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道北地域の物流効率化に資する
「道の駅」を活用した共同輸送の試行
―生産者・物流事業者のメリットと道の駅に必要な機能について―
旭川開発建設部 道路計画課
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道北地域では近年、長距離・少量・多頻度輸送に対応できる物流事業者の減少や農産品等を
はじめとした多様な輸送ニーズの対応が課題となっていることから、幹線道路沿いにある「道
の駅」を物流の一時的な集荷拠点とし、長距離トラックの空きスペースを活用した荷物の共同
輸送を試行した。本稿では、生産空間の維持・発展に向け実施した「道の駅」を活用した共同
輸送の試行により見えてきた効果と課題について報告するものである。
キーワード：道の駅、物流効率化、生産空間、共同輸送

働力不足の要因として若手のドライバー離れが指摘され
ており、運送事業の存続が危惧されている。

1. はじめに（取組みの背景）
(1) 道北地域における物流と生産者の課題
道北地域の物流は輸送距離が長いことに加え、近年、
少量・多頻度輸送の増加に伴う積載率の低下、採算性悪
化により物流事業者数が他地域と比較し減少（図-1）。
これにより生産者は、豊作・豊漁時に１度に送りきれ
なかった小中ロットの生産物を出荷することができず、
出荷をあきらめたり、生産者自ら数十キロ離れた選果場
まで輸送するなどの負担が生じている。
こうした物流事業者の減少、生産者への負担増により、
我が国の「食」を支える広域な「生産空間」の維持が困
難となる恐れが指摘されている。
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図-1 運輸支局別貨物事業者運送事業者数の推移1)

(2) 課題発生の原因
近年、EC（電子商取引）市場規模の拡大に伴い、宅
配便取扱実績は令和元年には43億個まで増加（図-2）。
少量・多頻度輸送の増加にともない、トラック１台当
たりの積載率は逆に低下している（図-2）。このことは、
特に都市間距離の長い道北地域で採算性の低下に大きく
影響。道北の運送事業者へのヒアリング結果からは、労
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図-2 宅配便取扱実績の推移2) とトラック積載率の推移3)

2. 取組みの目的（対策の内容・期待される効果）
(1) 対策の内容
本取組みでは、生産者の輸送に伴う負担や、運送事業
者の片荷輸送による積載効率悪化などの課題を緩和し生
産空間の維持へ貢献することを目指した。
具体的には、幹線道路沿いに整備された道の駅を物流
の一時集荷拠点とし、長距離トラックの空きスペースを
活用した荷物の共同輸送を試行。荷主のニーズに応じ、
パターン①：「道の駅間輸送」、パターン②：「道の駅
から全国への輸送」の２つの輸送パターンを実施した
（図-3）。
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(2) 期待される効果
本取組みにより、生産者にとっては、希望時に生産物
を出荷しやすくなり、生産者の負担減・空き時間の有効
活用が期待される。また、物流事業者にとっては、片荷
輸送対策による新たな利益が発生し、輸送の効率化、ド
ライバー不足の緩和が期待される。
生産者の負担減や物流トラックの効率化により、生産
空間の維持・発展への寄与が期待される。（図-4）

図-5 小型電動リフトによるパレットボックスの積込（左）、
コールド・ロール・ボックス（右）

○「道の駅」を活用した共同輸送の実施
・生 産 者

希望時に生産物を出荷しやすくなる
⇒ 生産者の負担減・空き時間の有効活用

4. R2年度の試行の概要と成果

・物流業者

片荷輸送対策による新たな利益が発生
⇒ 輸送の効率化、ドライバー不足の緩和

○生産者の負担減や物流トラックの効率化に
より生産空間の維持・発展を推進

図-4 期待される効果

3. R1年度の試行の成果とで得られた課題
(1) R1年度試行の成果
R1年度の試行は、①道の駅のストックヤードにおける
積込み時間の短縮、②道の駅のストックヤードに求めら
れる機能とスペックの把握を目的として実施した。
①については、電動小型リフトや新たに開発されたパ
レットボックス（図-5）を使うことで、積込み作業時間
の短縮を検証。道の駅１箇所あたりの作業時間を約10分
未満に抑制することで、名寄～稚内間の往復輸送便にお
いて、労働時間超過を防げることが確認された。
②については、常温・冷蔵・冷凍のさまざまな温度帯
の輸送品の保管に対応するためCRB（コールド・ロー
ル・ボックス（図-5））の活用方法や、ストックヤード
として必要な作業スペース・保管スペースについて整理
した。

(1) R2年度の共同輸送試行の概要
R2年度の共同輸送試行の概要を図-6及び表-1に示す。
本取組みでは、R1年度にピックアップした条件に見合う
複数の運送事業者と連携し、国道40号沿線の道の駅を集
荷場所に見立てた輸送を試行。道の駅間の輸送に加え、
道の駅からのラスト1マイルを考慮した２つの輸送パタ
ーンを実施し、道北地域における効率的な物流システム
の構築や道の駅の機能拡充の必要性等を検証した。

凡 例

稚内方面へ
（北上）

道の駅〇〇〇
集荷時刻（冷）・・・
冷蔵品取扱トラック
集荷時刻（常） ・・・
常温品取扱トラック

わっかない

道の駅
幹線輸送（南下）
幹線輸送（北上）

道の駅「なかがわ」
第１便：- - - 第２便：10:00 （冷）
第３便：10:30 （冷）
第４便：12:30 （常）

宅配輸送
道の駅「なかがわ」
第１便： 14:00 （常）

道の駅「おといねっぷ」
第１便： 13:30 （常）

道の駅「おといねっぷ」
第１便： 10:00 （冷）
第２便： 10:30 （冷）
第３便： 11:30 （冷）
第４便： 13:00 （常）

なかがわ
おといねっぷ

道の駅「びふか」
第１便： 10:30 （冷）
第２便： 11:00 （冷）
第３便： 12:00 （冷）
第４便： 13:30 （常）

(2) R1年度に得られた課題とその対応
試行で得られた課題としては、タイムスケジュール、
輸送品、荷姿、荷役作業の内容及び所要時間などを明確
にした上で、条件に見合う現地の物流事業者を探す必要
があった。これについては、R2年度の試行に向け、当該
地域の運送事業者355社を対象にアンケート調査を実施。
国道40号（稚内～旭川）沿線のトラック運行状況（輸送
頻度、積載率等）を確認するとともに、共同輸送に関心
のある17社をピックアップした。
また、集荷された荷物を道の駅から顧客まで（ラスト
１マイル）をどのように輸送するかも課題としてあがり、
これについては、R2年度の試行時に道の駅～道の駅間の
物流に加え、道の駅～宅配事業者の集荷センターへの配
送パターンを検討することとした。
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図-6 道の駅物流の試行ルートと時刻表

表-1 R2年度の共同輸送試行の概要

■集荷場所
道の駅なかがわ、道の駅おといねっぷ、道の駅びふ
か、道の駅なよろの4箇所+宅配貨物の集荷センター
（ヤマト運輸名寄北センターを活用）

図-7 道の駅-道の駅間の自転車輸送（パターン①）

■実施期間
実施期間は、第１次・第２次に分け、10月5日～11月5
日に実施。
■輸送パターン
パターン①：道の駅間輸送
パターン②：道の駅から全国への輸送
■取り扱い貨物
パターン①が10回、パターン②が８回の輸送を実施。
品目は、農産品がじゃがいも・かぼちゃ10kg等が計96
箱、地域の特産品（ジャム・醤油・清涼飲料・蕎麦・
枝豆等（加工品含む））が計20箱、サイクリング用自
転車計８台の輸送を実施。
■荷主の募集
地域の農家や特産品の販売業者の方などを対象に、PR
チラシの配布・プレスリリース等により、期間中に対
象の道の駅に地域の農産品・特産品等を持ち込める荷
主を募集。（あわせて、集荷拠点となる名寄市と道北
圏域ロジスティックス総合研究協議会のメンバーを中
心に名寄以北の荷主候補を調査）

図-8 自転車輸送と受取状況、関係者の声（2020 年アンケ
ート及びヒアリングより）

b) 道の駅-全国への輸送（パターン②）の成果
中川町や音威子府村では、現在消費地である旭川市へ
の即日配達ができないため、「朝どれ野菜」を即日出荷
するには名寄の集荷センターに自ら持込む必要があった。
本取組みを活用すれば、生産者が近くの道の駅に野菜
などを持込むことで即日配達が可能となり、高付加価値
化による新たな販売網の拡大が期待されることが確認さ
れた。（図-9，10）
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(2) R2年度の試行による成果①
～ 生産者（荷主）・運送事業者のメリットの把握 ～
a) 道の駅-道の駅間の自転車輸送（パターン①）の成果
2021年９月に北海道で開催されるアドベンチャートラ
ベルワールドサミットに向け、旭川～日本の最北端であ
る宗谷岬までをつなぐサイクリングルートが申請されて
いる。この取組みに関連し、通過する市町村が貸し出す
レンタサイクルを安価に返却する輸送手段の構築が必要
であった。
今回、令和2年10月5日と11月2日にサイクリングのモ
ニターツアーで活用した自転車計８台の回収（稚内～中
川～名寄～札幌）を実施。道の駅間での自転車の輸送は、
異なる自治体間における新たな観光振興策として荷主の
コストメリットがあることが確認された。（図-7，8）
また、空荷トラックのビジネスモデルとして採算面の
有効性も確認され、運送事業者からも事業継続の要望が
聞かれた。さらに、自治体関係者からはこのような道の
駅の多目的な活用方法の模索に対する意欲が見られ、今
後道内の他の道の駅でも同様の展開が期待される。

荷主
道の駅なかがわ
のストックポイント
荷主～ストックポイント

名寄の集荷センター
ストックポイント～物流拠点

ファースト１マイル 荷主

道内
道外へ

図-9 道の駅-全国への輸送（パターン②）

図-10 道の駅への野菜の持ち込み状況と生産者の声（2020
年ヒアリングより）
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(3) R2年度の試行による成果②
～ 本地域における「道の駅物流」の実現性の把握 ～
本取組みでは、名寄を拠点とした共同配送システムの
実現可能性について検証を行った。道北圏域をカバーす
る稚内までの往復するドライバーの運転時間は、
①旭川発で９時間～11時間（立ち寄り含む）
②名寄発で６時間～８時間（同）
厚生労働省が策定した「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」では、運転時間は２日間の平均で９
時間が限度であるため、名寄⇔稚内間の道の駅を活用し
た共同配送システムは、立ち寄り箇所２～４箇所（１箇
所当たり10分未満）であれば、労働時間を超過せず運用
でき、実運用の可能性が確認された。（図-11）

a)運送事業者の視点での道の駅に必要な機能
試行に参加した運送事業者からは、駐車位置と荷物の
保管場所の距離を極力近くすること、荷物の保管場所の
段差を極力解消することの他、保管場所の除雪や荷物の
セキュリティに関するニーズがあった。
b) 商品を保管管理する道の駅側に必要な機能
試行に参加した道の駅関係者からは、荷物の引渡動線
において一般利用者との錯綜を回避すること、道の駅ス
タッフの負担回避の観点から受渡作業を極力簡素化する
ことの他、荷主にとってわかりやすく利用しやすい環境
を整えることの重要性が指摘された。
表-2 物流事業者・道の駅関係者アンケート結果（抜粋）

道の駅に求められる物流機能について(自由回答)
＜物流事業者＞
・カーゴ台車を運ぶときに、トラックまでの距離が
遠い、地面が凸凹して安定感がない。
・荷物のセキュリティが重要である。
・気楽に利用できるには単純な作業が必要。
・輸送コスト削減。
・冬期の保管場所の除雪。
＜道の駅関係者＞

図-11 名寄～稚内と旭川～稚内の輸送時間の比較

・荷物の引渡動線において一般利用者との錯綜を回
(4) R2年度の試行による成果③
～ ビジネスモデルの概成 ～
本取組みでは「道の駅」を活用した共同輸送として、
以下の 3 点について荷主と運送事業者を結ぶノウハウ
を蓄積した。

避することや、道の駅スタッフの業務が過多にな
ることも懸念される。
・荷物の引渡方法を極力スムーズに行いたい。
・道の駅の協力を明白にし、周りの荷主様、お客様
が利用しやすい環境にできれば。

a)物流面
協力可能な運送事業者を抽出するとともに、道の駅時
刻表（経路・時間・輸送品・積載率の把握等）を概成し、 5. R2年度の試行により見えてきた課題
条件に見合う物流事業者が多数存在することを確認した。 (1) 荷主が荷物を持ち込むことの負担
現在、宅配事業（集配・配達）が成立している地域で
b)商流面
は、本取組みが従来より安く輸送できる又は早く届く手
段とならない限り、荷主が道の駅に持ち込むメリットが
既存輸送網(系統・商系・宅配)に含まれない中小ロッ
ない。本取組みの価格面では、道の駅間の輸送費+宅配
ト貨物が現状少ないため、道の駅に集まる貨物全体を対
料金がかかるため、コスト面で割高となること、また生
象とした検討が必要であることを確認した。
産者は繁忙期に道の駅に持込む時間・人員に余裕がない
こともその理由として考えられる。
c)荷主と運送事業者のマッチング・オペレーション
このため、コスト面では最低限現在と同額のレベルを
今回、輸送の申し込み～空トラックの手配～道の駅
保ちつつ、生産者と道の駅を結ぶ輸送の仕組みづくりが
との連絡～実際の輸送～決済までの一連の流れを実施。 必要である。
今後、物量や関係する運送事業者が増えた場合を想
定したスムーズで効率的なマッチング・オペーレーシ
(2) 輸送需要の掘り起こし
ョンの手法について、地域の 3PL 事業者との具体的な
運送事業者側の本取組みの実用化に対するニーズは高
スタディの継続が必要であることを確認した。
いものの、本取組みに対する荷主側のニーズの大きさ
（物量）が不明であるため、本取組みが恒常的に運送事
(5) R2年度の試行による成果④
業者の採算性の改善やドライバー不足の緩和に寄与する
かが明らかとなっていない。
～道の駅を集荷場所とする上での必要な機能の把握～
このため、本取組みを活用した輸送実績を増やすため
本取組み後に運送事業者及び道の駅指定管理者への
に、道の駅にかかわる荷主・運送事業者のニーズを掘り
アンケートを行い、道の駅を集荷場所とする上での必
起こすための仕組みづくりが必要となる。
要な機能について把握した。（表-2 参照）
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6. 課題の解決に向けた今後の検討
(1) 道の駅へ荷物を持ち込む荷主の負担解消
～ 地域によるファースト１マイル輸送の創出 ～
荷主が道の駅に荷物を持ち込む負担（ファースト１マ
イル）を解消する手法として、自治体のコミュニティバ
スを活用した貨客混載が考えられる。このような既存交
通手段を活用して、生産者～道の駅～都市部への輸送シ
ステムを構築することで、荷主の負担解消が図られるか
検討する予定である。
また、道の駅からの受取主までの輸送（ラスト１マイ
ル）に関しては、片荷輸送トラックの目的地を市場や都
市部の物流拠点、またはスーパーまでとし、安価なコス
トで即日配送の実現や個人宅向けの輸送について従来通
り宅配業者が担う場合においても、EC（電子商取引）
の活用、道の駅への貨物集約により集荷効率を高めるこ
とで、リードタイム（商品の発注や納品にいたるまでの
生産や輸送にかかる時間）を短縮した輸送システムの構
築に関する検討をする予定である。（図-12,13）

(2) 輸送需要の掘り起こしについて
～ 広域市町村における道の駅連携の強化 ～
R2 年度の試行結果を踏まえ、「道の駅」を活用した
物流システムの実用化を目指して、労働時間の超過とな
らない道の駅２～４箇所程度に立ち寄る輸送経路を検討
し、新たな輸送ニーズの掘り起こしを行う予定である。
①日本海ルート(例)
道の駅てしお→なかがわ→びふか→なよろ
②稚内ルート(例)
道の駅わかない→なかがわ→びふか→なよろ
③オホーツクルート(例)
道の駅はまとんべつ→おといねっぷ→びふか→なよろ
（図-14）
これにより、名寄で新鮮な海産物を販売するなど、と
れたて海の幸・山の幸などの異なる種類の特産品の相互
販売が可能となり、異なる道の駅間の連携強化により道
の駅の魅力向上が期待される。

EC（電子商取引）

中川町の荷主

旭川のスーパー
野菜の発注

野菜の発注

片荷トラック

コミュニティバス
高速
いわない号
バス停

最寄りのバス停

道の駅なかがわ

荷主～道の駅
ファースト１マイル バス

荷主～道の駅
ラスト１マイル トラック

旭川市の
スーパー等

図-12 EC×コミュニティバス×道の駅×片荷トラックの
イメージ

荷主

荷主

道の駅なかがわ

図-14 道の駅間輸送の輸送経路と道の駅連携

図-13 中川町1の住民バス路線図
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7. まとめ
(1) 「道の駅」を活用した物流のビジネスモデルの構築
～ 官民連携による「道の駅を核とした地域共助型輸
送システム」の可能性 ～
物流は、「どのように運ぶか」と「何を運ぶか（商
流）」の２つの部分からなっている。
前者については、２年間に渡る共同輸送の試行により、
道路空間における官側の既存ストックである「道の駅」
を活用したファースト１マイルからラスト１マイルに至
るまでのトータルなロジスティックスのあり方や道の駅
のストックポイントとして求められる機能が見えてきた。
後者については、ユーザ（民側）がその大部分を担う
こととなるが、新たな商流の掘り起こしが重要な課題で
あることが認識された。
今回の試行に協力いただいた「道の駅なかがわ」の指
定管理者である(有)匠舎では、生産者が輸送できずにい
た少量の農作物・加工品のルート集荷を自ら行うととも
に、EC(電子商取引)による顧客開拓、商品の加工・箱詰
め・発送作業や道の駅での販売まで一環として行うビジ
ネスモデルを実践している。
このように道の駅を核とした生産者⇒道の駅⇒荷主ま
でをつなぐ地域共助型の輸送システムを構築は、道内の
他の地域の道の駅への展開も考えられる。（図-15）
今後、「道の駅」を活用した共同輸送が、地域の生産
物や特産品の販路拡大を支援し、生産空間の維持・発展
につながるものと考える。
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図-15 道の駅を核とした地域共助型輸送システム
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