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地域振興効果の発現からみた
「道の駅」の運営に関する考察
―「道の駅」全道調査の結果から―
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「道の駅」は制度発足から25年が経ち、沿道の快適な休憩施設としてだけでなく、観光拠点
や地域コミュニティを支える重要な施設となっている。しかしながら、整備の目的でもある地
域振興への効果を十分に発現していない駅も存在している。そこで、本研究では、運営状況に
ついてのアンケート調査結果から、地域振興効果をどの程度実感しているか把握するとともに、
調査結果の分析から地域振興効果を高める方策について考察する。
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1．背景と目的
(1) 背景
沿道の休憩施設として1993年2月に全国103駅でスター
トした「道の駅」は、東京都の１駅から北海道の122駅
まで全国1,145駅1)（2018年4月現在）が設置され、地域の
重要な振興施設ともなっている（写真-1）。

写真－1 地域振興に貢献する「道の駅」
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制度創設から25年以上が経過する中で、国土交通省で
は、各種交付金・補助金で財政面からの支援に加え、地
方創生の核となる優れた企画には重点的に支援する重点
「道の駅」の認定2)や、世界に先駆けて少子高齢社会を
迎えた子育て世代を応援する施策3)なども展開している。
特に北海道では二次交通の脆弱性に加え、最寄り都市ま
での平均距離は全国の2倍以上であるなど、本州等とは
距離感の異なる広域分散型社会を形成4)している。その
ため、沿道の快適な休憩施設としての役割だけではなく、
ドライブ中での荒天時の避難場所や道路情報の収集とい
った防災面の役割も大きい。
また、北海道が行った調査5)（表-1）では、道内在住
者の旅行目的で「道の駅」めぐりが1位、道外在住者の
旅行目的でも10位以内にランクインしている。さらに、
近年の外国人のドライブ観光需要の増大6)からも、「道
の駅」が果たす役割が大きくなってきている。
そのような中、多くの自治体で「道の駅」の設置目的
に地域振興効果を謳っている。つまり、「道の駅」の設
置により、地域の活性化に何らかの寄与をしてはじめて
設置の意義がでてくると考えている。
一方、著者らは北海道内の「道の駅」の計画・設計お
よび管理運営に関する調査の中で、自治体の担当者や地
域住民などが考える地域振興効果の程度について大きな
違いがあることを感じている。たとえば、多くの入り込
みがあり運営的にも成功し、地域への様々な波及効果が
ある「道の駅」がある一方で、期待したような地域振興
効果にまで至っていない「道の駅」が少なからず存在し
ている事実がある。

表-1 北海道経済部観光局 北海道旅行の目的
道内在住者 (左：H28 右：H23)

道外在住者（左：H28 右：H23）

(3) 研究の位置付け
「道の駅」の地域振興効果に対する一般的な認識は、
入り込み数や売上などが中心となっており、これまでの
研究でも主に農産物などの直売所の効果に関するものが
多く、例えば山本ら7)、服部ら8)、香月ら9)や河藤10)などは、
農村・農業従事者や観光などの視点から地域振興につい
て、山本ら11)は、「道の駅」の運営に関する視点から論
じている。しかしながら、「道の駅」の存立に大きな影
響を与える経営や運営面から論じた研究事例は多いとは
言えない。
そこで、本研究では北海道内の「道の駅」を対象に、
入り込み数や売上額、収支や産直施設の有無などの経営
状況と「道の駅」担当者等が感じる地域振興効果の実感
などについてアンケート調査を行い、「道の駅」の運営
状況と地域振興効果の関係性について考察する。

2．調査概要

（上位10項目・複数回答）
表-2 調査概要
調査期間

調査箇所／対象者

主な調査内容と調査項目
１．施設の基本情報
(1) 施設タイプや産直施設など
(2) 施設の構造や規模、整備費など
(3) 増改築についてなど
２．運営状況：（道の駅全体＆年間の数値）
(1) 入り込み客数
(2) 駅全体の売り上げ額

2014年6月
～2015年4月

北海道内の「道の
駅」
（調査時の全114
駅）

(3) 過去10年の収支（黒字／赤字の程度）

設置自治体の
行政担当者及び
管理運営者

(7) 年間の運営経費（光熱・人件費など）

※回答数（74駅）

(4) 産直品以外の地場産品の品目数や売上
(5) 産直品の売上げ額
(6) 産地直売所の運営方式や契約内容など

３．地域振興効果の実感度
(1) 地域活性化への貢献度（全般）

(1) 調査対象と調査方法
調査の概要を表-2示す。
調査は北海道内のすべての「道の駅」114駅（2014年6
月時点）を対象とし、北海道地区「道の駅」連絡会事務
局を通じて、各「道の駅」設置者である自治体の担当者
むけにアンケート形式にて行った。
調査への協力の依頼は、北海道地区「道の駅」連絡会
事務局から各自治体に対して行い、「道の駅」の管理運
営者には自治体経由にて依頼した。アンケート回答は、
各自治体から寒地土木研究所宛てのe-mailによる返送に
て回収した。
なお、本調査は北海道地区「道の駅」連絡会から協力
をいただき、土木研究所寒地土木研究所および国土交通
省北海道開発局が合同にて実施した。

(2) 観光客や地域に立ち寄る人の増加
(3) 地域の雇用の増加
(4) 地域産業の活性化や生産増／整備投資
(5) 地元の商店の売り上げ
(6) まちや地域の知名度の向上
(7) 地元の人の地域への誇りの醸成
(8) その他の地域への経済効果
(9) 中心市街への来訪者の増加（市街地の駅）

(2) 目的
そこで、本研究では「道の駅」の主な設置目的である
地域の振興や活性化に対して、経営や運営状況がどのよ
うに関係しているのかを調査することにより、地域振興
効果を高めている「道の駅」とは、どのような経営や運
営状況となっているのが望ましいのか把握することを目
的としている。
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(2) 調査内容
調査内容は表-2に示すとおり、基本調査項目として、
「道の駅」の施設概要や整備費用、施設の増改築の有無
などを確認した。次に、「道の駅」の経営や運営状況を
把握するために、入り込み数や売上額、年間収支、運営
経費などを記載してもらい、併せて、地域振興効果の実
感度として、「道の駅」が出来たことによる効果として
一般的に考えられる効果項目を提示して、担当者等がこ
れらについてどの程度感じているかの回答を得た。
これらの調査から、「道の駅」がその設置目的である
地域の振興に実際にどの程度貢献していると担当者や地
域住民が感じているのか、また「道の駅」の経営や運営
状況が地域振興にどのように関係や寄与しているのかに
ついて調査分析を試みた。

3．調査結果
対象114駅のうち74の「道の駅」設置自治体から回答
があった。なお、回答した自治体がアンケートの全ての
項目について回答を行っているわけではないため、各項
目の回答数の合計が74駅とはなっていない。また、図-1
～17のグラフに表示されている数字は回答を得た「道の
駅」の数である。以下に、調査結果の概要を述べる。
(1) 地域振興効果の実感度
アンケート結果のうち、主な項目を図-1～8に示す。
a) 地域活性化への貢献度（図-1）
「道の駅が出来たことにより地域の活性化に貢献して
いますか？」との問いに対して、「感じる」と「少し感
じる」のように程度に差はあるが、ほとんどの自治体で
地域振興効果を感じていた。一方、個別の効果項目（図
-2～8）については、質問項目により大きく違いがあっ
た。以下順に各個別の効果項目の実感度についてを述べ
る。
b) 地域への来訪者の増加（図-2）
「感じる」との回答が約70％、「少し感じる」の約
28%を合わせると、ほとんどの自治体が来訪者の増加を
実感していた。なお、この効果項目が最も実感度として
高かった。
c) まちや地域の知名度の向上（図-3）
「感じる」との回答が約38％で、「少し感じる」と合
わせると8割以上の自治体が知名度の向上を実感してい
た。一方、「感じない」「全く感じない」は合わせて約
5％と僅かであり、程度の差はあるがこの効果項目も実
感度として高かった。
d) 地元の商店などの売り上げの増加（図-4）
「感じる」「少し感じる」を合わせると約49％であっ
たが、「感じる」の割合が約14％と少なかった。一方、
「感じない」「全く感じない」は合わせて約26％とほか
の効果項目よりも効果を感じていない割合は高かった。
また、「どちらでもない」が25％と判断を付けかねてい
る回答も少なからずあった。
e) 地域産業の活性化や生産増／設備投資（図-5）
「感じる」「少し感じる」を合わせると5割強であっ
たが、「感じる」の割合が約10％と少なかった。一方、
「感じない」「全く感じない」は合わせて約19％であり、
「どちらでもない」は約26％であった。
f) 地域の雇用の増加（図-6）
「感じる」「少し感じる」を合わせると6割強であっ
たが、「感じる」の割合が約13％と少なかった。一方、
「感じない」「全く感じない」は合わせて約15％であり、
「どちらでもない」は約22％とe)地域産業の活性化等と
同様な傾向がみられた。
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g) 質問項目以外の地域への経済効果（図-7）
「感じる」との回答が約19%で、「少し感じる」を合
わせると8割弱の自治体が何らかの経済効果を実感して
いた。一方、「感じない」「全く感じない」は合わせて
約7％、「どちらでもない」は約14％と僅かであり、程
度の差はあるがこの効果も実感度として高かった。

問「道の駅」が出来たことにより
地域の活性化に貢献していますか？」

図-1 地域活性化への貢献度（全般）

図-2 地域への来訪者の増加

図-4 地元商店などの売上げ増

図-6 地元の雇用の増加

図-3 地域の知名度の向上

図-5 地域産業の活性化

図-7 地域への経済効果

図-8 地域への誇りの醸成

h) 地元の人の地域に対する誇りの醸成（図-8）
「感じる」「少し感じる」を合わせると5割弱であっ
たが、「感じる」の割合が約6％と少なかった。一方、
「感じない」「全く感じない」は合わせて約19％であっ
た。また、「どちらもでもない」は約32％と判断を付け
かねている回答も少なからずあった。
(2) 各地域振興効果の実感度と運営状況の関係
次に個別の地域振興効果の実感度に「道の駅」の経営
や運営状況（以下、運営状況とする）の違いや差がどう
関係しているか確認した。このうち、相対的に影響の大
きかったものや、産直施設の影響についての主な結果を
以下に示す。
ここでは、「地域への来訪者の増加」などの各地域振
興の効果項目について、効果の実感度が運営状況の違い
（入り込み数20万人以上・未満、売り上げ額5000万円以
上・未満、産直施設の有無など）によって回答傾向に相
違があるものを影響があるとした。
a) 地域活性化への貢献度への影響項目（図-9,10）
影響の大きかった効果項目は、「入り込み数の多さ」
と「（産直品以外の）地場産品の売上額の高さ」で、そ
れぞれ正の相関があり、図示していないが、ほかには順
に「全売上額の高さ」「地場産品の品数の多さ」が影響
していた。
以下に地域活性化の個別の効果項目に影響していた主
な項目について述べる。
b) 地域への来訪者の増加
「道の駅」の入り込み数の大小に関わらず効果を実感
しているなど、特に大きな違いのある効果項目はなかっ
た。ある程度関係性があったものは、順に「地場産品の
品数の多さ」「全売上額の高さ」で、各々正の相関とな
った。
c) 地元の商店などの売上の増加
大きく影響する項目はなく、「産直施設の有り」がや
や負の相関となった。これはあくまで「道の駅」担当者
の回答であり、影響を受ける側の商業者への調査などが
必要であり、また個々の「道の駅」、他の商業施設配置、
や地域の経済状況などもふまえる必要がある。
d) 地域産業の活性化や生産増／設備投資の増加（図-11、
12）
「地場産品の売上額」の高さと「入り込み数」の多さ
の影響が正の相関としてみられた。次に「全売り上げ
額」の高さが影響していた。また、「産直施設の有り」
は負の相関となり、むしろ産直施設のない駅の方が、効
果を実感している割合が高かった。
e) 地域の雇用の増加（図-13）
「全売上額」の高さと「地場産品の売上額」がある程
度影響し、正の相関があった。
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図-9 地域活性化への貢献度と入り込み数の関係

図-10 地域活性化への貢献度と地場産品の売上額の関係

図-11 地場産業の活性化と地場産品の売上額の関係

図-12 地域産業の活性化と産直施設の有無の関係

図-13 地域の雇用の増加と地場産品の売上額の関係

図-14 地域への経済的効果と産直施設の有無の関係

f) 質問項目以外の地域への経済効果（図-14）
「道の駅」の売上に大きく貢献する産直施設であるが
これについても有意な差は確認できなかった。これは、
地域全体への経済的効果には、一次産品に比べて付加価
値が高く地域への経済波及効果も期待できる、地場の加
工品の提供や商品開発に取り組むことが重要であること
を示唆している。
(3) 運営状況の各項目や産直施設の有無の関係性
a) 売上額と産直施設の有無との関係（図-15）
全回答数のうち,7割が産直施設を有する「道の駅」で
あったが、「産直施設の有無」は「道の駅」の売上額に
確実に貢献し、基礎的な売上額の確保に大きく寄与して
いた。そのため，経営的側面からは売上額の小さな「道
の駅」ほど産直施設は重要であると考えられる。
ただし、「道の駅」全体の売上額の差は一般的に捉え
られているほどには大きくなかった。例えば、産直品が
なくとも大きな売上を確保している「道の駅」の割合も
少なくない。これは、一つには利用者側からみた場合、
産直品の購入によりその他の地場産品などの購入意欲や
購入金額が減少したりすることも影響していると考えら
れる。一方、「道の駅」にとっても、産直品で大きな売
上が期待できない場合、それ以外の地場産品の提供や新
たな商品開発へのインセンティブが高まることも大きな
差がない要因の一つである可能性がある。
b) 地場産品の売上額とその品目数との関係（図-16）
産直品を除く地場産品の売上額に、結果として、その
「品目数」が影響していた。すなわち、「地場産品の品
目数が多いほど」、「道の駅」全体の売上額は大きかっ
た。ただし別の見方をすれば、地場産品の売上額が大き
いために商品の取り扱いや商品開発につながっていると
も考えられるが、いずれにせよ、魅力的な地場産品やそ
の品目数などの充実が重要であることは間違いなく、特
に産直施設を持たない「道の駅」では、これら地場産品
の豊富さが経営的にも重要となる。
c) 入り込み数と年間収支（黒字・赤字）との関係（図17）
年間入り込み数が10万人未満から70万人以上までの比
較において、優位な関係性は認められなかった。例えば、
入り込み数が少なくても（10万人未満）、黒字の「道の
駅」は20駅中8駅（4割）であったが、一方で入り込み数
が特に多くても（70万人以上）、黒字となっていない
「道の駅」は6駅中4駅存在した。

4．まとめと考察
今回のアンケート調査の結果から得られた主な知見を
以下にまとめる。

Satoshi Ogata, Yasuaki Matsuda , Keisuke Iwata

図-15 売上額と産直施設の有無の関係

図-16 地場産品の売上額とその品目数の関係

図-17 年間収支と入り込み数の関係

(1) 地域振興効果の実感度と運営状況
多くの自治体は全体として「道の駅」による地域活性
化への効果を感じていた。特に「観光客などの地域への
来訪者の増加」「地域の知名度の向上」などへの効果は
確実にあらわれていた。しかしながら、それ以外の具体
的な効果項目別でみると「道の駅」によってその度合い
は大きく違っていた。
一方、「年間の収支」が地域振興効果の実感度へ与え
る影響は確認できなかった。これは、「道の駅」自体は
大きな収益を上げていなくても、一定の売上や集客があ
れば地域への経済的効果があると捉えていることが考え
られ、加えて社会的効果も含めて評価しているのではな
いかと推察される。例えば、国土交通省では「道の駅」
を地域創生の拠点として支援12)する動きなどもあり、自
治体にとって「道の駅」が収益だけを期待するのではな
く、地域を支える重要な施設だという意識が高まってい
ることが要因の一つであると考えられる。
(2) 地域振興効果の実感度と産直施設の有無
産直施設の有無は「入り込み数」「売上げ高」にも大
きな効果があるものの、その他の「地場産品の売上」や
「地場産業の活性化や設備投資」などにはむしろ負の相
関があった。
これは一例をあげると、産直施設（写真-2）を有する
ことは「道の駅」経営のメリットとなるが、それに頼り
すぎることで地場産品の開発が滞ることもある。そのた
め、簡単に産直施設の販売力に頼るだけではなく、地域

の置かれた状況などを踏まえ、「道の駅」設置目的に産
直施設がどう貢献するかを慎重に判断することが望まし
い。
次に、「産直品以外の地場産品」の「品目数の多さ」
や「売上額の高さ」は、影響度合いに違いはあるが、ほ
ぼすべての地域振興の効果項目で正の相関があった。し
たがって、魅力的な地場産品の提供や新たな商品開発、
高付加価値化が特に重要となる。また、このことは農産
物や水産物の一次産品の産直販売で大きな売上を上げて
いる「道の駅」であっても同様であり、地場産品を地元
で高付加価値化して提供することが重要と言える。

【写真はイメージ】
【写真はイメージ】

5．本研究の課題と今後に向けて
今回の調査は、各自治体担当者が感じている実感で回
答を得ているため、評価は主観的なものではある。しか
し、著者らが北海道内の各地域で自治体担当者等からう
ける技術相談などを通じて得られる情報などからは、今
回の調査結果はおおむね実態を反映しているのではない
かと感じている。
一方、今後本研究の目的である「道の駅」の地域振興
効果を正確に把握するには、より詳細かつ広範囲な調査
が必要であると言える。
最後に、本研究の成果が「道の駅」や地域振興に資す
ることがつながれば幸甚である。
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