅力的な運営上の工夫を行って人気があると

聞いている。この事例に見られるように、景観の豊かさには広い価値が有り、可愛らしいとか綺

麗といった価値とは異なる、怖いもの見たさを感じるような価値も選択肢と考えられる。 

【駐車場の停泊について】 

・キャンピングカーによる停泊が周辺住民のクレーム問題と聞いているが、オートキャンプ場とし

てコインランドリーなどの販売機の設置によって利益を得て、清掃などの費用を捻出できるので

はないかと考えている。 

・本州の道の駅では、オートキャンプ場として整備された施設ではないが、積極的に停泊者を受け
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入れている事例もある。 

・「道の駅ちゅうるい」の事例では、住民票を移しておらず税金は払っていないが、地域の住民活

動に参加し、地域活性に一役かっている停泊者がいると聞いている。停泊者を邪魔者と取るか、

地域に取り込んでいくかの考え方次第のようだ。東日本大震災時に防災拠点の役割を果たした道

の駅では、毎日 2 回必ず駅長が敷地内を見回って、ゴミを拾い、停泊者も含めて声がけをして

いるようだ。人間関係ができると、極端なマナー違反ができなくなるという傾向があると聞いて

いる。 

・寒地土木研究所のお話では、停泊者は数ある道の駅から選んでわが町の道の駅に停泊してくれ

ているという観点が必要ということだった。 

・道の駅の物販には、特産品として一般市場では高額な商品も取り扱っている。停泊者はその点

で道の駅の顧客にはなりにくいが、むしろ、地域の商店街で通常の買回り品を購入する消費者に

なりうるとのことだった。 

・音更町では、オートキャンプ場として整備していないが停泊者が著しく多い施設もある。その

ため、夏の繁忙期には一般の来訪客が駐車できずに、隣地の草地を借りて臨時駐車場を設けてい

る。そういったことを想定し、府県からの多様な人の来場に備えて、バークやチップを引いた駐

車場に停泊していただければ十分といえる。しかし、そうした場所を確保するのが現状候補地で

は難しいのではないかと考える。 

【商店街との関係について】 

・商工会としては、商店街の活性化に道の駅がどのように寄与するかが課題と考えている。来訪者

が地元商店街に流れていくきっかけをどのように作ってくかが重要である。道の駅と商店街の位

置関係も影響するが、商店街の空洞化に対して、道の駅が影響しているという現象が、恵庭市の

「花ロードえにわ」である。直販所に商店街の顧客が誘引され商店街が空洞化しているようだ。 

・寒地土木研究所からは、地元商店街で購入可能なものを道の駅の物販に陳列して売れ行きが良く

なっても、街全体としては経済的なプラスとはいえないとのことであった。その点で、先ほどご

意見に出ていた商店街には陳列しない加工品など価値の高い商品を創りだすということが必要 

・道の駅だけではなく、まち全体も道の駅として機能するということが必要であると考える。その

点で商店街にも町の外から来た客が訪れるという観点で商店街としての対策が必要だ。さらに、

道の駅に飲食・物販など全ての機能が本当に必要か、例えばレストランは作らないけれど、既往

の飲食店と道の駅が共同開発したメニューを地元の飲食店が提供し、そこに道の駅の来訪者を誘

導するという仕組みづくりが求められる。あるいは、記念写真をとるというニーズがあるなら、

まちの写真館を紹介し旅行用の面白い写真が撮れるといった広報も考えられる。 

・研究者からは、道の駅に期待するあまり、多くの機能を盛り込み過ぎて、ぞれぞれのサービス内

容が薄くなってしまうのは避けるべきという示唆があった。道の駅には機能を選りすぐって導入

し、できるだけ町全体に分散する機能に来訪者を誘導することが賢い手法であるとのことだった。 

【その他】 

・道の駅と合わせてナイタイ高原牧場レストハウスも検討が必要である。 

 

（２）「道の駅」視察研修に係る日程について 

委託業者より、道内視察の旅程案を資料とともに説明。 

各委員より、無理のない工程にしたい意向があり、初日の上士幌町出発時間を遅くして、だて歴
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史の杜を除き、札幌に到着する時間を早める旨で合意。 

各委員の道内視察参加意向について最終確認。 

事務局より、当日の集合場所等を説明。 

（３）その他 

全国道の駅シンポジウムについて、参加希望の委員を募る旨、説明【別紙参照】 

寒地土木研究所の松田研究員による一般町民向けの講演会開催と委員への参加要望について説

明。 

第 4 回策定委員会では、一般町民向け講演会の翌日に松田研究員による勉強会として開催する

旨、説明。 

委員長挨拶：道内視察のあとに委員からの活発な意見交換を期待する。 
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第 4 回 

日程：10/14（金）9：30～11：30 

場所：上士幌町 A 会議室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、根本委員、菅原委員、

森本委員、森岡委員、下村委員、村上委員、関口委員 

アドバイザー：寒地土木研究所 松田統括主任研究員、 

オブザーバー：帯広開発建設部 大西氏 

事務局：町長、副町長、杉原課長、佐藤主幹 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本）、 

協力会社：柳澤、飯島 

 

１ 委員長あいさつ 

ご多用の折、ご出席戴き委員の皆さんには感謝申し上げる。視察にご参加戴いた中で、前回

に引き続き、道の駅基本計画に関わるご論議を頂きたい。 

 

２ 議 題 

（１）道内・道外視察 概要説明（施設評価） 

  視察に参加した委員による施設評価を行った結果、道内施設においては飲食・物販の評価と再

訪希望順位の相関が高かった。 

  また、道外施設においては屋外空間の評価が高い施設において再訪希望順位が高かった。 

 

（２）アドバイザー寒地土木研究所統括主任研究員松田氏から道の駅の分析および整備ポイント

について講義（別添資料） 

 

（３）視察を通じた道の駅の魅力（委員意見交換） 

・本州の道の駅は素晴らしかった。道の駅から町内に人が流れるような施設が望ましい。負の遺

産にならないような検討が求められる。川場が最も魅力的であると感じた。 

・道内施設は本州に比較して飲食が弱い（北海道）。 

「田園プラザかわば」はテーマパークのようで好みではない。 

「サーモンパーク千歳」はサービスエリアのようであった。上士幌町の道の駅としてはまちの匂

いがする施設であることが望ましいと感じた。 

その点で常陸大宮の「かわプラザ」はよく作られている。 

まち全体とどのようにタイアップしていけるかを考えることが必要である。 

上士幌町では産直は難しいのではないか？どの道の駅でも、パンとピザとそばが共通していた。 

・「田園プラザかわば」は昔ながらの村のミニチュアをつくるというコンセプトであったことから、

ある意味、テーマパークであり、それを真似するかどうかは検討の余地があろう。道の駅にパ

ンとピザとそばが共通するのは、地元にそれらを提供する気の利いた商店がないという要因が

あり、地元民の購入ニーズに支えられるため事業として成立し易い点がある。しかし、それら

が外からの来訪者のニーズに応えられるレベルである必要があり、上士幌町での飲食の展開は

異なるものでも良いと考える。 
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・「花ロードえにわ」の産直で果物を手に取ったとき、商品を持ち込んでいた生産者が「美味しい

ですよ」と声をかけてくれ、購入意欲が増した。商品が陳列してあるだけでなく、人とのふれあ

いができる施設であることが、結果、売上増加に結びつくと思われる。子育て世代としては千歳

サーモンパークが最も印象深く、トイレの清潔さや男性トイレにオムツ替えスペースが有るなど

が好印象であった。また、広い芝生に遊具があることが魅力的であった。 

・道の駅における人の対応が一番価値が高いと考えられる。その接遇を含めた対応の質を確保・維

持することが重要である。そこに教育研修の必要性があると考えられる。一方、本州の道の駅の

直販所では、生産者が、自分の作った生産物がどのように受け止められるかに非常に気を配って

いる。北海道は専業農家が多く、政府管掌作物に比較して、小さな利潤しか産まない直販向けの

野菜等作物には生産動機が低いと考えられる。 

・視察に行けなかったが、今後も道の駅について学びつつ意見を述べたい。 

・なにもかも道外のレベルが高く、上士幌町としてどこまで近づけるか考えたい。 

・北海道は雪の問題があるが、雪を言い訳にしない姿勢が求められる。工夫によって冬でも集客で

きる施設を検討していただきたい。上士幌町は寒さがある一方、雪が比較的少ないことから、優

位性がある。来訪客のレベルが施設のレベルと同等であり、その点で、本州の道の駅を基準にし

て検討すべきである。 

・「田園プラザかわば」は人口 3,600 人の村であるが、商品が豊富であった。それに比較すると、

上士幌町で何ができるかを視察後もずっと考えている。雪の降らないところでも冬は集客が

1/3 程度になるとのことで、むしろ冬に訪れたくなる施設を検討する必要があると思った。農

協の立場から考えると産直における冬の戦術は厳しいと思われるが、肉加工品であるハム・ソー

セージなど、認知度は低いが全農の種豚センターがある上士幌町で検討できないだろうかと考え

ている。 

・海産物加工品は肉類よりも匂いや鮮度の保持などから、観光客相手の販売は不利である。 

・産直、フードコーナー、駐車場、トイレなど視察施設は大型であったことから、上士幌町の候補

地はすべての機能を満たすために小さいと感じる。ナイタイ高原牧場や商店街なども含めて考え

ると良いと思う。 

「おおつの里」のショップカードが印象に残っており、道の駅の集客を誘引するために有効な手段

だと感じた。 

・フラノ・マルシェも同様の取り組みを行っており、レストランを施設内に整備しなかった。道の

駅の整備を検討していたが、それをやめてフラノ・マルシェの整備を行ったと聞いている。フラ

ノ・マルシェは私の恩師である東京大学の堀先生が指導を行った事業であり、「フラノ・マルシ

ェ」の奇跡」という本が出版されている。 

・それぞれの道の駅に地域に根ざした明確なコンセプトがあった。そもそも首都圏をターゲットに

していることから地域事情も異なると思われる。上士幌町は音更町や士幌町の後発地でもあり、

さらに産直の商品となる生産も少ない。現状では、高齢者の方々が週末に開店している産直活動

を道の駅施設に取り込めるかどうかも検討の余地がある。また、現在、事業構築が進んでいるバ

イオガス生産と発電事業における排熱利用などによって、冬野菜の栽培ができるかどうかも検討

することが必要と考える。さらに、テイクアウトなどの飲食から、町内事業者への誘導を検討す

るべきである。 

・町内の飲食店が開店しているかなどの情報は町内でもわからない事が多い。そのような状況で道
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の駅から誘導することが可能なのか疑問である。 

・道の駅では静的な情報はあるが、動的な情報はない。現在、9 割以上はネットの情報を見て来訪

する客である。「現在のナイタイ高原の天候」などとして逐次の情報を提供することが考えられ

る。また上士幌町内の情報だけでなく、周辺観光拠点などの情報も含め、来た人が幸せになる、

得をすることを念頭に情報提供を検討することが求められる。士幌町が上士幌より 11ｋｍで新

規店を開業することの影響は大きいと思われる。差別化の手法を十分に検討する必要があり、そ

の一つとして、情報提供は重要と考えられる。 

・産直がハードルになると考えられる。とみうらとおおつの里が特に印象に残っている。整備費

は本州の規模は大きすぎると思う。 

・整備費の全国平均は 7 億 5 千万円程度である。産直が閉店している時期でも来客できる道の駅

が望ましく、産直が道の駅の魅力の全てではないし、小さい規模でも良い。むしろ、加工品で

勝負することも必要と思われる。物販として道の駅で売るべき商品が本当にないかどうか検討

する必要がある。商品自体の質の他、パッケージも重要であり、デザイナーの梅原真氏は、都

会的ではないが人目を引き商品の良さを表現するパッケージデザインを手がけている。「道の駅

とおわ」を中心に活動しており、それらは参考となる。都会的なデザインは地方には向かない

のではないか。 

・梅原氏は四国の柑橘系の素材を使った加工品が有名である。味のインパクトが伝わるデザインで

ある。 

・生産者の顔が見えるものを並べるというのがよろしいと感じる。 

・北海道の道の駅でも生産者の顔を掲示しているが、まだ洗練されていない。 

・地域や生産者、道の駅としてのメッセージをどう伝えるかが重要である。 

・道の駅での販売はひとりにつき商品１個限定とし、複数個の販売は生産者からしかできないとい

うルールを設けている道の駅もある。生産者が生産現場で直接、特産品の良さを伝えるのが一番

効果がある。 

・若者が働いている姿は多く見かけたが、高齢者が働いている施設は少なく、ある施設では特に高

齢者の方から働く喜びを聞くことができた。道の駅では、年齢の高い方が生き生きと働く場所で

あること、観光客に加えて地元の人が利用できること、家族向けのイベント開催により集客効果

を向上させ、子どもの姿が見えることで賑わいを創出することが必要だと感じた。 

・子育て世代としては、子どもや子育て中の親が参画できる施設であって欲しいと考えている。 

・委員が多用な立場から参加を頂いているのと同様に、住民もさまざまな立場があり、その点から

道の駅には多様な参画が求められているということだと受け止めている。 

・浜頓別町では道の駅を町民のためのものとして位置づけ、町民交流会を開催できるような施設内

容となっている。そうしたコミュニティ活動の場所に外から人やモノが入ってくることで地域の

活性化が期待できる。一方で、赤字の公共施設は時代にそぐわないため、行政としてハード整備

の支援をする他に、自分たちで稼いで自分たちで生きていくという自立した施設運営の考え方が

求められる。そのためには、町内の志ある団体が入って運営主体を早期に構築し方針を決めてほ

しい。自立のための数値目標を掲げて、達成するべき。 

・本町は「生涯活躍するまち」として CCRC に取り組んでいる。できるだけ健康寿命を伸ばすと

いう観点からも、様々な世代の人々が関われる道の駅であってほしい。一方で、運営主体の構築

には様々な側面からの議論が必要であり、その後、企業体を立ち上げて参加を要請する形式を考
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えている。 

・まずは町内の各拠点を結ぶという観点から点を線で結ぶという考えが必要ではないか。現状で集

客を促進するべきぬかびら源泉郷とナイタイ高原を PR できれば良いと考える。和牛の加工方法

などうんちくを知って食べると、より高い価値を感じると考える。そうした博物館的な情報提供

について検討することも必要ではないか。 

・道の駅を通じて町の未来を考えることになる。道の駅になんでも詰め込もうとしないことが必要

である。特産品をつくる主体や体制を明確にする必要がある。 

・冬に来客がない点は十分に検討し、検討委員会として手法を考えていただきたいと考えている。 

住民の交流については、すでに「生涯学習センター」として整備される施設を活かす方向で、考

えていただきたい。 

・移住者として、北海道は冬が一番素晴らしいと感じている。イベント開催によって冬の良さを知

ってもらうことも良い。月明かりで冬の大雪山がみえるなど、道の駅を訪れたくなる価値をアピ

ールするといった弱みを強みにすることが必要である。熱気球は上士幌町の認知度を上げている

要素であり、夏や冬のイベントに使う事も考えられる。 

・数十年間にわたり上士幌町に住んでいながら、糠平湖のワカサギ釣りをやったことがない。道

の駅を集合場所にすることで行きやすいと考えられる。また町民の協力を得て緑溢れる空間を作

ることも考えられる。 

・東川町の道の駅は目に見えない雰囲気が素晴らしい。町内情報を対人で説明してくれる。道の

駅で冬にできることとして体験プログラムの紹介といった情報提供を始めとした町内拠点へ誘

導するハブとしての機能、姉妹都市の商品販売なども考えられる。特に姉妹都市の商品販売で

は移住者が仲介者となることも手法である。 

・姉妹都市提携は今のところないが、以前京都と交流を行っており、上士幌町と似たまちではな

く、異なる要素があるまちとの連携によって、子育て教育を含めて、交流をする事が考えられ

る。 

・町外で物産展を開くなどの外商も必要である。 

・旅行業を営める DMO を構築し担当できる人材を公募している。 

・景観などの資源をお金に変える取り組みとして体験マルシェを実施し、実験的に１００円、２

００円の価格でメニューを設定した。冬のバージョンも取り組む予定である。 

・冬場の仕事がしたいという農家もある。バイオガスプラントを活用した冬の栽培などについて

参画を検討したい。 

以上 
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第 5 回 

日程：10/19（水）13：30～15：00 

場所：上士幌町 A 会議室 

出席者：小寺委員長、根本委員、菅原委員、森岡委員、

村上委員、関口委員、下村委員 

アドバイザー：内田勝規氏 

オブザーバー：帯広開発建設部 永井氏、大西氏、長平

氏 

事務局：町長、副町長、杉原課長、佐藤主幹 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本） 

 

１ 委員長あいさつ 

あっという間に５回目の委員会になりました。委員会にご出席いただき感謝申し上げる。今回

は、商品企画・製造・販売という内容の講師をしていただく、内田社長においでいただいた。後

ほど質疑応答の時間をとってあり、意見質問のほうをその場で取りたい。 

２ 「道の駅に人を呼び込む商品企画・製造・販売」 

道の駅アドバイザー 内田勝規氏 

講師略歴紹介 

講師自己紹介 

講演 

 

（１）地域六次産業化促進における道の駅事業の役割 

◆上士幌町とは、どういうところ？どういう町になりたいか？ 

→ＣＩに取り組んだ経験から、内側の評価と外側の評価が食い違う事が多いと感じる。 

→評価の差をどう埋めるかが重要 

→弱みをメリットにする視点もアリ 

→外からの評価を活かすことは重要 

→自分のターゲットを持つことが大事 

◆道の駅に期待する役割 

→六次化とは、地域が地域の資源を使ってものづくりをすることである（自前）。 

→製造を外に出すと、利益も外に出る。 

→商品販売で外にでることはリスクがあるが、リターンも多い。 

→消費者ニーズを先回りしたものづくりができていない。 

◆道の駅の継続性（売上だけが全てではない。） 

→地域に人材を育てることが、継続のキーとなる。 

（２）商品企画に求められる方向性（プロダクトアウト⇔マーケットイン） 

◆成功事例、失敗事例をもとに紹介 

→モノが売れるときに、地域の情報を乗せると伝わる。 

→「北海道」ブランドを大切にして売り込んでいく。 

→「憧れ感」をどう作っていくかがポイント。 

22



 

 

 

→「モノ」には、付加価値として文化をつける。（わざわざ感、ありがたみ） 

◆「良いもの」であることはあたりまえ 

→地域の産品を売るときは、頃合いを見計らって売る。 

（やりすぎるとあきられる。）。 

→ど真ん中（主力）を作り大事にする。 

→ど真ん中が売れたら、周辺の商品を作る。（事例：柳月「三方六」） 

 

（３）道の駅 激戦時代における商品のあり方 

（3 度目以上の来訪・購入リピーターを生み出す策） 

◆目的意識をどう作るかが大事 

→サービスエリアは客単価が低い（１コイン） たぶん道の駅も同様 

→目的意識の無い道の駅は、トイレがメインとなる。 

→キーワード「特徴」「違い」「次につながる」 

→絶対に売れる商品（ナショナルブランド）を必ず置いた上で、売りたい商品を置く 

→ナショナルブランドの排除は徐々に、段階的に行っていくことが有効である。 

◆ブランド力 

→「京都に生まれて５世紀」（虎屋） 

→百貨店における北海道物産展は、陰りが出てきている。 

→観光に頼りすぎると無駄が出てくる。向上しない。 

→静内町「あま屋」は３時間待ち、特徴のあるものは強い。 

◆リアル・ショップとヴァーチャル・ショップ 

→物産展は、買わない人の顔が見える。買わない理由がわかる。 

→通販は、買わない理由がわからない。 

→顧客からの情報は重要。聞いたほうが良い。 

◆ターゲット設定（目を向けるべきマーケット） 

→ターゲットを作らないとモノは売れない。 

→だれでもできることは、真似される。 

→「らしさ」をつくる。 

→ひとりのものに、いろいろなものを売っていくことが大事 

  

（４）上士幌町としてのマーケットインとプロダクトアウトの接点 

◆北海道ブランドの強み 

→内側に居る人から見ると「十勝」、外側に居る人から見ると「北海道」 

→ここに来ないと食べられない というものは有効である。 

→特産品：スピードが重要。デザインに頼って、中身の薄いものはだめ。 
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（５）商品だけで成立しないヒット商品創出のしくみ 

◆売れるもの 

→良い商品、良い宣伝、販売力の３つが揃ったときにヒットする。 

 

（６）上士幌町で内田先生のお力をいただけること 

→宣伝力の面で、お手伝いできる。 

→イオングループで、12/8 に新さっぽろに店を出すので、上士幌の商品で出せるものがあれば

預かる。 

→関西 よみうりテレビ（大阪）の情報番組でリポーターをやっている。ＰＲしたいものがあれ

ば可能。また芸人の活用も可能。 

 

■質疑応答 

Q.商品のラインアップの増やし方、肉など生ものの売り方について教えて欲しい 

A.生ものは冷凍での販売になる。素材の良さが出るような加工をすることは、１つのアイデアであ

る。また、希少性を売りにすることも、売り方としてアリだと思われる。 

 

Q.農協が十勝ナイタイ和牛を企画しているす。売り方を知らない素人集団が作っていて、たまたま

ふるさと納税ではヒットしたが、商品のラインアップを増やすことができない環境にある。物産

展などで生鮮食品を売るときは、どのようにして売るのがいいのか 

A.冷凍である。先ほど話題にしたが、十勝和牛を入れお弁当にした事例がある。肉は焼いてすぐは

柔らかいが、冷めると固くなる。こんぶ出汁に漬けてやくとあまり固くならないので、十勝和牛

で作らせてみた。上士幌に通わせていただいていたときは、月に１頭ぐらいしか牛が出ないとい

う条件であった。そういう希少性をもたせた売り方もある。岩手県で１年間に干し柿を２００個

しかつくらない農家があった。木箱に入っていて１個２万円。その年はまわりの人から十数個い

ただいたが、誰でも手に入らないというプレミア感があり、それだけでうれしかった。たぶん実

際には２００個以上つくっている可能性もあるはずだ。ナイタイ高原も希少性をアピールする手

法が有効だ。 

 

Q.物産展についてお伺いする。東武百貨店が北海道物産展をやられて、他の百貨店でもやられるよ

うになったのだが、東武の北海道物産展は他に比較して良いと思わせる秘訣は？  

A.そう思わせることが一番大変でした。東武百貨店に来るメリット（どれだけいい思いができるか？）

を作って、固定客に持ち帰らせた。東武百貨店の北海道物産展は、福島、山梨などからも来るよ

うな、非常に広域な客層である。お客さんから見てもチャンス。通常はちらしを配布すると３～

５％のレスポンスがあるが、ちらしに使える経費が減っている最近は、集客力も比例して減るこ

とになる。これを補うのが、固定客へのＤＭである。これの回収率は高いところで６割ある。物

産展に参加する地方の取引先にとってこれはメリット。このようなメリットをどのようにつくっ

ていくかが、東武の魅力なる。ふるさと納税の顧客リストは、DM を活用するにあたって、上士

幌町の大きな財産である。 
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Q.北海道物産展に出店する側にもメリットはあるのか？ 

A.それも作る。売上を上げればいい。お客さんにとってのメリットは、例えば限定商品などを用意

して売るなどの方法がある。 

 

Q.上士幌町の事業者の製造品を感謝祭などで販売すると、商品が類似品に比較して高額設定である

ためか、２／３が売れ残ってしまう。安くして売ったほうが良いのか？海外向けやターゲットに

よってやわらかさを変えるとか、香りの強いものを用意するというような、極端なやりかたとい

うのはあってもいいのか？ 

A.その商品は、高いとはいえない。儲かる価格で売ることが大事で、原価率３０％が一つの基準で

ある。高いと思われているのであれば、その価値を説明して納得させればいい。むしろ手間暇が

かかっているものは高くても良い。 

海外向けは、売り方は２つある。たとえば、北海道であれば北海道らしいものをそのまんま売る

というやり方。味も変えない。それとは違って、デイリー商品にして売っていくのであれば、海

外の志向に合わせるものづくりが必要である。これは、原材料供給の立場を守って、現地の製造

業者に商品化はまかせたほうが良い。 

 

Q.道外の人にエゾシカ肉を売りたいが、売れる可能性はあるのか？ 

A.ある。東武百貨店でエゾシカ肉のコロッケを作ったところ、すごく売れ行きが良かった。シニア

層には脂肪分が少ないヘルシーなイメージで評判が良い。 

 

 

Q.全国の道の駅では、その地方らしい道の駅の作り、というものが優先されているのか、それとも、

おしゃれ感が漂うようなものにするか？どのような傾向があるか？ 

A.置かれている環境にかなり影響される。ターゲットの１つとして観光客を基軸とするのであれば、

上士幌らしいシンボリックなものを用意したほうが、観光客へのアテンション（関心を引くきっ

かけ）になるのではないか？  

町民たちの憩いの場という側面を優先するのであれば、機能的なものをつくっていったほうが良

いだろう。上士幌を訪れるインバウンドの方は、旅慣れた方が多くいらっしゃるだろうと思う。

北海道に何度も来ている方がいらっしゃる可能性があるので、そういう視点が大切かもしれない。

たぶん、今後もたくさん来るリピーターになりやすい人たちなので、初めての来訪の際の印象が

ポイントになる。 

 

Q.高齢人口の受け皿である施設にしようという考え方の他にも、まず地元の方々が気軽に使えるよ

うなものにしようという力が働くと、どっちつかずの施設になるのではないか？ 

A.観光客は１日でも多く、その地域の住人として、地域の良さを感じていたい。上士幌は町民の生

活は豊かとアピールしているのだから、観光客も住民も一緒に経験できるところを売りたい。１日

だけでも住民になれるというところが、メリットでありポイントである。外からどう思われている

か、という視点は大切である。内側向け（町内向け）の傾向が特に強い施設を観光客は望んでいな

い。 
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Q.沖縄に観光客がかなり集まったのは、沖縄の独特な文化をそのまま観光資源にして、いわば日常

を観光資源にするということを強く意識したからだと言われているが、どうか。 

A.たとえば、外国人をあまり意識せず、極力日本人の観光客を最優先にする方向性は、１つのアイ

デア。ターゲットがはっきりしているというのは、すごくわかりやすい。 

 

Q.十勝や上士幌は、知っているけど行ったことがないという人がふるさと納税寄付者の大部分であ

り、同様にネットで商品を購入する人が多い。外から見た上士幌のイメージをお聞かせ願いたい。 

A.知り合いが上士幌町に住んでいれば、訪問する目的になる。まずは知ることが目的になる。（知ら

ないと目的にはならない。）目的になる側面がたくさんあったほうが、来訪の確率が高くなる。道

の駅も含めて、目的のリストを見せる場になれば良いのではないか。期待値が高いので、今後、

ブラッシュアップが必要かもしれない。道の駅の施設内でなんでもやりすぎると、他の拠点にお

ける目的化は難しい。アイテムがたくさんあると目的となりやすい。 

以上 
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第 6 回 

日程：11/8（火）13:30 ～ 16:30 

場所：ＪＡ上士幌 ３階・第３会議室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、根本委員、菅原

委員、橘内委員、森本委員、下村委員、高橋委員、

関口委員、村上委員、 

オブザーバー：帯広開発建設部 永井氏、大西氏 

事務局：杉原課長、佐藤主幹、平岡主査 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本） 

協力会社：協力会社（飯島、柳澤） 

 

１ 杉原事務局長あいさつ 

悪天候の中、初めて農協に足を運んでいただいた方もいるかと思う。事務局の方から話があっ

たように、小寺委員長が遅れることから、代理の辺見副委員長が進行を担当いただく。今回は第

６回目になり、道の駅検討委員会も、徐々に大詰めになってきている。本日も３点ほど協議案件

があるので、審議のほど宜しくお願い申し上げる。 

 

２ 議 題 

（１）上士幌道の駅構想［コンセプト案］（※基礎資料）についての説明 

㈱ズコーシャ賀陽（委託業者）、㈱ル・ボン・プラン飯島（協力会社）より、資料内容について

説明 

【事業内容の進捗について】 

・資料４頁のＳＴＥＰ１及びＳＴＥＰ２（どちらも目標）というのは、同時にはできないものなの

か。 

・すべてのことを、１度に目指すというのもアリだと思うが、先の課題として、まず産業活性化や

雇用創出、観光等のコンテンツの土台となる部分を確立していく必要がある。この土台は、移住

促進や子育て教育等を行うための資金源を確保する仕組みづくりに直結すると考えている。将来

的な目標を達成するためには、地域と連携した組織が必要であるし、それらを成立させるために

は、経済的な循環を構築することが急務であるといえる。 

・ＳＴＥＰ１及びＳＴＥＰ２については、町の施策として取り組んでいることとは思うが、より持

続可能なものにしていくために、経済的な循環を拡充していく過程での段階をしっかりと踏まえ

ながら、道の駅を確実に起爆剤の舞台とするための目標設定であるという意味で捉えてほしい。 

【道の駅事業について】 

・資料５頁の「厳しい立地条件」の表現を見ると、確かに厳しいと感じる。道の駅を考慮するにあ

たり、生活道路や通勤道路の役割は全く異なると思われる。月の予想交通量が算出されており、

計算内容については理解できるが、それらの計算を踏まえて売上 8,000 万円程度を想定すると

ころにとどまるのであれば、何の意味も無く、最初からやるべきでない。継続的な施設運営には

売上が２億から３億円程度は必要で、１億円もいかないというのであれば、道の駅の検討はやめ

た方が良い。 

・事業計画の試算ではピア２１しほろの立寄率を利用しているが、例えば交通量 6,000 台という
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交通量を想定するのであれば、ニセコも6,000台程度という中で、３億の売上実績を得ている。

また、田園プラザは 2,500 台である。試算が厳しい条件であることは理解できるが、これで立

ち上げようとするとベースが狂ってしまうのではないか。こういった現状から、交通量とは関係

なく人を呼び寄せるための方法による売上向上の必要性が考えられる。 

・資料１０頁の道の駅商業コンテンツのベーシックイメージの例において、理想論はわかるが、実

際に具体的に何ができるかという点が一番大切である。例えば、テイクアウトモールでドライブ

スルーを設置するとあるが、それは実現不可能ではないか。仮に設置したところで、スターバッ

クスやマクドナルドが入るかといったら、それはないと思うし、商品も乏しいので困難であると

感じる。また、現状において、スペースの兼ね合いからフードコートの設置が可能であるのかも

疑問である。提案書ではあるが、全体的な要素を踏まえた上で、フードコートになるのか、レス

トランになるのか、もう少し具体的な提案をして頂けたらと思う。また、客単価の設定も甘い。 

・客単価 1,000 円は、確かにかなり甘めの設定である。「ピア２１しほろ」の客単価は 615 円で

あることから、同じような財布を持っている人が対象となるので、それだけ良い商品・良いサー

ビスを提供できるかが重要である。今回は「ピア２１しほろ」の指標をもとに算出を行っている

ため、それ以上のものをどれだけ提供できるかという点について、今回の客単価の妥当性や現実

性を含め、詳細に考えていく必要がある。 

・現状のままの試算でいくと、コンテンツの整備によって発生する収支が曖昧であるため、恐らく

毎年赤字の結果は免れない。その額から逆算して考えていかないと、最終的に大失敗に終わる可

能性がある。 

・資料５頁はあくまでも既往のデータに基づいて示したものであり、ご指摘の通り採算ボーダーを

下回る数字となる。逆に、どこにでもあるものを導入して、これぐらいのラインに達するという

ことを踏まえながら、より魅力的な道の駅を作るには、どのようにしていくかを具体的に議論す

る必要がある。 

【バイオマス・ガス事業との連携】 

・資料１０頁の道の駅商業コンテンツのベーシックイメージの例において、「かみしほろマーケッ

ト」の項目の説明欄に「町内エネルギー事業と連携し」とあるが、具体的にはどのようなものな

のか。 

・具体的には、上士幌町に建設されるバイオガスプラントから発生する排熱利用を想定している。 

・バイオガスプラントを来年上士幌町に建設するのだが、そこの発電機を水で冷却する際に発生す

る熱（70℃程度…余剰熱なので、捨てても構わないのだが）を活用することで何かできないか

ということを検討しており、農協や生産者としての農家が新しい展開を模索している状況である。 

・道の駅に産直がないのは、正直なところ寂しいのかなと思う。冬期に至っては提供できる野菜も

減少する。しかし、皆さんが今までご覧になってきた所については、上士幌町と規模が根本的に

異なってくるため、小規模で色々なものを製造し、道の駅で提供していくイメージになるのかと

思う。 

【道の駅の役割について】 

・道の駅を上士幌町の窓口とするのであれば、道の駅を起点として、観光地や市街地にどう誘導し

ていくかの取り組みが必要である。逆に言えば、道の駅にあまり滞在しない方が良いという考え

方もあるかと思うが、それは危険に感じる。村上委員の主張する売上の観点も一つだが、今後道

の駅の位置づけとして、どちらの方向性を選択していくのか考慮すべきではないか。売上を考慮
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するのであれば、町内で売り出しているもの等に競合するコンテンツが必要になってくるし、ま

ちと道の駅という関係性を明確に示さなければ、具体的な方向性も不透明のままでは、上手く行

かないのではないか。 

・ただの案内機能として見るのであれば、道路情報センターがあれば十分であるが、それでは道の

駅にする必要が無い。この道の駅の前提としては、上士幌町をトータルで目的地にしてもらい、

道の駅を拠点にして様々な観光地を訪問してもらう、というのが施設の主たる機能として考えら

れる。ただし、道の駅においても、上士幌町の飲食や観光、これまでお金にならなかった景観等

を含めて、売っていくことを考えている。 

・情報発信の場のみに留まることなく、道の駅として経済性を考え、持続可能なものを構築してい

くというのも狙いである。 

・道の駅を観光目的としている方が一定数存在することを考えると、道の駅という施設の枠組み自

体に集客力があると考えられる。他の町との差別化をしていく必要はあるが、道の駅にまず来て

もらうということを考えると、各市町村の観光拠点としての商業や集客等の付随機能や利便性の

検討も必要になってくるという位置づけで捉えたい。 

・コンテンツ例として挙げられているものは、絶対的に良い内容である。理想論は概ね共有できた

はずなので、そろそろ具体的に一つ一つ議論を詰めていく必要があるのではないか。次のステッ

プに進むことができなければ、売上予測や収支の計算もできずじまいである。 

・ご指摘の通りとは思うが、まさにその議論を今日から始めたいと思っている。販売形式や収支に

関連する部分の話もあり、それらを含めて議論を始めていかなければいけないが、前段階として、

この道の駅の設置はどのような目的であるべきかというところを明確にしたい。これは、ご指摘

を受けた共通認識の確認という点において重要であり、意見にもあったような個別議論での齟齬

をきたさないことを考慮している。検討委員会の構成についても、当初は多人数選出のうえ、い

くつかのグループに分類して進行していくことも想定したが、上記のような理由を踏まえ、現在

の１２名の検討委員会としている。具体的な内容については、本日の委員会からしっかりと議論

していく予定である。 

 

 （２）これまでの策定委員会における意見のまとめ 

意見のまとめ（Ａ４用紙）は、寒地土木研究所の松田総括主任研究員による講義日において、

検討委員の各々の立場を踏まえた基本コンセプトについての提案を集約し、整理したものである。

内容が意図した提案内容と異なって整理されている箇所もあるかと思われるので、それについて

は随時ご指摘戴き、議論を進めていきたい。 

【委員の意見集約について】 

・前回出席できなかったため状況がつかめなかったのだが、前回の委員会時に検討委員から意見を

募った結果こうなったということか。 

・今回はこれまでの意見の総括である。松田氏や内田氏の意見や助言も含めてのまとめである。 

・「上士幌にとって道の駅は」のまとめにおいて、これは先ほどの資料９頁の点在図での内容のど

の部分に当てはまるのか？ 

・「町に集客するために設置する有効な手段である」役割は目的性の軸（横軸）、「町内拠点への誘

導ハブとなる」役割は展開の軸（縦軸）、「地産品や加工品を販売する」役割は、目的性・利便性

のどちらの軸（横軸）ともとれる。集客を重視するのであれば、なるべく外の人へのＰＲが必要
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になってくるため目的性の向上、物産については利便性・目的性のどちらも推す場合があるため、

状況に合わせた検討が必要である。 

・この資料は、委員が出した意見を集約してまとめたものになっているが、一般的な需要として、

道の駅に何を求められているのかを聞きたい。例えば、夜～朝の仕事の場合だと、朝は道の駅は

閉まっているため、コンビニの存在は非常に有り難く感じる。コンビニやスタンドが併設されて

いる道の駅もあり、道の駅自体の利用率は低いようだが、一定のニーズは実現できていると考え

られる。これはあくまでも一つの例であるが、もう少し詳しい提案を頂けるとこちらも添削しや

すいし有り難い。 

・意見については指摘の通りだが、上士幌町の道の駅としては、地域振興・まちづくりに目的をお

いて整備していくことが狙いであるため、上士幌町を良くしていくための方向性（軸）を固めて

いきたい。その過程で、コンビニやスタンドは可能性として十分に挙げられると考える。 

・上士幌町の来訪者数の現状（観光面）としては、糠平への来訪者は良い状況である一方で、ナイ

タイ高原をはじめとするスポットについては来訪者数が半減しているという現状がある。上士幌

町全体として考えたいので、他の施設における対策などがあれば、教えて欲しい。 

・入り込みの低下については、分析していく方向性である。何を検討するにしても基礎的なデータ

は必要であるため、これらのデータを参考にしながら、道の駅を含め町内施設へ来てもらうため

の施策についての議論を展開していくつもりである。 

・来場者をカウントしている町内の拠点（８施設）については、対象のデータを事前に戴き、分析

を完了している。結果として最も多かったのは糠平の東大雪自然館であった。これまでの議論を

踏まえると、やはり機能等の「利便性」というキーワードは切り離せないと読み取れる。策定委

員会としての位置づけは、道の駅の整備を検討していく中で、どのような方向性を掲げていくか

を大前提として事務局と合意しているため、詳細については今後の事務局のスケジュールに沿っ

て我々も共に検討させて頂く。 

 

 （３）意見聴取 

  ①上士幌町（地域や生産者）の何を伝えたいか？ 

   ～今、上士幌町が伝えたいこと 

   ～これから、上士幌町が伝えていったら良いこと 

 【 ホワイドボードの青色の付箋まとめ 】 

・豊かな自然        ・住みやすい       ・時間がゆっくり 

・ライフスタイル      ・豊かな観光資源     ・温浴施設 

・農業体験、景観      ・子育て教育の充実    ・熱気球 

・農業生産         ・食材豊か 

 

  ②道の駅に人を呼び込める上士幌町ならではの「魅力」とは？ 

   ～今、道の駅に人を呼び込める上士幌町の魅力 

   ～これから、道の駅に人を呼び込む上士幌町の魅力 

 【 ホワイトボードの黄色の付箋まとめ 】 

・素晴らしい観光施設    ・体験          ・熱気球 

・市街地がわかりにくい   ・糠平の紅葉、自然    ・スキー場が空いている 
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・ふるさと納税       ・温浴施設がある     ・特産品 

・ナイタイ高原の景色、建物、景観が形になっている   ・子育て支援 

・大規模な牧場がある    ・開拓時代の雰囲気、伝統行事 

【道の駅整備目的】 

・上士幌町の魅力を使って、道の駅に人を呼び込もうということなのか？私はそうではなく、道の

駅で上士幌町の魅力を知ってもらうために訪れてもらい、そのために道の駅の魅力をもって実際

に訪れてもらうという認識でいたのだが。その魅力は何だろうということのための議論なのか。 

・今後、道の駅を魅力的にしていくための議論（＝そのために上士幌町ができること。では、それ

は何か？）である。現状において、道の駅で人を呼び込むとしたら活用できるものについて、今

あるもの、ないもののどちらについても、その内容をブラッシュアップすることで活用できそう

なものがあれば、是非提案して戴きたい。町内には、発信力をもつ魅力的なコンテンツが複数あ

ると考えているが、きっとその他にも地域（上士幌町民）として伝えたいこともあるのではない

か。 

・道の駅に上士幌町の魅力を当てはめて何かを売ろうというコンセプトは確かに分かるのだが、道

の駅の商品を出したところで売れるのかといった先のことも考えてしまうので、案を出しにくい

のではないかと感じる。例えば、「上士幌町の魅力って何ですか」と聞く方が色々な素材を出し

やすいのではないか。 

・当初はそのような案も出されていた。その場合、むしろ意見が拡散し過ぎるのではないかという

事務局の意向で、２つの設問に絞ったという経緯がある。しかし、ご指摘の形式の方が考えやす

いというのであれば、「良さを考える」という観点では同じであるため、そちらの観点でも構わ

ない。 

・なお、松田氏によると、道の駅を整備する際には「地域として発信したいことがあるはず」との

お言葉を戴き、ではそれは何なのかという観点でお考えくださいということだった。「上士幌町

が伝えたいこと」の設問の意図は、これを反映させたものである。 

 

 （４）基本コンセプトの大前提についての最終確認及び情報共有 

 

上士幌町が掲げる道の駅の役割 

・集客するための有効な手段（＝魅力の発信源） 

・市街地等の各町内施設へ誘導するための拠点 

・地産品や加工品等を販売する拠点 

 

・道の駅にあって当然の機能（情報発信、２４時間トイレ、防災）が役割であって、集客や販売は

手段なのではないか？ 

・北海道開発局では、その３つに道の駅の機能が分類されている。その上で、上士幌町はそれらの

機能を使ってどのような役割を持たせていくべきなのかということである。集客や販売は、それ

に当たると考えられる。 

・因みに防災機能については、道の駅に最低限求められる機能の中には含まれていない。これは、

予期せぬ災害等により地域住民を守る必要性が発生した場合に、道の駅が人の多く集まることの

できる施設として考慮すると、防災の視点が一つの機能として含まれていても良いのではないか
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という意見が挙げられているためである。 

・様々な世代の人達が関わることができる機能等は、含めないのか？ 

・現在、生涯学習センターを整備中であり、町民の交流拠点はそちらに持たせたいというのが町の

政策で意図するところである。そのような中で、「様々な世代の人達が関わることができる」と

いうのは、「道の駅の機能」としてではなく、「道の駅に関わる人達」という項目に含めている。 

・因みに、地産品や加工品の販売や、街への集客のための目的以外で設置された道の駅は、どこか

に存在するのか。 

・十勝管内では、「足寄湖」や「さらべつ」が例として挙げられる。これらの道の駅は、整備前ま

では色々と構想があったと思われるが、集客するための有効な手段としては機能していないよう

に感じる（「足寄湖」の売店・レストランは現在休業中）。 

・また、防災機能を上士幌町の道の駅に追加するかの是非については、貴重なご意見として頂戴す

るが、それに係わる関連手続等の段階を踏む必要があるため、事務局（＝上士幌町）としての判

断の下での決定となることをご理解戴きたい。 

 

 （５）その他 

  【今後のスケジュールについて】 

・次回の検討委員会では、今回の委員会の議論の内容を踏まえ、基本コンセプトや基本方針、具

体的手法等のたたき台を示した上での議論を行う。 

・次回の開催日時は、11/30（水）13 : 30 より、上士幌町役場にて予定している。 

・その後、その際の議論内容を反映させた上で、同じ資料を用い１２月中旬頃の議会、農協理事

会等に諮る予定である。 

 

３ 閉会 

本日は、長時間に渡りまして議論戴き、地道ではあるが、前に進んでいると考える。皆様には、

その先の具体的な形をつくっていきたいという関心・熱意をお持ちであり、事業を展開していく

際には、計画や設計と段階を踏んでいかなければならない。 

 

以上 
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上士幌道の駅構想コンセプトに関して

〈 委員会の条件のおさらい 〉

上士幌町（地域や生産者）の何を伝えたいか？ 道の駅に人を呼び込める上士幌町ならではの「魅力」とは？

�農業が盛ん
�こだわりの生産者
�農業が盛り上がっている
�夏のじゃがいもの華や緑肥のひまわりなど本州の旅行者が撮影に立ち寄る
�旅行者がいも掘りの畑を見てトラクタやハーベスターの大きさに驚いていた

�あまりある（観光）資源
�観光資源の豊かさ
�豊かな観光資源

�自然が豊かで広い

�食材の豊かさ
�美味しい食べ物がある
�特産品（新たに）

�熱気球の魅力

�元気まち
�活き活きと楽しく暮らす町の人
�生涯現役でいられる町
�来て見て楽しい上士幌、住んでよしの上士幌
�住みやすいところ
�ゆったりとした時間の流れ
�自然環境豊かな住みやすい町
�自然の中で遊んだり働ける喜び
�上士幌町の魅力
�いろいろな可能性を秘めている町・チャレンジできる町

�子育て・教育の充実を目指していること
�子育て支援のすばらしさ
�子育て世代への施策ある町

�ふれあいプラザ・ぬかぴら源泉郷など近場で楽しめる

�町民の集う拠点のある町（生涯学習センターの完成）
�３K（環境、健康、観光）が整備された町

01
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農業

観光

自然

食

体験

住

育

�牛

�大規模な牧場がある

�資源
�すばらしい観光施設（ナイタイ・ぬかびら・タウシュベツ・農村風景）
�農作業体験をした大阪の高校生が温泉やナイタイに感動していた
�ナイタイの景色
�ぬかびらの紅葉
�北海道への「憧れ」がカタチ（建物・景観）になっている
�温泉がある

�自然が豊か、リスやキツネが道を横切ったり十勝石が転がっている

�特産品
�母の手料理
�おいしい地産品が食べられる
�豆腐

�熱気球体験ができる
�日本一歴史のある大会バルーン

�伝統行事
�開拓時代の雰囲気

�鉄道の雰囲気を感じる町

�山岳地を活かした体験（山ガール）
�様々なアウトドアを体験できるフィールドがある（一年を通して）

�スキー場（本州の知人が「空いてていいね！」道の駅から送迎できれば

�市街地がわかりづらい

�道の駅を拠点にいろいろな体験ができれば

�子育て支援（子どもが遊べる・学べる）

�町の様々な取り組み

�人
�ふるさと納税での縁

34



上士幌道の駅構想コンセプトに関して

〈 コンセプト 〉

2016.11.24

02

道の駅・ナイタイ高原レストハウス
の機能と役割は？

観光客を呼び込むまちの玄関口

町で内包するさまざまな資源を活用し
まちをアピールする場

まちの「ゲートウェイ」として
老若男女が集まる入り口

町民・観光客問わず集まり、
さまざまなひとが交流する拠点

「ここでしか」を徹底的に追求した
プレゼンテーション

1.

2.

3.

4.

上士幌らしさをシンボリックに訴求する

さまざまな人が集まるまちの滞留拠点

町をアピールするイメージアップ機能

農業

観光 自然

食

体験 住 育

おいしい暮らし

楽しい暮らし 心地よい暮らし

上士幌町が実現したい
「このまちにくらしたい」と思える

暮らし方を喚起する。
ありたい姿をアピールするための

仕掛けとしての
道の駅・ナイタイ高原レストハウス

食を通じて、観光客や地元客
（市民・商業者）が交流する場

食 /特産品 /農業・産業振興…

観光 /体験 / 自然環境… 住環境・ライフスタイル /
子育て・教育 /施策・施設の充実…

溢れる観光の魅力を発信し、
町内へ誘導する場

上士幌らしい暮らしを町民自ら
楽しむことを通じて魅力を内外に発信
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〈 ターゲット想定 〉

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

女性客

女性客をメインターゲットに、また同行者として家族や友人、
さらに固定客になり得る男性客をサブターゲットに捉える

男性客

時間やお金に余裕があり、
消費を牽引する女性をターゲットとする。
「安心・安全」やこだわり商品などに関心の強い層。
十勝圏の農業従事者は所得の高い傾向にあり、
冬場の時間の余裕も＋要素になり得る。

家族と（観光）

＋

女性客を軸に、夫・子供・親夫婦など
ファミリーで楽しめるコンテンツを準備。
休日のレジャー需要をキャッチする。

友人と（地元）
平日及び昼間の時間を自由に使う事のできる
女性同士のニーズに合うものを提供。

アウトドア（観光）
サイクリングやキャンプなど
こだわりのあるものには消費を惜しまない
男性の趣味需要の立寄りスポットに。

営業車（地元）
一定数が確保されている通過交通の営業車両の利用。
安価で利便性が良いと、定期的な立ち寄りに繋がり、
冬場の売上の下支えとなる。

ニーズにマッチすると
長期的な顧客になる傾向の高い男性客の取り込み。
趣味に特化する、利便性を高めるなど、
ニーズに合ったものを提供する。

都市圏から移住する層は、
ストレス社会にある現代で都会の生活を離れて
健やかで持続的な生活・暮らしを求めて移住する。
上士幌らしい美しい景色、美しい考え方・生き方
癒しや感動、精神的価値のある活動を好む。
感度が高く、オピニオンリーダーになりやすいため、
こういった層に向けた開発・提供を行うことで
追随者ニーズが生まれる。

移住者目線では？

国内観光客より数は少ないものの、
増加率が著しく高いインバウンド客。
特に多いアジア人客にとって、自国にはない気候や
景色を楽しめる特別な体験ができる北海道は人気。
国内観光客よりも滞在日数が高い傾向にあり、
SNS などを使った個人の情報拡散力が高い。

インバウンド客

上士幌町の目指す住みたい暮らしを

36



04

2016.11.24

〈 整備機能について 〉

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

道の駅 かみしほろ
マーケット

カフェ&
イートイン

テイクアウト
モール

ふるさと
スーベニア

ナイタイ高原レストハウス

商品（例）整備機能 想定されるターゲット

・ジェラート・ドーナツ
・デリボックス
・バーガー
・フレッシュジュース
・ピザ…

・コーヒー/紅茶
・スイーツ
・モーニング
・ランチセット…

・とれたて野菜
・越冬野菜
・バイオガス利用の野菜

女性客をメインターゲットに。
地元女性は日常使い、
ここでしか買えない野菜などを
提供し、観光需要を喚起。

平日昼間は女性同士の集まりの場として。
ランチ時間は定食メニューを
提供することで地元客を取り込み。

手軽に食べられるメニューを
バリエーション豊富に用意し、
子供向けにも、男性向けにも。

こだわり商品を提供し、
食に関心の強い女性客を取り込む。
定番のお土産商品を取り揃え、
観光需要に対応。

景観を楽しむ目的性の強い
インバウンドを含む観光客に向けて。
よりプレミアムな商品を提供し、
「上士幌ファン」を取り込む。

・乳製品
・肉製品加工品
・町内事業者製品
・ジュース、菓子…

・ジェラート
・コーヒー/紅茶
・軽食
・限定メニュー
・限定予約席

冬でも栽培できる
水耕栽培野菜や、
朝採り野菜の直販

地域資源を活かした
料理やスイーツ、
飲料などの開発・提供

地域資源を活かした
メニューの提供、
ワンハンドで食べられる
軽食メニュー

町内商品の委託販売
特産品のブランド開発
及び販売

地域資源活かした
メニュー提供、
「ここでしか」食べられない
限定商品の開発・提供

500～1,000円

300～800円

300～1,000円

500～1,000円

500～3,000円

10万人/年

10万人/年

2万人/年
×5店舗

10万人/年

7.5万人/年

特徴 客単価想定 目標客数

女性客、キャンプ客など

女性客（家族・友人）、営業男性など

女性客（子供連れ）、営業男性など

観光客、女性客、インバウンド客など

観光客、インバウンド客など
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かみしほろ
マーケット

ナイタイ高原
レストハウス

ふるさと
スーベニア

〈 道の駅・ナイタイ高原 販売商品（例）〉

05

2016.11.24

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

カフェ&
イートイン

テイクアウト
モール
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〈 道の駅・ナイタイ高原レストハウス活性化の工夫 〉

06

2016.11.24

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

上士幌らしさを表現する
「ここでしか」といった
特徴あるイベントを実施。
メディアに取り上げられやすい
話題性のあるものとし、
プレスリリースをマメに行う。

ナイタイ和牛を食べさせる
BBQイベントや体験マルシェの
実施ができるテントもしくは仮説の
ガラスハウスを設営し、さまざまな
イベントを開催する。

上士幌が誇る観光資源として、
バルーンを土日祝のみ係留させ、
子供を中心に搭乗体験を。
国道沿いを走る車に向けた広告塔にも。

バイオガスを活用し、排熱を活用し、
十勝圏では栽培の難しい野菜・果物や
冬場の葉野菜の栽培などで話題作り。
町民も参加できるクラインガルテンや
来訪者の収穫体験も。

インバウンド客・道外客に向けて、
冬の雪を活用したアクティビティ
を提供。特別客に予約営業する
ナイタイ高原レストハウスへの
アクセスはスノーモービルを活用など。

体験の
工夫

ガーデンイベントバルーン係留

体験農園 雪アクティビティ

連携

グランピングやロードバイクの旅など、
こだわりのアウトドア旅の嗜好を持つ
ターゲットに、グッズ販売や
有料レンタルサービス、駐輪場所の
用意など利便性を高める。

アウトドア

ふるさと納税の「上士幌ファン」に
向けて寄附以外の販売を行う。
現地の来場に頼らない、
通年的な販売収入を確保する。

道の駅・ナイタイ高原レストハウス道の駅・ナイタイ高原レストハウス 道の駅・ナイタイ高原レストハウス

バイオガスを活用し、野菜・果物を
栽培し販売。また、栽培した
野菜・果物などを一次加工し、
卸すなども検討する。

上士幌ファンに向け年間会員を募り、
よりプレミアムなサービスを。
一定額を超えた通販が送料無料に、
ナイタイ高原で限定の和牛を
優先的に食べられるなど。

道の駅 道の駅・ナイタイ高原レストハウス道の駅・ナイタイ高原レストハウス 道の駅 道の駅・ナイタイ高原レストハウス

通販事業

植物工場 会員制度

近隣からの集客のみに
頼らないビジネスの展開。
通年で売上を確保する
工夫をし、冬季の下支えに。

外販の
工夫
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〈 道の駅・ナイタイ高原活用イメージを考える（例） 〉

07

2016.11.24

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

時間帯ごとに物販・飲食の提供内容を工夫し、さまざまなニーズに対応する、

物販

飲食

モーニング
ワンコインブレックファスト

産直

To Go メニューデリ

休日ブランチ
朝昼兼用のブランチメニュー

季節限定の農家直売
ハネものマーケット

ドライブスルーで買える /ファストフード的業態

盛りだくさんのデリランチ

午前

平日（月～金） 夏季 冬季

09:00 
～ 11:00

11:00 
～ 14:00

14:00 
～ 16:00

16:00
 ～ 20:00

昼

午後

夜

ワンプレートランチ
ふるさと納税商品を

メインに地域のものを取り揃え

ふるさとスーベニア

アフタヌーンカフェタイム

かみしほろ朝市
地域利用と観光利用

野菜やミルクを使ったスイーツメニュー /フレッシュジュース

営業男性の車内で取れる手軽な食事として、女性の夕方のお惣菜購入の需要として、子供のおやつとして

女性客（家族や友人と）

ファミリー、カップル、友人と、女性がメインで家族や友人を牽引

ファミリーで、友人と、女性がメイン

女性客や家族連れ

女性同士や男性の定食利用

女性客（家族や友人と）出勤前や子どもを預けた後などに
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2016.11.24

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

〈 道の駅・ナイタイ高原活用イメージを考える（例） 〉
「ここでしか」を体験できる年間を通じたアクティビティの提供。

バルーン係留
上士幌を表現するバルーンを、週末に係留させ PRに

午前

平日 夏季 冬季

09:00 
～ 11:00

11:00 
～ 14:00

14:00 
～ 16:00

16:00
 ～ 20:00

昼

午後

夜

体験農園
クラインガルテンやバイオガス農園

子供を中心にファミリーで、カップル、友人と

ガーデンイベント
バルーン広場を使用してガーデンイベント

地元向けにパーティ、観光向けのイベント

雪アクティビティ
冬季の雪を活かした体験

アジアのインバウンド向け、子供向け

住民サークル
町民同士で加工品の教室など

地元女性がメイン、その他観光客向けWSなど

町民の趣味として、観光客の体験プログラムとして

道の駅

ナイタイ高原

道の駅のバルーン広場やナイタイ高原の
広大な景色を活かしたイベントを展開。
バルーン広場に雰囲気のあるテントなどを
設営し、ガーデンパーティを開催したり、
ナイタイ高原では、夏季だけのガーデンテラス
を設置し、よりプレミアムな体験ができ、
「わざわざ」訪れたい話題性のある
環境を演出する。

現況は冬季閉鎖しているナイタイ高原
レストハウスは冬場の「雪」を資源とし、
スノーモービルでのアプローチや、
ガイドをつけて新雪を体験するなど
北海道を楽しむアクティビティを用意し、
通年営業を行う。道の駅でも子供が遊べる
雪山や、雪を使ったアイスクリームづくり
など冬を積極的に活用したイベントを企画。
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体験農園

09

〈 道の駅・ナイタイ高原レストハウスの機能及びゾーニング（案） 〉
道の駅をゲートウェイとして、ナイタイ高原や商店街、町内へ誘導する仕掛けを。

上士幌道の駅構想コンセプトに関して

2016.11.24

仕掛け1 :　現地に来訪した会員は認証キーのログインにより、ナイタイ高原レストハウスでメリットが享受できる。
仕掛け2 :　テイクアウト商品はドライブスルーで購入可能とし、ピクニックセットを販売するなど、ナイタイ高原・町内へ向かわせる。
仕掛け3 :　商店街へと続く通り沿いの敷地は余剰を残し、新規店舗の参入が可能に。将来的に国道から町内へ続くストリートを形成。

ふるさと
スーベニア

かみしほろ
マーケット

24H
WC

カフェ&
イートイン

テイクアウト
モール

バルーン広場

臨時P

次に派生する
ゾーン

道の駅・ナイタイ高原レストハウスの
機能と住み分けについて

体験農園
バイオガスを活用した
野菜・果物農園

クラインガルテンや
畑カフェ・BBQも

徐々に様々な
業態の店舗展開を

店舗展開が広がり、
商店街へ繋がる
ストリートを形成

イートイン
フリースペース

連携

連携

View

バルーンを係留させる広場
ナイタイ和牛をBBQで提供したり、

その他イベントも実施

5,000m×5,000m

次に派生する
ゾーン

P
バイオガスを活用した
野菜・果物農園

クラインガルテンや
畑カフェ・BBQも

・情報コーナー
・観光案内

・移住促進窓口
・ふるさと納税案内＆窓口

自由に休憩できる
フリースペースに公共機能を

：特別なおもてなしの場
→より目的性を持って訪れる

：カジュアルなおもてなしの場
→気軽に立ち寄りやすい

目的性 高

道の駅はマジョリティ*に向けてさまざまなコンテンツを
提供する一方で、ナイタイ高原レストハウスは景観や
体験を積極的に楽しめる目的性をもつ場として、
より感度の高いオピニオンリーダー*に向けた
プレミアムな商品・サービスを提供。
会員や冬季の来訪者など、強い動機を持った顧客に向けて
アプローチし満足度を高め、リピートや
追随者への口コミなどの訴求を喚起する仕掛けとする。

仕掛け2:
認証キーで

ナイタイ高原へ誘導

仕掛け1:
ドライブスルーで
購入し町内へ

仕掛け3:
ナイタイ高原、

商店街、町内へ誘導

ナイタイ高原
レストハウス

道の駅

道の駅 →マジョリティを意識

マジョリティ*：多数派の消費者の事。先導者の影響を受ける。

→オピニオンリーダーを意識

オピニオンリーダー*：買い物や流行において、先導者となる消費者の事。

ナイタイ高原
レストハウス
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第 7 回 

日程：11/30（水）13:30 ～ 15:45 

場所：上士幌町山村開発センター2 階・第 2 研修室 

出席者：辺見副委員、根本委員、菅原委員、森岡委員、

下村委員、高橋委員、関口委員、村上委員 

オブザーバー：帯広開発建設部 大西氏、長平氏 

事務局：杉原課長、佐藤主幹、平岡主査 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本）、 

協力会社：柳澤 

 

 

１ 委員長あいさつ 

小寺委員長が急遽出張のため欠席、代理の辺見副委員長が進行を担当 

 

２ 議 題 

（１）上士幌町道の駅基本計画（素案）［概要版］について 

  委託業者の㈱ズコーシャ賀陽より、素案内容について、概要版を１頁ずつ分けて説明 

【利用者ターゲットについて】 

・『ターゲット想定』の女性客の中の「十勝圏の農業従事者等管内住民」とは？ 

・特に冬場に時間の余裕がある女性ということを想定した。男女で認識の差はあると予想されるが、

50 分程度でアクセスが可能であるという点から、何らかの魅力を持たせることで集客を見込める

のではないかと考えている。また、女性に対しては平日と休日におけるライフスタイルの違いも有

効な視点と考えられ、平日は友人たちと、休日は家族連れでイベントに参加といったような違った

形で、ニーズを捉えることが可能である。 

【バイオガス栽培について】 

・畑作農家にとって冬期は休みたいという認識を持っているため、バイオガス栽培で仕事をすると

いうことに抵抗がある。 

・冬期に働きたい若手農業者もいるという話は他の委員から以前の委員会で意見として出ていたが、

あくまでもこの例においては、限定的に女性のみが働くというニュアンスは含めておらず、これに

ついて何か既に決定しているということでもない。 

・例の中に含めるのは問題ないと考える。バイオマス栽培は誰かがやると思っている。農家の女性

がやると決定したわけではない。理想としては、上士幌の冬期に貯蔵している野菜をランチで食べ

に行くこと等が挙げられる。ランチを食べに行くとなっても、現状では、冬季に地元産の野菜を食

べられる場所は限られてるので、十勝の野菜を仕入れて提供するととても喜ばれる。それが道の駅

で提供可能であるという可能性は、今後、高めていく必要があり、選択肢として含まれていること

には賛成である。 

・人的な部分でいえば、今後検討している CCRC（生涯活躍のまち）の政策において、移住者達の

活躍の場の一つにバイオガス栽培を選択肢とする等の方法も考えられる。専門家監修のもとで、

まちの役に立ちたい人（町民・移住者含め）の後押しになれれば良いと感じている。 

・バイオガスは 3 年後に実現可能なのか。 
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・実施予定ではあるが、野菜をやるかどうかまでは正式に決定していない。 

・道の駅での販売では、加工品を作らないと採算ベースには乗らない。また、野菜といっても、販

売可能な野菜は葉物の一部に限られるし、それらを上手く回せるような施設や人手も乏しいと感じ

る。 

・現在はまだ検討段階であるため、ゼロからスタートしていく案件なので、あくまで一つの選択肢

として例の中に含めている。 

【事業内容について】 

・道の駅は地域経済の活性化の起爆剤として捉えるため、基本計画においては可能性や希望といっ

た段階に留まってしまう部分もあるとは思うが、実際にサービス等を提供する可能性があることは

プラスの要因であるし、逆にどのように他地域と差別化を図っていくか等の課題ついては、今後出

される意見を踏まえ、リスクも検討しながら検討していく必要があるだろうと考えている。 

・基本計画完成までの道程がまだ全体として共有しきれていないという部分もある。出された意見

を現実的な状況において検証し、このような目標設定が可能になりそうか？等の議論を展開して

いく必要がある。 

【土産物商品について】 

・上士幌町のマスコットキャラクターである“ほろんちゃん”がとても可愛いので、グッズ化して

もっと積極的に SNS や口コミ等でアピールしていくべきだと思う。他地域の道の駅でも、エコバ

ッグやお洒落な手ぬぐい等が販売されているが、上士幌町ではそのようなグッズを見たことがない。 

・“ほろんちゃん”は過去にグッズを製作したことがあるのだが、販売したことがない。道の駅への

集客要素として含めることは特に問題ないと思われるので、一覧の中に追加しても差し支えない。 

【事業計画について】 

・事業運営計画の数値に関しての根拠はどのようになっているか。 

・根拠については、道央圏の同様の基本計画のベースと比較可能なように作成した。通過交通量に

対しては、１割がトイレのみを利用し、残りの９割が道の駅のサービスを受けてくれるという想定

であり、平均客単価のもとで商品が全て売れる、すなわち営業収益が必然的に発生する（＝ロスが

０になる）ような算定を行っている（当別・札幌の道の駅の指標と同様）。 

・実際のところそうはならないのではないか。計画内容を見ると、ニセコの事例に類似しているが、

ニセコは半分以上の売上（2.7 億／4.2 億）を農産物の直売所で計上している。上士幌にこのポテ

ンシャルがあるとは思えないので、売上の想定は見直す必要がある。また、道の駅での配置計画案

については良いと思うが、ホテル機能の検討をお願いしたい。上士幌は宿泊地が少ないという欠点

があり、宿泊者は糠平に流れてしまう。呼び込んだ者を定着させるために、例えば工房等のある程

度の収益が見込め、かつインパクトのある施設を検討していくことも必要と考える。現状の想定で

進めても、結局のところはごく普通の道の駅となっていたということは避けたい。 

・総合的な話や絵を見ても、まだ現実離れしている想定が多く見られる。売上の面では現状の方向

性だと限度があるため、もう少しシビアな設定を行っていくべきである。 

・事業を行う当事者のイメージがまだ具体的になっていないことが一つの要因である。収益面につ

いては、議論すべき意見として再検討を行う。 

【施設規模について】 

・施設整備規模の設定根拠について伺いたい。50 万人の利用者と想定されているが、これは最低限

収益が上がるように設定されたものなのか、さらに、過大整備が含まれていないか。また、駐車場
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の配置を見ると、車両の出入りに不安を感じる。ピーク時の渋滞等も懸念される中で、どのような

観点においてこのような配置としているのか、もう少し踏み込んだ検討が必要なのではないか。 

・配置については、今後、複数のパターンを用意する必要があると感じた。国道と交差点の位置が

近いのに加え、道道から道の駅にアクセスしてくる場合等も踏まえ、多くの要素が絡んでくること

から、この辺の配置バランスについては色々と助言を戴きたいと思っている。 

・隣接地については視野にいれているのか。 

・基本計画では取得の方向で想定している。景観への配慮も含めて取得を進めていくことで考えて

いる。 

【ナイタイ高原レストハウス】 

・ナイタイ高原レストハウスについては、冬期も継続して活動を行っていく方針として認識すれば

良いのか。 

・除雪等、冬季営業に必要な対応の多さを踏まえると、夏期同様に活動を行っていくことは無理で

あると考えている。営業ベースとしての活動は困難である一方、少数の人を対象にしたプロモーシ

ョンを一定期間実施し、ウインタースポーツ等を想定した、有料の体験プログラムを検討すること

等、現時点での可能性として挙げている。 

 

（２）今後の対応について 

  事務局より、今後のスケジュール等についての説明 

  ・１２月中に組織や団体への説明へ移行していき、基本的には今回示した概要版の内容におい

て共通して説明を行う。 

  ・１２／１２（月）の庁内議会にあわせ、委託業者は今回の意見を踏まえた修正を１２／６（火）

までに行う（事前の各団体への概要版送付）。 

  ・１２／２２（木）発送の広報に概要版の内容を掲載する（内容はさらに簡略化）。 

  ・農協は、１２／２０（火）頃に理事会を開催する。 

  ・商工会は、１２月中旬に役員会を開催する。 

  ・観光協会は、１２月下旬あるいは年明けに観光パンフレット説明検討会を予定しており、そ

こで概要版の内容を説明する。 

  ・農協青年部は、１２／１６（金）、女性部は１２／１４（水）に役員会を開催する。 

  ・商工青年部、女性部は、日程は未定だが実施する。 

 

 （３）その他 

  ・本検討委員会は、基本計画完成までの間組織される。 

  ・１１／１６（水）、庁内プロジェクトメンバーを設置し、第１回会議を開催した。内容は、各

課メンバーの情報共有や、行政的立場からの意見反映（計６課）である。こちらについては、

関連施設完成までの組織を予定している。 

  ・次回の委員会は１月中旬頃（１２月中旬～下旬までに日程調整）を予定。基本計画の素案を

作成し、審議を行う。 

  ・基本計画完成後の委員会は次年度以降に開催し、組織名を「推進委員会」と称して引き続き

進行していくこととする。 

以上  
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第 8 回 

日程：1/20（金）13:30 ～ 16:30 

場所：JA 上士幌町 3 階・第 4 会議室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、根本委員、菅原

委員、市田委員、森本委員、森岡委員、下村委員、

高橋委員、橘内委員、関口委員、村上委員 

事務局：杉原課長、佐藤主幹、平岡主査 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本） 

協力会社：飯島 

 

 

１ 委員長あいさつ 

資料については概ね整ってきており、まもなく完成を迎えるといったところである。各方面から

の意見集約や検討委員・役場からの提案等含め検討して頂くことになるが、総括して素晴らしいプ

ログラムの作成のために皆様のお力を頂きたいので、宜しくお願いしたい。 

 

２ 議 題 

（１）検討委員の皆様からの提案について 

   村上委員より、「検討委員会からの提案」の資料についての説明 

【宿泊施設について】 

・資料の内容が非常に素晴らしく、よくまとめられている印象を受けた。道の駅の宿泊施設併用の

案について、例として挙げられている陸別町道の駅のホテルの稼働率が 30％ということだが、こ

れは指定管理者による運営が行われているのか。また、宿泊業で稼働率が 30％ということは、恐

らく維持費も出ていないように思われるが、役場からバックアップがあると見て良いか。 

・指定管理者の詳細については不明だが、料金の内訳については説明を受けた。近くの旅館の方が

すべて運営しており、その人数に応じて役場から料金が支払われていると思われる。水道光熱費

等も恐らく全て役場持ちなのではないか。 

【ＣＡＳについて】 

・ＣＡＳ（セルアライブシステム）冷凍は、野菜等の収穫時に大量に仕入れてどんどん冷凍してい

くイメージとして、他地域でも行われているという認識で良いか。 

・例に挙げた島根県の海士（あま）町では、ＣＡＳを導入し、魚を直接寿司屋に高値で売っている。 

・魚や肉は分かるのだが、野菜は一度で大量に採れるため、それを順次冷凍するという事例がある

のかと感じた。場所も必要ではないか。 

・確かに野菜の場合、単価が低く重量が大きい。ＣＡＳの役割としては、継続的にＣＡＳの機械内

で保存するというわけではなく、ＣＡＳ冷凍の過程を経てしまえば、その後は業務用の冷凍庫（－

２０℃程度）での保存で問題ない（通常の冷凍庫の十分な確保が必要）。場所をとるという欠点に

ついては、カット野菜として保存するという手段が考えられ、しかもカット野菜の方が鮮度を保つ

ことが可能である。ＣＡＳは、道の駅での利用のみに限らず、様々な用途での使用が有効と考えら

れることから、町全体として大きなメリットを受けられると考える。 

【展望台について】 

46



 

 

 

・展望台についてだが、バルーンの係留に加えてさらに展望台も設置すべきという考えなのか。 

・展望台に登り、景色として十勝原野を眺望できるための施設があれば良いのではないかと思い、

さらに道の駅から視認した時に、登ってみたいと思わせられるようなランドマークとしての役割も

持たせたいと感じた。 

・実際に本州からお越しになった観光者は、やはりその壮大さや広さに驚いたという声が多い。 

・ナイタイ高原を整備して、バルーンの係留も検討しているので、それとの兼ね合いも気になった。 

・バルーンは天候による影響をとても受けやすく、フェスティバルでも順番待ちで並んでいるのに

強風による一時中断が行われることも珍しくない。 

・係留が可能な日数から見ても、実際のところわずかであるというのが現状である。加えて費用も

かかっているため、バルーンも勿論必要ではあるが、恒常的な視点で見ると、展望台設置という選

択肢も考えられる。 

 

（２）上士幌町道の駅基本計画（素案）について 

 ①説明：委託業者の㈱ズコーシャ賀陽より、素案についての内容について区切りを入れながら説

明。また、事務局より、検討委員からの提案資料を受けて事務局側で提案した内容（＝

基本計画への反映）についての説明。 

 

【検討委員からの提案資料を受けて事務局側で取り扱った内容】 

・検討委員からの提示案は、資料としてまとめられているため、議論の経過の足跡として最終的

な報告書にそのまま内容を記載させていただきたい。 

・意見をどのように基本計画へ反映させていくかについては、本日の委員会にて口頭での追加、

修正点等に対しての内容調整、今後の検討内容を踏まえながら方向性を提案していくことにし

たい。 

・以下、事務局側で取り扱った内容について説明する。 

 

＜基本コンセプトについて（素案３２頁と対応）＞ 

・「地産地商」や「起業・起農・起働」といったキーワードは、事務局としても大変重要な内容であ

ると認識している。これを受けて、道の駅整備目的の「③上士幌町の資源を磨き上げ地域外の消

費力を呼び込む」の中に、「地産地商」、「起業・起農・起働」を盛り込むこととする。 

・「技術センターの整備」については、基本計画内への記載予定であったが、内容が欠落しているた

め、上記のキーワードと共に盛り込むこととする。 

・「高齢者がいきいきと働き、生涯現役で活躍できる場所にする」というキーワードについては、道

の駅整備目的の「②イベントでまちの楽しさを伝え交流と町民活躍の場とする」での内容で捉え

ることはできないかと認識している。 

 

＜食の提供、ホテル併設、イベント関連について（素案３５頁と対応）＞ 

・上士幌町産ならでは、という点で、大豆を活用していくというのは非常に有効であると考えられ

るため、道の駅の導入機能及び整備機能②「カフェ＆レストラン」において「上士幌町の食材を

活用した安心・安全な食の提供」の文言を追記、さらにその商品例の中に「大豆メニュー」を追

加する。 
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・ホテルの併設については、現時点で運営主体が未決定の中での検討は困難である部分もあるが、

ご指摘の通り町内に宿泊施設が少ないというのは事実であるため、道の駅整備機能 ⑤「観光目的

地構築事業（ＤＭＯ）」の商品例の中に、「宿泊施設」を追加する。 

・イベントスペースについては、素案４３頁にて「イベントを開催する広場として敷地を確保する」

との表記があるが、前置きなく記載されているため、新たに道の駅整備機能⑥「イベントスペース

（バルーンフィールド）」として項目を追加する。それ以降の項目は、⑦～⑩と繰り下げて表記す

る。イベントの詳細については熱気球体験があるが、これらは開催期間が制限される可能性もあり、

スペースを効率的に活用できない場合もあることを踏まえ、提案にもあった「軽トラ・マルシェ」

を追加する。 

・ＣＡＳ冷凍については、冷凍設備等の調査・研究も兼ねて基本設計の段階に持ち越すこととした

い。基本設計においては、運営主体の準備・設立も別で立ち上げるため、これらがリンクした状

態になるので、その段階で詳細を詰めていきたいと考えている。 

・軽トラ・マルシェについては、「統一感を持たせて、洗練された雰囲気を出す」と資料にあるが、

この内容については、道の駅の導入機能①「農畜産物・特産品販売所」において、「消費動機につ

ながる商品陳列の工夫」という文言を追記する。 

 

②内容審議（以下、素案の目次ごとに区切り） 

 

［３．道の駅に対する需要］ 

・道の駅に対する需要における各観点について、観点５では士幌町と上士幌町が連携していくとい

う内容になっているが、連携とは具体的にどのような内容なのか。 

・現状を整理すると、士幌町では既に事業内容がある程度公開されており、大規模農業の町として

全国的に有名である中で、上士幌町の目的の一つである飲食への注力という点は、道の駅で提供

するコンテンツとして士幌町と被るということになる。お互いに類似のコンテンツを提供するこ

とは、顧客の取り合いをはじめとしたネガティブな葛藤が生じかねない。士幌町には現在２つの

道の駅が存在するが、北海道内でもそうした自治体は多くはない。上士幌町は士幌町のさらに北

に位置しているため、例えば集客のためのプロモーションを依頼したり、士幌町の食品に関わる

イベントをしたり等、お互いにメリットを享受できるような取り組みが想定される。基本計画で

は、具体的な内容ではなく方向性を掲げるものであるため、今後綿密に内容を検討していくこと

を考慮し、詳細は差し控えたい。 

［４．道の駅及びナイタイ高原牧場レストハウスの基本コンセプト及び主な導入機能］ 

・地域の盛り上がりを「活性化」という言葉の一括りでまとめてしまうのは抽象的過ぎないか。道

の駅を整備するのであれば、しっかりとイメージを固めた方が良いのではないか。 

・確かに、「活性化」はとても便利な言葉である。「夢のあるイメージ」にするのか、あるいは「何

となく分かるようなイメージ」にするか迷ったが、結果、後者を採用した。あくまでもスローガン

として掲げているものである。上士幌町においては、十勝管内で唯一の人口プラスを達成している

町であり、既に次の段階へと移行できる所まで来ているという点で言えば、「活性化」は実現して

いるともいえる。 
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［５．施設運営計画］ 

・運営母体について、ナイタイ高原レストハウスはどのようなイメージなのか。 

・運営収支等の数値的なものの詳細については未定だが、道の駅とセットでの運営を考えている。 

・これまで運営していた人たちはどうなるのか。 

・リセットするということで、運営者にも説明を行っている。 

・運営という点で補足すると、配付した資料の基本コンセプトにて、「高齢者がいきいきと働き、生

涯現役で活躍できる場所にする」と記載したが、これを基に大豆の利活用推進を挙げている。若

者を起用していくことも重要だが、イメージの中では、あくまでも高齢者が第一線で顧客との接

点を持つことができる機会が増え、上記のような業態が道の駅で構成されることを想定している。 

・確かに、高齢化の背景はしっかりと踏まえた上で考慮すべきだと感じる。町では「町民の活躍の

場」として一括りとしていたが、もう一度持ち帰って再検討することとしたい。 

・道の駅が完成する前に誕生する新しい町内施設（生涯学習センター）があり、道の駅も町民の新

たな利用施設のひとつであることを考慮すると、町内施設等との連携についての何かしらの整理が

必要であり、文言追加が必要なのではないか。例えば、休憩する点においては、道の駅、町内施設

ともに共通の目的となり得るが、その連動性が明確に見えないように感じる。 

・施設の機能について、町民がどのような目的で利用するかの意味（位置づけ）を考えるとともに、

記載内容を含めて検討を行う。 

・民間（指定管理者）ではなく、直営で運営している形式はあるのか。 

・ニセコ町では直営で運営を行っている。町がテナントを募集し、テナントが店に入っている。施

設管理は、そこに入っている観光協会（まちづくり会社）に委託している。それ以外は指定管理者

である。 

 

［６．施設整備計画］ 

※「６．施設整備計画」における修正事項 

・素案４０頁：図６-１ 道道２７３号（糠平方面） → 国道２７３号（糠平方面） 

・素案４２頁中断：「上士幌町における道の駅…（ｂ）を駐車台数として確保し、この」で切れ

ている 

  → 表６-５についての説明。「この台数に車路を含めた１台あたりの駐車面積（㎡）を乗じた面

積 6,620 ㎡を示したのが、表６-５です。」となる 

 

・道路により分断された小さな敷地の方は、臨時駐車場の予定としている。また、細長い方の敷地

は、簡易的な宿泊施設やグランピング等、拡張的に利用していく方向性としている。 

・三角地（隣接地）は、取得する予定なのか。そうであれば、進捗はどのような状況なのか。 

・三角地を取得するか否かによって、大きく方向性が変化する。現時点では、委員会において道の

駅のために必要であるとしている。議会でも隣接地の整理が必要であるという認識がある。 

・パターン１の道道から駐車場に進入するルートだと、道道から（町民サイド）との流入とぶつか

る形になり、危険が伴うと思われる。これを考慮すると、左折レーンを設けた国道側から進入する

ルートを検討した方が良いのではないか。 

・道路に対する要望については、周辺環境の状況や開発局との協議を経て、基本設計の段階におい

て具体的な内容を詰めていく。場合によっては、信号機等の設置等も検討する。 
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・パントリーとはどのようなものか。バスということは、風呂もあるのか。 

・パントリーは、調理室のようなものを想定してもらえば良い。風呂については一つの提案である。

客室の設置は難しいかもしれないが、水を通すのであればキャンプや体験メニュー、加えて風呂の

可能性も考えられる。利用客の想定を踏まえ、実施設計時での詳細な検討が必要である。 

・土地利用計画の３パターンを見た感想として、ナイタイ高原に向かう際、１０分以上かけて道を

進むことになるが、景色等は道中に十分目に入るはずである。そのような中で頂上の駐車場に到着

した場合、初めての来訪となると、恐らく草地の方に行きたいと思うはずである。現状の計画だと、

高原と一体化できたというような感動が車から降りた瞬間に味わえない（ようにする配置）のは非

常にもったいないと感じるので、少しだけそれを感じられるようにし、建物へ誘導するように配慮

した方が良いと思う。 

・冬期も継続して運営を行っていくのか。 

・冬期は常時営業するということはせず、ピンスポット的な扱いを想定している。冬期は短期間で

かつプレミア感（高額なサービス）を演出するための場として検討している。その際、宿泊しても

らうのか、あるいは食事を提供するのか等の詳細については未定である。 

・半年しか利用しない施設に高額の設備費を投資する必要があるのか。冬期は除雪や天候にも影響

されやすいし、あくまでも自然をメインに楽しめる場として使用し、夏期にフォーカスしたテラス

ガーデンのようなものの使用や、期間が終了したら速やかに撤収できるような、コストの削減も考

慮した現実的な運営方法を重要視すべきではないか。高級サービスについても、それに見合う十分

な利益を得られる見込みもあるか不安である。 

・同感である。建築費を抑えた方が良い。スノーモービル等で運ぶにしても、相応の除雪が必要に

なる。飲食関連についても、分散は非効率と考えられるため集約して整理した方が良い。従業員

を必要以上に抱えることによる管理費増加の問題もある。 

・現状で想定している業態では、「気軽に食べられて帰れる」というコンセプトに基づいたメニュー

であり、来場者が玄関から入りトイレに行くまでの間にテイクアウトショップを配置することで、

買上率の向上を図る想定をしている。ご指摘の通り、サービス部門の分散という意味で、非効率

な部分も発生すると考えられ、パイが少ない高級サービスのために、多大な資金を投入するのは

もったいないという意見も理解できる。しかし、サービス提供者を別に設定する手法もあり得る。

その部分は収益を見込まず、プレミアム・ラウンジの設置の狙いとして、上士幌町全体の観光に

プレミアム感を創出するための、チャレンジの場所としての役割を持たせることを考慮したい。 

・また、天候に左右されるというご指摘については、日本人の一般的な旅行における滞在期間が短

期間であるというのに対し、中～長期間滞在の場合であれば、例えばホテル側等が晴れた日にプレ

ミアムツアーの情報提供や参加者募集を行って、来訪者を誘導することが可能になり、さらに予約

制とするなど、それを機に他の観光への波及効果を生み出す可能性もあり得ると考えられる。 

・基本計画での土地利用計画の３パターンは絞らないのか。 

・基本計画では絞らない。この案を基に、平成 29 年度の基本設計の段階で絞り込んでいく。 
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（３）今後の予定 

  事務局より今後の事業スケジュールについて説明（基本設計、実施設計、運営開始まで） 

  また、委託業務完了までのスケジュールについても確認。 

 

 （事 務 局）～検討委員からの意見の反映については、極力盛り込めるものは素案の内容に反映

させたい。配置デザイン等の具体的な内容については、現時点において色々と意

見はあると思うが、次のステップ（基本・実施設計）でより深くまで検討してい

きたい。 

 （委 員 長）～検討委員会から推進委員会へはスライドなのか。 

 （事 務 局）～検討委員会での委員と同じ方にご協力いただく場合もあるかと思うが、組織上は

異なる扱いとする。 

 （副委員長）～推進委員会と運営会社の設立準備のタイミングは同時なのか。 

 （事 務 局）～別々に行う。 

 

 （４）その他 

 ・来週、北海道大学大学院教授の森先生にアドバイスをもらう予定である。 

 ・１／３１（火）に寒地土木研究所 松田研究員と基本計画をもって協議する予定である。 

 ・２／２２（水）の産業経済建設常任委員会、総務文教厚生常任委員会における協議までに、今

回配布した素案の修正版を作成して配布する。 

 ・次回の検討委員会は２／１７（金）１６：００～ を予定。最終の検討委員会である。開催場

所は、後日事務局より通知する。 

以上  
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第 9 回 

日程：2/17（金）16：30～18：00 

場所：上士幌町山村開発センター2 階 

第 2 研修室 

出席者：小寺委員長、辺見副委員長、菅原委員、 

橘内委員、森本委員、高橋委員、 

森岡委員、下村委員、村上委員、関口委員 

オブザーバー：帯広開発建設部 大西氏、長平氏 

事務局：杉原課長、佐藤主幹、中田主査 

委託業者：㈱ズコーシャ（賀陽、大村、榎本）、 

協力会社：柳澤 

１ 委員長あいさつ 

足元の悪い中、忙しいところ、ご出席いただき感謝を申し上げる。 

最後の委員会となる予定であり、原案に対して、たくさんの意見を戴きたい。 

今回は森教授、松田先生のご教示も頂いており、それらも含めて意見を戴きたい 

 

２ 議 題 

（１）上士幌町道の駅基本計画（原案）について 

  ①説明：委託業者の㈱ズコーシャ賀陽より、基本計画原案について修正箇所を中心に説明。 

  ②内容審議 

【ナイタイ高原レストハウス】 

・ナイタイ高原牧場レストハウスではプレミアム感の演出を提案していた。冬期間は無くなる。道

の駅でプレミアム感を提供できないか。 

・レストハウスでの冬期間の機能として高級感溢れる高単価な展開を提案していましたが、これは

プロモーション的な位置づけで収益を見込んではいない。 

・計画への反映は別として、冬期間にプレミアム感溢れる展開があっても良いのではないか。 

・現状ではレストハウスの一人あたり客単価が 411 円で客単価を上げる必要があり、そのための

整備が今回のテーマのひとつと考えている。今回はそのための判断資料を提示している。 

・事業収支とは別にレストハウスが閉鎖する間、道の駅で美味しいものを提供したら良いと思う。 

・レストハウスと道の駅の役割はこれまで検討してきたところで、ナイタイ高原の景観があっての

プレミアム感なので、結論は出せないが現状では想定していない。今後、運営する上でニーズが

あれば検討する。 

【道の駅 収益事業の設定】 

・人件費設定に対して売り上げ予想はいくらか。 

・入込数から買上率を設定して、客単価を損益分岐点に対して数パターン作成している。営業損益

は、赤字にならない主な経費が捻出できるラインと捉えてほしい。計画書では示していないが、

試算では 3000 万円以上の売り上げが必要になる。 

・委員の試算では、1,500 万円の人件費、原価率 40％で設定すると、5,000 万円以上の売り上

げが必要である。経費は見込んでいない。 

・水道光熱費、テナント料、その他経費を概概算で見込んでいる。今後、さらに精査が必要になる。 
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・償却と家賃設定を考えると無理がある。 

・設備設置者が未確定であるため、現状の設定はもうけが出ない試算であり、判断材料として捉え

てほしい。 

【重点道の駅申請との整合性】 

・これまでの経緯で重点道の駅候補に応募するに当たり、条件があったが、計画原案では網羅され

ているのか。 

・町からの提案で重点道の駅候補に選定されている。計画原案では提案内容は網羅されている。 

・上士幌町からの提案によって選定しており、提案内容を網羅していれば、計画内容に開発局から

特別要求することはない。 

・どの段階で重点道の駅候補から重点道の駅になるのか。 

・昨年度は重点道の駅の募集を行ったが、今年度は募集していない。次回は現在のところ不明であ

る。募集に向けて準備しておくことは、特徴的なことへの取り組みが重要である。 

【客単価について】 

・57 頁の足寄湖のデータはいつのものか。客単価が高いが、現状ではトイレしか利用されていな

い。 

・平成 25 年度のデータで、チーズを販売していた頃である。そのため、単価が高いが、売り上げ

のため利益が出ていたかは不明。 

【駐車場について】 

・43 頁表 6-4 前回 137 台から 123 台に減っている。 

・前回は交流施設としての利用数より算出していた。今回は開発局が推奨する現状交通量に基づ

いた整備可能分を考慮して、算出手法を替えている。 

・士幌町と比較して駐車台数は多いか。 

・士幌町は 150 台であり、十勝管内では最大規模である。士幌町はイベント時を想定して多め

に整備台数を決めている。当別町と同規模である。 

・陸別町では高速道路の影響を受けて入込が減っていた。 

・今回、算出の根拠とした現状交通量は、平成 2２年度の交通センサスを元にしている。この年

は道東道無料化による社会実験を行ったため、上士幌町での交通量計測値は、その前後の年に

比較して大幅に減少しているため、高速道路による減少は、より厳しい条件のもとで加味され

ていると考えている。 

【農畜産物販売】 

・農畜産物の販売運営は農協になっているが、確定ではない。 

・あくまでも試算上の想定である。 

（２）今後の予定 

事務局より今後の事業スケジュールについて説明 

・議会の２つの委員会に計画原案を提案する。修正に対応して 3/15 が業務工期となっている。

その後、委員に配布する。これで検討委員会を修了とする。今後は推進委員会へと移行し、現

検討委員会を継承する形で考えている。検討委員会は本日を最後とし、業務報告書の配布をも

って終了となる。 

・基本設計に移行するに当たり、今後のスケジュールを分かる範囲で具体的に教えていただきた

い。 
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・65 頁のスケジュールに沿って説明。基本設計は委託業務。運営主体の会社設立準備は、別途、

委託業務とする。基本計画策定委員会から継承して整備推進委員会を設立する。委託業務はプロ

ポーザルを考えており、６月下旬から７月上旬のスタートになる。 

・運営会社設立は、業務期間内での設立予定か。 

・平成 30 年４月までに設立する予定である。 

・補助金の活用等の予定はあるのか。 

・農林水産省や国土交通省の補助金を活用する予定である。重点道の駅候補であることから、上

士幌町の優先順位は高い。 

 

（３）その他  特になし 

 

以上 
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Ⅱ. 道の駅 視察概要 

1. 道内視察 概要 

（１）日程 平成 28 年 9 月 12 日（月）～9 月 13 日（火） 

（２）視察先 

 

（３）行程 

  

（４）参加者 

 上士幌役場商工観光課 ２名 

上士幌町交流・移住拠点整備基本計画策定委員会 7 名 

委託業者ならびに協力会社 4 名 

計 13 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒松内町

ニセコ町

千歳市

恵庭市

恵庭市

北広島市

９月１２日(月)

道の駅くろまつない
　住所　寿都郡黒松内町字白井川8番地10（国道5号沿い）　　TEL　0136-71-2222

道の駅ニセコビュープラザ
　住所　虻田郡ニセコ町字元町77番地10（国道5号沿い）　TEL　0136-43-2051

９月１３日(火)

道の駅サーモンパーク千歳
　住所　千歳市花園2丁目（国道337号沿い）　　TEL　 0123-29-3972

道の駅花ロードえにわ
　住所　恵庭市南島松817番地18（国道36号沿い）　　TEL　0123-37-8787

えこりん村
　住所 恵庭市牧場277-4　　　　TEL  0123-34-7800

くるるの杜
　住所　北広島市大曲377-1　　　　TEL　　011-377-8700

【第１日目】 ７：００ 上士幌町役場前発

９月１２日（月） １１：５０ 道の駅くろまつない

１４：３０ 道の駅ニセコビュープラザ

１６：２５ ミルク工房

１７：００ ホテルニセコアルペン　<倶知安町>

【第２日目】 ８：３０ ホテルニセコアルペン発　<倶知安町>

９月１３日（火） １１：３０ 道の駅サーモンパーク千歳

１３：２５ 道の駅花ロードえにわ

１４：２０ えこりん村

１７：４０ くるるの杜

１９：３０ 上士幌町役場前着

月　日 時　間 内　　　容
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2. 道内視察先 道の駅カルテ 
（１）道の駅くろまつない（トワ・ヴェールⅡ） 

整備の背景 

本町は、水稲・畑作・酪農・肉用の複合経営による小規模農家が大半で、後継者不足から、集約的農

業に立ち遅れていた。高齢化が深刻な問題となり、建設当時の１０年後の農家数は、２６４戸から１０

０～１２０戸にまで減少する見通しとなっていて、地域農業・農村の存在が危惧されていた。 

このような厳しい中で、本町における農業者が安定的な農業経営を達成し、農業を魅力ある職業とし

て次世代に引き継ぐために、牛乳・牛肉等を素材とした「ブナ北限の里」のブランドづくり、「田舎(ま

ち)」が誇れる特産品の開発に力を注ぐ施策を展開することとなった。 

平成５年６月にオープンした特産物手づくり加工センター「トワ・ヴェール」から、当町の特産品で

あるチーズ・ハム・ソーセージ・アイスクリームを製造、さらに黒松内町産ワインが誕生。 

 しかし、ワインには、チーズが必須であり、トワ･ヴェール製品との組合せによる新製品は、黒松内

町の新しい顔となる一方で、売上げの半分は、道外大手得意先に依存するという経営不安要素があった。   

また、現在の特産物手づくり加工センターは、町のシンボル的な存在として重要な役割を担っている

が、施設位置も主要道路から離れており、国道を利用する潜在的消費者に対してはＰＲ不足であった。 

そこで地元や道内消費者を対象とした販売戦略として、道央圏都市生活者を中心に 10 万人の交流人

口の創出を想定した新たな販売施設の整備が急務となった。 

以上のことから、次の事項に配慮しつつ、消費者へのより一層のＰＲ拡大とサービス向上、準市街地

である白井川地区の活性化、交流機能の拡大等を目的とした特産物展示販売施設として、平成６年、ブ

ナ里交流４施設を整備 

   ① アイスクリーム等乳製品を中心とした販売 

   ② 白井川地区の経済・生活文化の機能 

   ③ 既存交流施設への誘導、入込み増加の交流情報案内施設機能 

   ④ 有機栽培野菜等の販売機能（産直） 

   ⑤ 料理の提供（軽食、ﾊﾟﾝ等） 

   ⑥ 水辺に親しめる公園（パークゴルフ）の機能 

愛称のトワ・ヴェールは、フランス語で「緑の屋根」、Ⅱ（ドゥー）は「２番目」という意味であり、

前段となる特産物手づくり加工センター「トワ・ヴェール」製品の販路拡大を目的とした施設で、２号

店的な位置づけから採用している。 

【事業の目的】 

・特産物手づくり加工センターを整備し、商品開発で本町の農畜産物に高付加価値化を図る。 

・農業高齢者や農家婦人等の雇用確保と安心に地元で定住できる環境づくり。 

・地場産原材料による高付加価値製品の販売戦略等で都市と農村との交流から農業所得の向上を図る。 
 
設置主体 黒松内町役場 

管理主体 （株）ブナの里振興公社 

運営主体 （株）ブナの里振興公社 

整備費 

整備総事業費（総額）５８１，９２２千円 

建築主体工事 224,175 千円（当初） 

機械設備工事   72,240 千円  

電気工事    35,070 千円 

外構工事    76,125 千円 

備品       58,028 千円 

その他（実施設計・設計管理）15,960 千円 

合計     481,598 千円 

パークゴルフ場 18 ホール 16,000 ㎡   100,324 千円   

整備手法 請負 

活用した交付金・補助金 山村振興等農林漁村対策事業費補助金 

交付金・補助金の交付元 農水省 

財源内訳 

山村振興等農林漁業対策事業補助金219,033千円 過疎債202,100千円 一般財源60,465千円 

敷地面積（付帯施設を含む） １０，６０１㎡ 

開設年度 平成１１年４月１５日 

指定管理者 （株）ブナの里振興公社 
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指定管理料金額 ５，５００千円 

指定管理料以外の費用負担 ０円 

道の駅への自治体職員配置 ０人 

施設における従業員数（Ｈ27 年度実績） 施設種別 雇用形態 

経営層：社長、副支配人、マネージャー（正職員） 正規職員 非正規職員 地域おこし協力隊 全

体 

経理・販売部門 ２  1  

販 売 部 門 3 1   

パ ン 部 門 3 1   

清 掃 部 門  3   

ピ ザ 部 門 3 2   
 
生産者との連携構築の時期 基本計画策定時 

現場の長（駅長・支配人）の選任方法 指名 
 
年間売上高（Ｈ27 実績 施設合算） 施設概要（当初） 

パン製品      40,081,220 円 

ソフトクリーム    7,685,681 円 

レストランメニュー 6,885,987 円 

ピ  ザ                     0 円 

売店売上げ      58,685,069 円 

その他の収入     10,902,960 円 

計 124,240,854 円 

鉄筋コンクリート一部鉄骨造 平屋建 763 ㎡ 

レストルーム（休憩席）58 席、展示・販売コーナー、インフ

ォメーション（観光情報）コーナー、地域農産物販売コーナー、

研修室、男女トイレ（男性小 6 器・大 3 器、女性大 6 器）

身障者用トイレ、パン販売コーナー、サービスカウンター（会

計、メニュー渡し）、パン工房・調理室、事務室、冷蔵庫・冷

凍庫・格納庫・資材庫、機械室、職員用休憩室・ロッカー室・

トイレ 他 

平成 15 年度増設  駐車場バス 3 台、乗用車 25 台 717 ㎡  

平成 20 年度改修 レストルームカウンター席 15 席 

平成 22 年度改修 ピザ販売コーナー「ピザドゥ」設置 
 
道の駅の利用者数（付帯施設も含む） 

H24 年度 273,123 人 H25 年度 271,372 人 H26 年度 209,669 人 H27 年度 260,852

人 

利用者層の割合について 地元住民 ：  観光客  ：通過交通 

（１％） ： （１９％） ：（８０％） 

地元住民の主な利用目的 パン、ピザ等や物販購入 

道の駅における集客・差別化に関する取組 特に無し 

道の駅オリジナル商品 

企画・製作の経緯 

パン、ピザ 

ﾄﾜ･ｳﾞｪｰﾙⅡの前段である町直営の特産物手作り加工ｾﾝﾀｰ

｢ﾄﾜ･ｳﾞｪｰﾙ｣は本町の特産品であるﾁｰｽﾞ・ﾊﾑ・ｱｲｽｸﾘｰﾑに次

いでﾜｲﾝが誕生。ﾁｰｽﾞ・ﾜｲﾝにはﾊﾟﾝ・ﾋﾟｻﾞが必須であり、

また、ﾄﾜ･ｳﾞｪｰﾙのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品との組合せによりさらなる消

費と PR 向上を兼ねて商品開発を行った。（学校、施設へ

の提供も） 

オリジナル商品製造への自治体支援 特に無し 

農林水産物販売所における実際の出荷者

数と年間平均販売額 

地元農家にスペースを無料賃貸 

今後は拡張していく予定 

飲食店の選定 指名 
 

現在の施設整備および運営体制構築で特に留意した点 

●休憩機能（駐車場、トイレ、休憩スペース）：平成 15 年度駐車場増設 717 ㎡（大３、普 25） 

●情報提供機能（道路情報等）：道路情報、Wi-Fi 設置（小樽開建） 

●地域連携機能（地域情報提供・交流・物販・直販所・飲食等）：他の町交流施設へのインフォメーシ

ョン 

主力の集客施設および集客事業 ビーフ天国【イベント】 

今後の課題 

生産者の高齢化、冬期間の利用者減少、人材育成施設の老朽化（築 18 年）、 

商品の差別化情報発信・ＰＲ 
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道の駅 くろまつない（視察画像） 
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（２）道の駅ニセコビュープラザ 

整備の背景 立地条件（国道と道道の交差点、札幌圏からニセコへの玄関口） 

設置主体 ニセコ町 

管理主体 ニセコ町 

運営主体 ニセコ町（管理委託） 

整備費 321,079 千円（オープン時 223,681 千円） 

整備手法 一体型 

交付金・補助金の交付元 農林水産省・国土交通省・都道府県・総務省・経済産業省・内閣

府・公益法人・独立行政法人・その他 

敷地面積（付帯施設を含む） 8,505 ㎡ 

施設の開設年度 特産販売所：H9、農林水産販売所：H9、H14 改修、 

飲食施設：H14 

道の駅の運営に関して指定管理者 導入していない 

指定管理料以外の費用負担 管理委託・観光案内業務委託 

道の駅に自治体職員は配置 なし 

施設における従業員数 

（Ｈ27 年度実績） 
施設種別 雇用形態 

正規職員 非正規職員 

特産販売所 5 9 

農林水産物販売所 2 3 

飲食施設 5  

生産者との連携構築の時期 基本構想 

駅長・支配人の選任方法 公募（それぞれテナントのため、駅長ポストはない） 

年間売上高（Ｈ26 実績施設合算） 施設概要 

約 420,000 千円 特産販売所 127.45 ㎡ 

農林水産物販売所 172.12 ㎡ 

飲食施設 18.22 ㎡×2 区画、 

12.15 ㎡×3 区画 

その他 トイレ棟164.10㎡ 駐車場4706.9㎡ 

道の駅の利用者数（付帯施設含む） 年間 60～70 万人程度 

利用者層の割合について 地元住民  ：  観光客    ：  通過交通 

（ 1 ）  ：  （ 7 ）  ：  （ 2 ） 

地元住民の主な利用目的 野菜、土産 

集客・差別化に関する取組 豊富な商品・野菜の種類を揃える 

道の駅オリジナル商品 観光協会としてオリジナルのノベルティなど 

オリジナル商品製造への自治体支援 なし 

主力の集客施設および集客事業 直売、特産品などの物販 

農林水産物販売所における実際の

出荷者数と年間平均販売額 
出荷者数６０ 年間平均販売額 4,500,000 円／１件 

飲食店の選定 公募 

選定手法および観点等 

（１）町内産の農畜産物を原料とする加工品を扱い、主な出品がその加工品であること。 

（２）町外産の農畜産物の出店はできない。 

（３）出店会に加入すると共に、同会のルールを守り、会員とともに協力して出店できること。 

（４）現在の出店者との販売品目のバランスなど。 

（５）ビュープラザ内の出店者自らが行なう祭事等に、積極的に協力できること。 

今後の課題 冬期間の利用者減少、施設の老朽化 
63



 

  

 

道の駅 ニセコ・ビュープラザ 
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（３）道の駅サーモンパーク千歳 

整備の背景 平成 6 年に整備した施設（トイレ等）の老朽化に加え、飲食・物販

などの店舗がパーク内に点在して利用しづらいという来場者からの

意見を参考に、飲食・物販・情報提供等の機能を集約した地域振興

施設の整備を平成 23 年度から計画。 

設置主体 千歳市  

管理主体 千歳市（地域振興施設は指定管理者、それ以外は委託業務） 

整備総事業費（総額） 
約 12 億 8 千万円（隣接地の購入費等 2 期計画分含む）  

※元警察官舎跡地購入 

整備手法 
地域振興施設：事業契約方式・ 

外構工事（駐車場、イベント広場、河川敷地等）千歳市 

活用した交付金・補助金 地域づくり総合交付金（北海道）：河川敷地以外の外構工事 

特定防衛施設周辺整備調整交付金：河川敷地整備（防衛省） 

次世代自動車振興センター充電インフラ補助金（一社）次世代自動

車振興センター：EV 車用急速充電設備工事 

敷地面積（付帯施設含む） 約 30,000 ㎡（千歳水族館、河川敷地含む）  

開設年度 平成 6 年：千歳市サーモンパーク供用開始 

千歳サケのふるさと館（現サケのふるさと千歳水族館） 

平成 16 年：道の駅「サーモンパーク千歳」登録（道内 85 番目） 

平成 17 年：道の駅「サーモンパーク千歳」供用開始 

平成 27 年：サケのふるさと千歳水族館リニューアルオープン 

道の駅「サーモンパーク千歳」リニューアルオープン 

指定管理者 導入している（管理期間 8 年～2 回目以降は 7 年） 

指定管理料金額 0 円（指定管理者からの納入金あり） 

指定管理料以外の費用負担 指定管理の範囲は地域振興施設とその周辺のため、それ以外の管理

（駐車場（交通整理警備員、除雪、清掃）、河川敷地（清掃、草刈

等）、その他（イベント広場、花壇等））は市が直接行っている。 

※素材 1000 万円未満 

道の駅への自治体職員配置 なし 

施設における従業員数 

（H27 年度実績） 

施設種別 雇用形態 

指定管理者（物販含む） 9 人（正社員 2 人） 

各テナント（8 店舗） 指定管理者運営のため把握していない。 

生産者との連携構築の時期 
農産物直売所「旬菜の館」はリニューアル前からサーモンパーク内

で運営していたため、優先的に出店交渉を行った。 

現場の長（駅長・支配人）の 

選任方法 
施設の管理運営を行う指定管理者のシダックス㈱の社員 

年間売上高 施設概要 

リニューアル前は各テナントが

独自運営のため売上高は把握し

ていない。（H26.4～H27.7 は

工事期間中で道の駅は休止） 

飲食施設 549.37 ㎡ 

物販施設 61.04 ㎡ 

農産物直売所 161.88 ㎡ 

コンビニエンスストア 188.16 ㎡ 

利用者数（付帯施設含む） ・リニューアル前は、サケのふるさと千歳水族館を含むサーモンパ

ーク全体の来場者数は年間約 60 万人。※（推計） 

・リニューアル後は年間 80 万人を想定した施設整備をした。 

利用者層の割合 リニューアル前の平成 23 年度アンケートでの居住地では、市民が

30%、札幌市が 24%、道外が 20%であった（その他、道内他市

町村、海外など）。 

地元住民の主な利用目的 ・地元住民に限定した利用目的の集計はない。 

・全体での来場目的は季節による違いはあるが、サケの遡上見学 

（インディアン水車）が最も多く、利用施設としては、水族館と

各飲食物販店舗がそれに続く。 

・リニューアル後は、施設形態が大きく変わっているので、利用目

的にも変化があると思われる。詳細については、年に何回か実施す
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る入込調査の際に聴き取りを行っているので、今後分析する予定で

ある。 

道の駅における集客・差別化に 

関する取組 

・充実した飲食店（レストラン 2 店舗、フードコート 4 店舗）や

地元産中心の農産物直売所、地元企業生産やオリジナル商品を販

売する物販店、24 時間営業のコンビニエンスストアなどの商業

施設構成。 

・子育て世代に配慮したキッズトイレ、ミルク用給湯器、授乳室、

オムツ替えコーナーの設置。 

・子どもの滞在時間延長及び再来場を促す取組としてボーネルンド

社製大型遊具やインタラクティブ性を持たせたプロジェクショ

ンマッピングを配置したキッズスペースの整備。 

・道の駅の柱の一つである休憩機能として、自然光を取り入れた明

るく開放的なコンセプトで、女性用にはパウダーコーナーを設置

したトイレの整備。 

・隣接するサケのふるさと千歳水族館との連携。 

道の駅のオリジナル商品の有無 ・地元企業がリニューアルオープンに合わせ 2 種類の土産品（支笏

湖をイメージした水ゼリー、ヒメマスをモチーフにしたサブレ）

を開発。 

・レストランやフードコートでは地元食材を使ったオリジナルメニ

ューの提供。 

オリジナル商品製造への自治体支援 特になし 

主力の集客施設及び集客事業 ●道の駅地域振興施設 

・飲食、物販、各種情報提供 

・季節に応じた屋内外でのイベント 

●サケのふるさと千歳水族館 

・季節に応じた各種イベント 

●インディアン水車 

・市の施設ではなく、社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会が北

海道開発局の許可を受けてサケの遡上する8月から12月頃にかけ

てサケのふ化放流事業のために親魚捕獲を目的に設置。 

農林水産物販売所における実際 

の出荷者数と年間平均販売額 

運営主体「旬菜の館」 

への登録農家 42 戸 

年間平均販売額 

リニューアル前は 4～11 月で約 6,500

万円 

飲食店の選定方法 公募 

状況 指定管理者が公募期間を設定し、それ以後は自由交渉により決定。 

選定手法及び観点等 

・集客力や顧客満足度を重視し、テナントの選定は基本的に指定管

理者に任せた。 

・結果的に指定管理者が地元に配慮した業者選定や地元食材を活用

したメニューの作成を促がすなどした。 

今後の課題 

・冬期間の集客につながる取組（イベント開催や期間限定メニュー

等） 

・混雑時の駐車場対策（交通整理、臨時駐車場へのスムーズな誘導

など） 
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道の駅 サーモンパーク千歳 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71



 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72



 

  

 

（４）道の駅花ロードえにわ 

整備の背景 

「道都・札幌」への大動脈である国道３６号線や JR 千歳線が市内を縦貫し、空の玄関「新千歳空

港」へのアクセスも容易な道央圏の中心に位置するという地理的条件に恵まれている反面、「通過

するまち」と表現されるなど大きな障害となっていた。 

 また、恵庭市には市民主体の「花のまちづくり運動」、道外での知名度の高い良質な農産物、さ

らに独自の販路で直売を行う農家などの地域資源や白扇の滝などの観光資源になり得る素材が存

在しながら、十分に活用できないばかりか、地域の物を地域で食べたいという市民の要望があった。 

 こうした状況の中、道と川の駅事業は、平成１３年度に恵庭市が策定した「都市農村交流ゾーン構想」

の一地区である「上山口地区周辺交流エリア」の国道３６号交流施設として、日交通量３万３千台とい

う国道３６号線と漁川の交差点に、道路事業としての「道の駅」制度と、河川事業としてサケの遡上す

る自然に育まれた漁川に「水辺プラザ」事業を計画した。 

さらには道央圏・北海道を結ぶ長距離自然歩道計画や（仮）広域自転車歩行者道計画の拠点として、

道の駅が備えるべき「休憩」・「情報発信」・「地域連携」という３つの機能を併せ持つ、道と川を活かし

た地域連携・地域交流・地域振興を目標として、道の駅「花ロードえにわ」を整備し、道路と河川そし

て地域とのに連動による全道初の行政協同事業を行い、≪通過するまちから情報発信するまち、溜まる

まち≫への転換を図っている。 

設置主体 恵庭市 

管理主体 指定管理者 

運営主体 同上 

整備総事業費（総額） 10 億 5 千万円（うち国支出 約 5 億円） 

整備手法 恵庭市道と川の駅整備事業（まちづくり・特定交通安全施設整備・水辺プラザ） 

活用した交付金・補助金 まちづくり交付金（国土交通省都市再生整備事業） 

道の駅の敷地面積（付帯施設を含む） 約 2.46ha 

開設年度 （2006 年）平成 18 年 7 月 1 日 

指定管理者 一般社団法人 恵庭観光協会（直売所の運営実体は恵庭かのな協同組合） 

指定管理料金額 無償 

指定管理料以外の費用負担 修繕費－１件につき 30 万円を超えるもの 

道の駅への自治体職員配置 0 人 

施設における従業員数（Ｈ27 年度実績） 

※季節雇用的職員も含まれるため延べ人数 

施設種別 雇用形態 

正規職員 非正規職員 その他 全体 

・特産販売所（ﾍﾞｲｸ・売店） 2 15  17 

・農林水産物販売所  14  14 

・飲食施設（フード） 2 13  15 

・その他（事務所） 2 2 2 6 
 

生産者との連携構築の時期 基本計画策定時 

現場の長（駅長・支配人）の選任方法 駅長は市長・支配人は管理者選任 

年間売上高（Ｈ27 実績 施設合算） 6 億 4 千 5 百万円 

施設規模 施設種別 面積 

・特産販売所 約 150 ㎡ 

・農林水産物販売所 約 420 ㎡ 

・飲食施設 約 238 ㎡ 

・その他 約 562 ㎡ 
 
道の駅の利用者数（付帯施設も含む） 1,419 千人 

利用者層の割合について 

※多客期と閑散期で割合変動 

地元住民  ：  観光客    ：  通過交通 

（ 3.5 ） ： （ 6.5 ）  ：  （ － ） 

地元住民の主な利用目的 直売所・買い物・休憩立ち寄り 

道の駅における集客・差別化に関する取組 ここでしか買えないもの、恵庭由来の商品展開 

イベント開催など賑わい空間づくり（利用） 
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道の駅オリジナル商品の企画・製作の経緯 恵庭産えびすかぼちゃを原材料に使用した商品づくり 

業者等から持ちかけ・持ちかけられにより打合せ 

オリジナル商品製造への自治体支援 なし 

農林水産物販売所の出荷者数と年間平均販売額 出荷者数（会員）68 年間平均販売額約 420 万円 

飲食店の選定 指名 

選定手法および観点等 指定管理者に限る 
 

現在の施設整備および運営体制構築で特に留意した点 

●地域連携機能（地域情報提供・交流・物販・直販所・飲食等） 

・指定管理者の選定（公共・公益性の確保） 

・センターハウス内部の造作（当初の問題） 

 （事務所や厨房スペース、バックヤードの狭隘） 

・市民活動発表の場づくり 

●休憩機能（駐車場、トイレ、休憩スペース） 

・敷地維持管理（花の植栽や草地） 

・市民ボランティア（花壇整備） 

●情報提供機能（道路情報等） 

・観光情報端末＆モニター設置 

主力の集客施設および集客事業 恵庭農畜産物直売所「花野菜」（かのな）・屋外イベント 

今後の課題 生産者の高齢化、冬期間の利用者減少、人材育成、施

設の老朽化、品揃え、経費の削減、商品の差別化 

情報発信・ＰＲ、ごみ問題、管理運営体制 
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道の駅 花ロードえにわ 
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3. 道外視察先 概要 

（１）日程 平成 28 年 10 月 5 日（水）～10 月 7 日（金） 

（２）視察先 

 

（３）行程 

 

（４）参加者 

 上士幌役場商工観光課 ２名 

上士幌町交流・移住拠点整備基本計画策定委員会 9 名 

委託業者ならびに協力会社 4 名 

計 15 名 

 

 

 

 

１０月５日（水） 群馬県川場村
道の駅田園プラザかわば

住所　群馬県利根郡川場村大字萩室385　TEL：0278-52-3711

１０月６日（木） 茨城県常陸大宮市
道の駅常陸大宮

住所　茨城県常陸大宮市岩崎717-1　　　TEL：0295-58-5038

茨城県水戸市
道の駅ひたちおおた

住所　茨城県水戸市三の丸1-5-38 　　　TEL：0294-85-6888

１０月７日（金） 千葉県南房総市
道の駅とみうら

住所　千葉県南房総市富浦町青木123-1　TEL：0470-33-4611

千葉県南房総市
道の駅おおつの里

住所　千葉県南房総市富浦町大津320　　TEL：0470-33-4616

月日 時間 内容

【第1日目】 7:30 上士幌町役場前発

１０月５日（水） 10:00 とかち帯広空港

11:40 羽田空港

14:40 道の駅田園プラザかわば

18:40 宇都宮（ダイワロイネットホテル宇都宮）

【第２日目】 9:00 宇都宮（ダイワロイネットホテル宇都宮）

１０月６日（木） 10:30 道の駅常陸大宮

13:30 道の駅ひたちおおた

17:00 品川東武ホテル

【第３日目】 9:00 品川東武ホテル

１０月７日（金） 10:00 道の駅とみうら

道の駅おおつの里

16:00 羽田空港

19:20 とかち帯広空港

21:20 上士幌町役場前

79



 

  

 

4. 道外視察 道の駅カルテ 
（１）道の駅 田園プラザかわば 

概 要 「関東好きな道の駅」第 1 位に選ばれ、毎年 11 月頃に祭りが開催、全国

各地からクラシックカーが集まる。創意工夫で進化を遂げ、年間 120 万人が

訪れる。 

所在地・電話 利根郡川場村大字萩室 385 

休館日 年末年始(12/31～1/4) 

開館時間 9:00～18:00 

登録年・開設年 1996 年 4 月 16 日・不明 

施設面積 物産館 1,300 ㎡ 

駐車場規模 小型車 422 台・大型車 8 台・二輪車用 10 台・身障者用 4 台 

トイレ規模 男 21、女 20、身障者用 3 

無料 WIFI  

事業費  

運営主体 株式会社田園プラザ川場 

施設情報 

ビジターセンター 川場村観光協会が川場村の観光情報やスポーツ合宿やスキー場、イベント情報な

ど総合的に情報提供 

物産センター 川場村で育った果実・野菜などを加工した特産品の

他、地酒・果実酒など豊富なバリエーションと食の安全、

手作りにこだわるオーガニック食品を販売 

ファーマーズマーケッ

ト 

川場村でとれた低農薬野菜や新鮮な果物、エダマメ、ト

ウモロコシ、ブルーベリー（7 月初旬～8 月初旬）、リ

ンゴ（9 月～11 月）、川場の伝統工芸品、のむヨーグ

ルト、アップルパイ、川場ビール、ソーセージ等、自社

商品を中心に販売 

飲食店 ビールレストラン、カフェ、そば、ラーメン、カレー、

ソフトクリーム、おにぎり、郷土料理 

体験施設 川場村の生産者が大切に育てた花々と、地域の豊富な森

林資源を有効活用した「木工雑貨・玩具」などの販売と

木工作体験、本格派プロが教える初心者のための一回終

了のろくろ陶芸体験 

食品加工工房 ミート工房（ドイツデュッセルドルフで修行を積

み「ゲゼレ」の資格を取得した職人がハム、ソー

セイジを手作り。各種スパイスは本場ドイツから

直輸入したオリジナルブレンド、チップは川場村

の山桜を使用しスモーク。本場ドイツの食肉製品

コンテスト金賞、銀賞入選）ミルク工房（川場村

で育てた牛から搾乳した生乳だけを使用し添加物

を加えないヨーグルト。のむヨーグルトは遠方か

らの注文が殺到） 

パン工房、ビール工房（武尊の山々の美味しい「水」で醸

造、副原料を一切使用しない麦芽 100%）ピザ工房（地

野菜、オリジナルハム・ソーセージ・チーズ使用） 
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道の駅 かわば田園プラザ 
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（２）道の駅常陸大宮～かわプラザ～ 

整備の背景 5 町村が合併し、常陸大宮市としての魅力と一体感を

持ったシティセールスの必要性があったことによる。 

設置主体 常陸大宮市 

管理主体 常陸大宮市 

運営主体 元気な郷づくり株式会社 ※ 指定管理者 

整備費 約２０億円 

整備手法 一体型 （茨城県） 

活用した交付金・補助金 農山漁村活性化プロジェクト交付金（農林省） 

次世代自動車充電インフラ整備事業補助金（（一社）

次世代自動車振興センター） 

再生可能エネルギー導入促進事業費補助金（経産省） 

社会資本整備総合交付金（国交省）他 

敷地面積（付帯施設を含む） ５５，８８４ 

開設年度 平成２７年度 

指定管理者 元気な郷づくり株式会社 

指定管理料金額 12,100,000 円（内 1,000,000 円は修繕費） 

指定管理料以外の費用負担 なし 

道の駅への自治体職員配置 なし 

施設における従業員数（Ｈ27 年度実績） 

 

※農産物直売：ＪＡ常陸がテナント 

 飲食施設：1 店はテナント 

このため、上記は含まず 

施設種別 雇用形態 

正規職員 非正規職員 その他 全体 

特産販売所 0 2 9 11 

農林水産物販売所     

飲食施設 1 1 8 10 

その他 1 8 17 26 

 

生産者との連携構築の時期 供用開始 1 年程度前 

現場の長（駅長・支配人）の選任方法 ○公募（募集状況：全国公募） 

指名 

その他 

年間売上高（Ｈ27 実績 施設合算）※7 日間 30,687 千円 

施設規模 施設種別 面積 

本館面積：１７７４㎡ 

※トイレ棟：２０７㎡、付帯施設：７７８㎡ 

特産販売所 215 ㎡ 

農林水産物販売所 332 ㎡ 

農林水産加工工場 98 ㎡ 

飲食施設 339 ㎡ 

その他 ７９０㎡ 

道の駅の利用者数（付帯施設も含む） レジ通過者数：H28 年度（9 月まで）約４１万人 

利用者層の割合について 市内  ：  市外   ：  県外 

（ ３ ） ： （ ４ ） ： （ ３ ） 

地元住民の主な利用目的 買い物 

道の駅における集客・差別化に関する取組 地元食材を積極的に利用し、地元色を全面に出すこと 

道の駅オリジナル商品の企画・製作の経緯 特に無し 

オリジナル商品製造への自治体からの支援 特に無し 

農林水産物販売所における出荷者数と年間平

均販売額※販売金額 H27 年度（営業 7 日間） 

出荷者数２１０人 年間平均販売額 12,151 千円 

飲食店の選定 公募 

選定手法および観点等 ・営業所の所在地 

・常陸大宮市の食材の活用状況 

・フード部門全体のバランス 

現在の施設整備および運営体制構築で ●休憩機能 
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特に留意した点 ・トイレの快適性について、特に女性用については、 

機能に留意した。 

・駐車場は区画線の引き方に注意を払った 

●情報提供施設 

・サイネージシステムを構築し、道路情報を始とし 

た地域の必要な情報をタイムリーに発信できるよ 

うにした。 

・また、全国的な道路情報については、Wi‐FI 機能 

の充実により、簡易に取得出来るようにした。 

●地域連携機能 

・農産物の生産者については、開業 2 年前から研究 

会を組織し、地場産品率の向上につとめた。 

・飲食部門については、地場産品の使用率の向上を 

図るため、JA と各部門責任者との定期的な会議を 

開催している。 

主力の集客施設および集客事業 「農産物・特産品販売施設」 

今後の課題 無回答 
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道の駅常陸大宮～かわプラザ～ 
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（３）道の駅ひたちおおた 

整備の背景 

平成 16 年 12 月に 1 市 1 町 2 村が合併し，60,547 人のとなったが、平成 22 年 1 月に 56,907

人となり 5 年間で 3,640 人も減少した。この人口減少に歯止めをかけるためには、市民がまちの魅力

に誇りを持ち、地域の資源をフル活用し、市外からの交流人口を呼び込むことが必要となってきた。 

 また，本市の資源を活かした地域の活力を生み出すためには、基幹産業である農林畜産業の振興が必

要となってきた。 

 上記の目的を達成するために、平成 21 年 2 月に市長より農業者の生産する野菜や商業者による土

産品の販売や、常陸太田市の魅力ある観光資源を活かし、常陸太田市にお客様を誘うための交流拠点が

出来ないかという特命事項によって、市関係部課で検討が始まった。 

設置主体 常陸太田市 

管理主体 常陸太田産業振興株式会社 

運営主体 常陸太田産業振興株式会社 

整備費 1,368,000 千円 

整備手法 一体型 

活用した交付金・補助金 農水省（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金） 

国交省（社会資本整備総合交付金） 

経産省（次世代自動車充電インフラ整備事業） 

茨城県（木づかい環境整備事業） 

復興・戦略プロジェクト推進事業 

敷地面積 22,468 ㎡ 

開設年度 平成 28 年 7 月 21 日 

指定管理者 常陸太田産業振興株式会社 

指定管理料金額 平成 28 年度は，ゼロ 

指定管理料以外の費用負担 なし 

道の駅への自治体職員配置 なし 

施設における従業員数 

（Ｈ２８年度） 

施設種別 雇用形態 

正規職員 
非正規 

職員 
その他 全体 

三セク 

（レストラン・総務・管理） 
5 34   39 

ＪＡ 

（直売所・加工所・ジェラート） 
2 32   34 

フードコート（亀印） 0 5   5 

フードコート（パン） 1 8   9 

フードコート（そば） 1 6   7 

フードコート（らーめん） 0 6   6 

コンビニ 2 10   12 

合計 11 101   112 

生産者との連携構築の時期 基本構想策定時 

駅長・支配人の選任方法 駅長の公募 応募者 28 名 
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年間売上高（Ｈ27 実績） 
Ｈ28.7 月オープン 

（8 月 100,000 千円・9 月 90,000 千円） 

道の駅の利用者数 Ｈ28.7 月 21 日～9 月 30 日： 288,000 人（レジ通過者） 

利用者層の割合について 地元住民（70）：観光客（20）：通過交通（10） 

地元住民の主な利用目的 日常の買い物，飲食。料理教室，団体交流等 

道の駅における集客・差別化

に関する取組 

○常陸太田市の農畜産物の販売を通し広くＰＲする。 

○安心で美味しい新鮮な商品の販売 

○消費者のニーズをつかむ 

○生産者と消費者の交流を図る 

○買い物の楽しさを演出する 

○イベント・催事等の開催 

道の駅オリジナル商品の企

画・制作の経緯 

①久助せんべい（三セク） 

常陸太田産コシヒカリを使ったオリジナルせんべい 

②「雛菊とキャラメルのケイク」（三セク） 

創業 1800 年地元醤油蔵の醤油を使用した 

※スイーツ王子とのコラボ商品 

③じょうづるさんグッズ（三セク） 

市キャラクターを使用したタオル・ハンカチ・シールなど 

④ぶどうパン（三セク） 

常陸太田の巨峰を使用したパン 

⑤醤油パイ（地元菓子店） 

地元雛菊を使用した醤油パイ 

オリジナル商品製造への自治

体支援 

なし 

農林水産物販売所における出

荷者数と年間販売額 
出荷者数  230 名  

年間平均販売額  

223,000 千円（Ｈ29） 

飲食店の選定 公募  

選定手法および観点等 プレゼンテーション審査 

○集客性を高められるような、魅力的な商品やサービスの提供が期待

できるか。 

○出店計画の売上げや損益予想は実現性、妥当性があるか。 

現在の施設整備および運営体

制構築で特に留意した点 

○利用者の立場に立った施設配置及び事業内容 

○運営主体組織及び各テナント等との連携等 

今後の課題 ○直売所の生産者確保及び品ぞろえ 

○情報の発信・ＰＲ・イベント等の開催 

○施設の維持・管理 
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道の駅 常陸太田 
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（４）道の駅とみうら・おおつの里 

整備の背景 過疎と高齢化よる活力の低下や観光客（海水浴）の減少、特産品の房州

びわの担い手不足等がある中、東京湾横断道路（アクアライン）を含む、

高速道路の全線開通予定の環境変化が見込まれた。 

このため、産業と文化の振興拠点、情報の発信基地を目指し、産業振興

センター（道の駅）を整備した。 
設置主体 南房総市（旧富浦町） 
管理主体 南房総市 
運営主体 株式会社ちば南房総（南房総市 100％全額出資） 
整備総事業費（総額） 766,000 千円 
整備手法 南房総市単独 

活用した交付金・補助金 県補助 60,000 千円、地域総合整備事業債 365,000 千円、一般財源

185,000 千円、その他 

敷地面積（付帯施設を含む） 8,600 ㎡ 
開設年度 1993 年（平成 5 年） 
指定管理者 南房総市直営（但し、運営は㈱ちば南房総 指定管理ではない） 
指定管理料金額 指定管理は導入していない 
指定管理料以外の費用負担 指定管理なし。（営業ｽﾍﾟｰｽとそれ以外のスペースで面積按分した光熱水費の負担ある。） 

道の駅への自治体職員配置 オープン時 あり 現在 なし 
施設における従業員数 

（Ｈ27 年度実績） 
施設種別 雇用形態 

正規職員 非正規職員 全体 

・特産販売所 １ １０ １１ 

・飲食施設 １ １０ １１ 

・その他 ４ ２０ ２４ 
 
生産者との連携構築の時期 オープン 3 年前から、運営シミュレーションとして生産者と連携した観光

体験メニューを開発し、観光バス誘致を始めた。 
駅長・支配人の選任方法  もともとは、道の駅に旧富浦町が枇杷倶楽部課を設置し、枇杷倶楽部課

長が兼務していた。平成 18 年 3 月に南房総市が 7 町村で合併し、平成

20 年 3 月に市職員の配置をやめたため、平成 20 年 4 月より、運営会社

である㈱ちば南房総の取締役が就任した。 
年間売上高（Ｈ27 実績） 431，751 千円（道の駅とみうらのみ） 

430,000 千円＋とみうらマート（その他 道の駅に隣接する民間施設売

上） 

施設概要 
特産販売所 158 ㎡ 

飲食施設 124 ㎡ 

道の駅の利用者数  

利用者層の割合について 地元住民  ：  観光客    ：  通過交通 
（ 1  ）  ：  （ 9  ）  ：  （   ） 

地元住民の主な利用目的 加工所、ギャラリー、お土産（手土産用） 

道の駅における集客・差別化

に関する取組 

・特産品開発（房州びわ） 
 オリジナルは食品で 40 種類以上 
 びわソフトクリームは一日 1,000 個以上販売する日も ある 
・地域と連携した観光バス誘致 
 日帰りモデルの一括受発注システムによる観光バス誘致 
・ＪＲ東日本と連携し、年間を通して観光コースを設定 
・近隣の情報を含めた、観光ホームページによる情報発信（南房総いいと

こどり・・・現在は南房総市の公式観光ホームページ） 

道の駅オリジナル商品 

企画・製作の経緯 

 房州びわを中心としたオリジナル商品あり 40 種類以上 
≪経緯≫ 
 商店街の反発があり、商人さんが販売している商品を売ることが出来な

い状況だったため、あまり使用されていなかった特産の「房州びわ」でオ
99



 

  

 

リジナル商品開発を始めた。 

オリジナル商品製造への 

自治体支援 
特になし 

農林水産物販売所における

実際の出荷者数と年間平均

販売額 

出荷者数 なし 年間平均販売額 なし 

飲食店の選定 自社運営 

選定手法および観点等  

現在の施設整備および運営

体制構築で特に留意した点 
●休憩機能 ゆったりとくつろげるスペース・家具を用意した。 

●情報提供 自由に使用できる情報端末貸出とフリーWi-Fi 

●地域連携 特産品開発（房州びわ） 

      地域と連携した観光メニュー開発 

主力の集客施設・集客事業 道の駅 

今後の課題 ●人口の減少・高齢化による観光客の減少 

●生産者の高齢化 

●最低時給の上昇も含む経費の削減 

●房州びわ以外の商品開発 

●第三セクター合併（平成 24 年 10 月に市内 3 社で合併）によるメリッ

トの創出 
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道の駅 とみうら 
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道の駅 おおつの里 
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上士幌町の観光情報における観光要素の特色

町内主要施設がもつ集客力の活用

周辺拠点等との広域連携による道の駅整備効果の発揮

ゲートウェイ型道の駅に求められる段階的な需要モデル 道の駅の通年利用
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図 1-1　観光協会ホームページに提示されている観光素材における有料・無料の割合

図 1-2　上士幌町内主要施設の集客状況（H19 年以降の年間利用者数データの平均値　ただし「ひがし大雪自然館」はH25 以降）

図 1-3　利用客等による評価の定着に応じたゲートウェイ型道の駅における施設機能の変遷モデル
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図 1-4　国道 241 号沿道や周辺の広域連携が観光目的地と交通量を増加させるイメージ

図 1-5　管内町村における道の駅の観光占有率（観光入込に対する道の駅利用者の割合）と観光入込
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観光

休日のレジャー需要）
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地
域
・
住
民

北海道
開発局

一部
駐車場

道の駅　運営組織 行政（上士幌町）

負担内
容や費用上限等のルールづくり

駐車場 外　構
建　物

設　備

道の駅運営事業や
交流促進事業の委託等

道の駅集客の促進
事業の充実

集客施設に求められる
再投資の必要性について
説明・理解訴求

定期的なリニューアル
事業内容に応じた再投資

土地

円滑な事業運営や
自主事業による利益を

行政へ還元

日常的な維持管理
費用の比較的少ない補修等

テ
ナ
ン
ト
事
業
者

生
産
者
関連
団体

道の駅運営事業

交流促進事業の
統括的な運営【DMO※事業】

道の駅　運営組織

Ａ．施設内事業における委託業務
Ｂ．観光代理店業務
Ｃ．通販・自販機　その他

屋外の休憩空間

①かみしほろ
市庭（いちば）

24H
WC

②カフェ &
レストラン

バルーン広場
次に派生する

徐々に様々な
業態の店舗展開を

店舗展開が広がり
商店街へ繋がる
ストリートを形成 View

定期的にバルーンを係留させる広場
地産品をBBQで提供したり

軽トラ市、ガーデンレストランなど
イベントも実施

80m×80m

③テイクアウト
モール

次に派生する
ゾーン

P

仕掛け2 :
ナイタイ高原、
商店街、町内へ誘導

P

④かみしほろ
　情報提供

仕掛け1：
認証キーで

ナイタイ高原へ
誘導

住宅地からの日常利用

P
臨時

P

ゾーン

屋外の休憩空間

自由に休憩できる
フリースペースに
公共機能を

※配置計画　検討中

道路からの視認性と良好な景観

無料職業紹介所
移住ワンストップ窓口
ふるさと納税窓口
観光・道路情報提供
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Ⅳ. 策定委員提案資料 
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基本コンセプト

●行政と民間が連携し、町の発展をすすめる

■地産地商

■起業・起農・起働

■高齢者がいきいきと働き、生涯現役で活躍できる場所にする

■「生活観光都市」を目指す　→上士幌での生活が観光資源（滞在型観光・生活体験）　

町のPR
→人を呼び込む

町民の活躍の場

商店街の活性化 農産物や資源の
可能性を引き出す

その中心として道の駅を活用する

特に値ごろ感のあるお土産品の商品開発は急務と思われる

道の駅の売れ筋商品（ｎ＝507）

法政大学「道の駅アンケート調査結果」より抜粋（平成25年データ）

食品・工芸品などの「技術センター」を整備

手応えがあれば独立し、町内の空き店舗で新規開店

新規事業希望者を募る

製品を開発し、道の駅で反応を見る　（行政がサポート）

↓

↓

↓

例えば…

売行きの良い商品の単価 １位…平均577円        ２位…平均506円

他地域との交流
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・気軽に行ける（ウェルカムなかんじ）

・行ったら毎回少しでも嬉しいこと、楽しいことがある　（毎回、行って良かったと思える）

こんな道の駅だったら行きたい

こうなったら「道の駅」として成功

・十勝地区の観光の目的地になる　

　（参考…道の駅を中心とした半径50kmの十勝管内の人口は３１万5416人）

・町民や観光客が　「できて良かった」「あって嬉しい」と思える

・何年経っても元気な「道の駅」

■参考…足寄 道の駅 売上…8,800万円（町からの助成300万円を含む）

利益……117万円

ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾃｲｸｱｳﾄ…2,400万円

(ふるさと納税300万円含む)

ショップ……………5,500万円

ベーカリー…………・500万円

仕入………5,600万円

人件費……1,160万円

臨時雇入……762万円

法定福利……234万円

水道高熱……283万円

売上内訳経費

持続のために頑張れる

この循環が、継続して
発展していくための
仕組みでは？

町民が「道の駅」を好きになる

それが反映される

上士幌の「道の駅」では、利用者数年間２５万人、

農産物直売の売上以外で1億2,000万円の売上を目指す
（黒松内町のデータに基く）
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食工房＆ビュフェレストラン

→ また行きたくなる
→ また食べたくなる

上士幌で栽培している 大豆 に注目

現在ほとんどを輸入に頼っているとはいえ、

大豆は日本人の食文化にとってなくてはならない食材。

その大豆を安心・安全に提供できるのは、大豆の生産地ならでは！

■どこにでもあるメニューではなく、魅力あるコンセプトが必要

地元・近隣地域からのリピート→

豆腐工房を整備し、豆乳・豆腐を製造。

その工程を来場者が見ることのできる演出をする

まずは…

＊参考（最小規模の豆腐工房） ＊参考（豆乳製造機）

■大豆を活用した食品は多様なので、その他の製造施設の可能性は

   早めに検討する必要がある（例:味噌工房、納豆工房…）

そこで…

120ℓ/日（8時間稼働）
→絹300丁
　 木綿240丁製造可能

（大豆5kgで20ℓの豆乳ができる）
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大豆をテーマにしたビュフェレストラン

■ビュフェに並ぶ料理は、お惣菜としても販売し、町民の食卓に。

大豆で広がる豊富なメニュー

美容
地元産で

安全・安心 健康 海外でも
認知

大豆
枝豆

豆腐
豆乳

おから

納豆

きなこ

味噌 ゆで大豆

・豆乳鍋
・湯葉スイーツに展開

＊イメージ(九州の道の駅ホームページより)

あげ

家庭料理から世界の料理

・洋食にも
・他の豆とも共演

旬の時期には
「採れたて！」
をアピール

そして…

■軽食コーナーでは、地元民が愛する郷土料理を提供

さらに…

「上士幌の味 認定」等のマークを作り、

一定のレベルをクリアした商品のみ提供する

・味噌おでん

・イモだんご（イモもち）

・かぼちゃだんご

・ざんぎ etc...

116



春・夏・秋

・畑見学ツアー
   (受入農家を登録)
・パークゴルフ体験
・焼肉

通年

・バルーン係留
・屋内・外コンサート
・ディープな
   観光スポットツアー
・ヘンな野菜コンテスト

冬(体験）

・アイススケート
・雪合戦
・歩くスキー・かんじき
・薪ストーブを囲んで
　ニットカフェ

体験工房

・豆腐作り
・味噌作り
・木工体験
・十勝石体験 etc...

■年間を通して、道の駅屋内外でイベントを実施

■屋外スペースに、道路から見える巨大展望台

●頂上からは田園風景はもちろん、ナイタイ高原などが一望できる

●通行客に「ちょっと寄ってみたい」「素通りできない」「何だろう」と思わせる楽しさ

イベント＆イベントスペース

●イベント広場は、年間のイベントを考慮した設計が必要

●屋内でもイベントができるようにスペースを確保

●気球をイメージした展望台を作り、
   上士幌のシンボルにする etc...

他町村や他県と連携して月イチ開催
・海産物市場
・地方物産展
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旬に採れ
すぎた野菜

規格外の
野菜

廃棄？
もったいない...

カット加工後、CAS冷凍
することで一年中
安定して供給できる

・カット野菜として販売

・毎日の食卓でも活躍するおかずセットの販売

●カット→冷凍→パックで販売

細胞組織を破壊せずに素材を冷凍する機械

解凍後も色・味・食味が変わらない
↓

CAS（キャス）冷凍

年間を通して、町内で生産した安心・安全な

野菜を使ったメニューを豊富に提供できる

●ビュフェレストラン

→

■CAS冷凍とは…

下ごしらえ済だから、手軽＆簡単に野菜料理が作れる

CAS冷凍マシン

・約４０分で冷却完了

    →その後は通常の冷凍庫で保存可能

・600×400(mm)のトレイ10枚で

        約30㎏の食材が冷凍できる

でも冬には

野菜が足りない

野菜が高い…

CAS冷凍技術 一般的な冷凍技術

CASエネルギーにより、
水の分子を集めることなく

凍結できる

水分子が集まってできた
氷晶により、素材の細胞
組織が破壊されてしまう

etc...・豚汁セット

・きんぴらセット

・肉じゃがセット

・炊込みご飯セット

■冷凍工場としての活用
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■屋外スペースに青空市場

軽トラマルシェ

農家（生産者）
との交流

畑に近い
臨場感

生産者が見える
安心感

旬の採れたて
新鮮感

■野菜だけではなく、パンや漬物、加工品などの出店も

●統一感を持たせて、洗練された雰囲気を出す ●「エコファーマー」の認定を受け、差別化を図る

■バイオガス利用で栽培した野菜を販売することも検討

「上士幌に行けば、冬でも野菜が買える」
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