


 





 







 

■先進事例施設の概要

施設名 施設概要 運営組織 

道の駅うつのみやろまん

ちっく村 

（栃木県宇都宮市） 

【整備主体】宇都宮市    【開設】1997 年 

【規模】敷地面積：460,000 ㎡／床面積合計：㎡／駐車場台数 1,112 台 

【施設内容】農産直売所、農園施設（クラインガルテン、ハーブ農園）、レストラン、クラフトブルワリー、温泉施設、宿泊

施設、公園施設 

【特徴】・東北自動車道宇都宮 IC にほど近い、滞在体験型ファームパーク。 

【運営会社】株式会社ファーマーズ・フォレスト 

【特徴】地域 6次産業化拠点施設を核とした「地域経営」。付加

価値商品の開発や、担い手支援、里山づくり、着地型観光など

を通して、交流型拠点施設を集客の装置とした様々なプロデュ

ース。 

道の駅さかい 

（茨城県境町） 

【整備主体】境町    【開設】1996 年 

【規模】敷地面積：㎡／床面積合計：㎡／駐車場台数 127 台 

【施設内容】農産直売所、さかいサンド（サンドイッチショップ）、さかい河岸ブルワリー（地ビール醸造）、観光案内所 

【特徴】・隣接して、2019 年にオープンした茶蔵（さかいキッチン、さかい鉄板、さしま茶サロン、生ハム工房、茶葉栽培室）

がある。 

【運営会社】株式会社さかいまちづくり公社（道の駅さかい共

栄会と境町で 50％ずつ出資した、他地域の民間業者が介入して

いない「官民協働」の企業体） 

【特徴】ふるさと納税事業、観光案内事業、６次産業化施設（さ

かいサンド）運営 

いい道の駅のと千里浜 

（石川県羽咋市） 

【整備主体】羽咋市    【開設】2017 年 

【規模】敷地面積：18,000 ㎡／床面積合計：㎡／駐車場台数 166 台 

【施設内容】農産直売所、加工施設、レストラン、ベーカリー、ジェラート、足湯、ＲＶ・タイヤシャワー、観光案内所 

【特徴】・車中泊専用の有料宿泊エリア、RVパーク（４台分）がある。 

【運営会社】羽咋まちづくり株式会社 

【特徴】産品の市場開拓による外貨獲得と地域内経済の好循環

を推進する司令塔「地域商社」としての機能を有する。 

道の駅センザキッチン 

（山口県長門市） 

【整備主体】長門市    【開設】2017 年 

【規模】敷地面積：21,000 ㎡／床面積合計：2,583 ㎡／駐車場台数 161 台 

【施設内容】農産直売所、バーベキューコーナー、レストラン・カフェ、観光案内所、長門おもちゃ美術館 

【特徴】・家のような存在であり、ゲストを振る舞う「リビング・ダイニング・キッチン」づくり 

【運営会社】ながと物産合同会社（市・JA長門大津・深川養鶏

農協・山口県漁協の 4 者が 200 万円ずつ出資する地域商社） 

【特徴】総合商社機能として、戦略的なＰＲや販路開拓、一元

的な集荷・出荷体制の確立、代金決済・クレーム対応のワンス

トップ化等による「ながとブランド」の需要拡大。

道の駅来夢とごうち 

（広島県安芸太田町） 

【整備主体】安芸太田町  【開設】1995 年 

【規模】敷地面積：㎡／床面積合計：㎡／駐車場台数 227 台 

【施設内容】農産直売所、レストラン・カフェ、大型遊具 

【特徴】・高速 IC 近傍の立地を活かし、高速バスによる貨客混載での新鮮野菜出荷の拠点を形成する。 

【運営会社】一般社団法人 地域商社あきおおた 

【特徴】地域事業者（物産品、観光）の稼ぐ力向上のための町

のブランディング及びマーケティング・セールスの基盤構築。 

道の駅うきは 

（福岡県うきは市） 

【整備主体】うきは市    【開設】1990 年 

【規模】敷地面積：㎡／床面積合計：㎡／駐車場台数 168 台 

【施設内容】農水産直売所、レストラン・カフェ 

【特徴】・道の駅の隣りには、イベントや交流・情報交換スペースとして 2018 年に市が整備した「ウキハコ」がある。 

【運営会社】うきはの里株式会社（第３セクター） 

【特徴】うきは地域総合商社の母体として、事業のミッション・

ビジョンを、市内の事業者（つくり手）の所得向上としている。 

うるマルシェ 

（沖縄県うるま市） 

【整備主体】うるま市    【開設】2018 年 

【規模】全体敷地面積：13,206.00 ㎡／直売所棟：1,790.93 ㎡／産直レストラン棟 1Ｆ：864.12 ㎡／産直レストラン棟 2Ｆ：

470.02 ㎡／駐車場：6,185 ㎡(232 台分） 

【施設内容】農水産直売所、キッチンスタジオ、産直レストラン、フードコート、会議室 

【特徴】・経営理念として、地元の人とともに郷土愛を以てうるま市の未来を真剣に考え「ものづくり」「ひとづくり」「まち

づくり」を通じた地域社会への貢献。 

【運営会社】うるま未来プロジェクトグループ（一般社団法人

プロモーションうるま、株式会社ファーマーズ・フォレスト） 

【特徴】地域発信型商材（商品やサービス）の商流構築、産地

間中規模流通、地域素材を活用した共感型ツーリズム（着地型

観光商品）の造成と運営、農業支援事業など、多面的な自主事

業の強みを活かして、地域をまるごと総合プロデュースする事

業展開。 
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２. ヒアリングの実施

①ヒアリング先の選定

前述の７施設について、施設規模や取り組み内容などを比較検討し、本拠点施設の
参考となりうる下記の３施設をヒアリング調査先として選定した。

・道の駅さかい（茨城県境町）
・いい道の駅のと千里浜（石川県羽咋市）
・道の駅センザキッチン（ 県 市） 

②ヒアリング調査の日程

下記の日程でヒアリング調査を実施した。

施設名 ヒアリング実施日

道の駅さかい（茨城県境町） 令和 2年 2月 7日（金） 

いい道の駅のと千里浜（石川県羽咋市） 令和 2年 2月 14 日（金） 

道の駅センザキッチン（山口県長門市） 令和 2年 2月 25 日（火） 

③ヒアリング調査の結果

各施設へのヒアリング調査結果から、ポイントとなる点を整理すると以下のように
なる。

●株式会社さかいまちづくり公社（道の駅さかい）
・道の駅×ふるさと納税が、地域商社が生き残

れる要因
・町と連携して、国の事業（交付金・補助金等）

に提案、常に新しい事業・商品のアイディア
をストックしておく

・同じ品目の種類を多く取り揃えて、場所を確
保することにより、お客様が立ち止まり、商
品を手に取って頂ける

・自社の加工品を増やすのと同時に、問屋に頼
らず、自分たちで展示会などに足を運んでセ
レクトした商品をおく
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●羽咋まちづくり株式会社（いい道の駅のと千里浜）
・道の駅の軒下スペースを活用し、新商品を販売・テストマーケティング、土曜魚市

も人気
・地域の新しい資源を発掘し、新しいブランド商品を作る
・「農菓連携」をプロデュース
・計画段階から一貫して同じデザイナーが入り、空間・ロゴ・パッケージなどをトー

タルデザインして、ブランディング

●ながと物産合同会社（道の駅センザキッチン）
・ 市 6 次産業化支援施設「ながとラボ」のコーナーを設置して、新商品を販売・

テストマーケティング
・「多くの人が集まるリビングダイニングキッチン」をコンセプトに一般的な道の駅

とは違う形態を作る
・新たな一次産品の発掘と販路開拓・ブランド化
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２. ヒアリングの実施 
 

①ヒアリング先の選定 

前述の３施設について、ヒアリング調査先として選定した。 
 

②ヒアリング調査の日程 

下記の日程でヒアリング調査を実施した。 
 

施設名 ヒアリング実施日 

よってけポポラ（山形県東根市） 令和 2年１月 30 日（木） 

食の駅（山形市） 令和 2年 2月 5日（水） 

紅の蔵（山形市） 令和 2年１月 28 日（火） 

 
③ヒアリング調査の結果 

各施設へのヒアリング調査結果から、ポイントとなる点を整理すると以下のように
なる。 
 

●よってけポポラ 

・主力商品は果物、6 12 月まで店内にびっしりと並ぶ 

・専用の発送受付窓口を設置、サクランボのピーク時は駐車場にプレハブを 3 棟作
り、地方発送を受付ける 

・果物を使用したジェラートとアイスが集客の目玉 
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●食の駅 山形蔵王店 

・主力商品は贈答用の果物、山形県内全域から多様な品種の様々な果物を、生産者が
持ち込む 

・1 品 の品ぞろえを多くしている（贈答 の箱 り ばら売り、規格外のりんごや
桃等もジュース用に安く販売） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●紅の蔵 旬菜旬果「おいしさ直売所」 

・主力商品は果物、商品を切らさない努力をして、季節ごとに旬な果物がよく売れる 

・伝統野菜は組合員の生産者が普通に出品、伝統野菜コーナーで特徴を出す 

・鮮度の維持と通年で品揃えの確保のため、全国の JA 直売所（ファーマーズマーケ
ット）40 店舗のネットワークを活用 
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３. 外国人観光客に関する調査 
 

A 社 B 社 C 社 

【対応者】 
仙台支店 営業統括部  他 

【対応者】 
インバウンド事業グループ 
東北チーム 
担当リーダー 

【対応者】 
事業部 マネージャー他 

【東北地域でのインバウンド客の動向】 
・台湾、中国、韓国、タイ、米が多い ・タイや香港は検疫が甘く、果樹の持ち帰りが目立つ 
・レンタカー利用、国籍問わず増えている ・レンタカー利用、香港、台湾、タイで特に増え
ているイメージ 
・FIT の増加も著しいが、台湾等国によってはまだ団体旅行も多い  ・韓国や香港は９割方
FIT に移行したのでは 
・東アジアからで 2 泊 3 日、東南アジアからで 5 泊 6 日程度の旅程が平均的でそのうち山形
県内の滞在は半  １泊２  
・果物狩りは人気コンテンツ（いちご、さくらんぼ、もも、なし、ぶどう、りんご、かき） 
【調査対象施設の想定機能に
関する需要予測】 
・ホームセンターもショッピ
ングセンターもそれなりに近
くにあり、競合との差別化が
難しく感じる 
・立ち寄り型観光拠点の肝
は、夜の滞在地（宿）と昼の
滞在地（その日のメインにな
る観光地）の間に位置してい
るかどうか、その観点からす
ると本施設の立地優勢は低
く、現在団体ツアー用に組み
込んでいる既存他施設（蔵王、
天童、寒河江等）に劣る 

【調査対象施設の想定機能に
関する需要予測】 
・駐車場や施設の規模から団
体向けの大箱需要は可能性あ
る 
・特に宿泊拠点である蔵王に
戻る際、山形市内で昼食に立
ち寄れる大箱が少ないので、
競合が少ないのでは 
・機能性としては、お土産物
販だけであれば立ち寄る可能
性は 0。飲食や果樹収穫体験
等の体験メニューがあって始
めて俎上にのる。 
・公共交通で動く層、山形駅
からの誘引は非常に厳しいと
予想 

【調査対象施設の想定機能に
関する需要予測】 
・道の駅「米沢」は特別立地
性に優れているとは思わない
が、一度高速道路を降りてま
で立ち寄る。情報発信拠点と
して機能しているのでは 
・寒河江、東根にはサクラン
ボ狩りできるところがある
が、山形市内では少ない。ま
た収穫時期をずらせると強み
になる 
・公共交通で動く層、山形駅
からの誘引は非常に厳しいと
予想 
・毎日確実に営業し、当日受
付可等間口を広く設ければ団
体需要は増す 
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【その他提言】 
・インバウンド需要という側
面においては、産直や加工品
売場等の物販よりも観光農園
等の時間消費型のコンテンツ
に注力すべき 
・昨今の観光動向からすると
大型バス 20 台分の駐車マス
は過剰 

【その他提言】 
・農業体験から文化体験（調
理体験）までワンストップ化
する素材として、いも煮のポ
テンシャルを感じる 
・飲食の提供方法、ビュッフ
ェ形式の人気高い 

【その他提言】 
・農業体験から文化体験（調
理体験）までワンストップ化
する素材として、いも煮のポ
テンシャルを感じる 
・施設の機能ごとにターゲッ
トが違うのであれば敷地内動
線も整理しては 

 

  

-12-







 
 

２. 地域特性の分析 
関連する事項について、我が国を取り巻く社会情勢（機会、脅威）、山形県に関する特徴（強み、弱み）を整理し、それらを基に地域特性を SWOT 分析により整理すると以下のようになる。 

 

 強み 

・山形空港、JR 山形駅、高速自動車道路があり、県内でも航空、鉄道、自
動車交通のそれぞれ要衝に位置する。 

・山形市は、買回品の商圏として上山市、山辺町、中山町、朝日町、大江町、
白鷹町を一次商圏として抱えており、特に上山市、山辺町、中山町からの
購買依存度は 55％以上となっている。 

・東北最大の消費地である仙台市からもアクセスしやすい立地条件 
・隣接して 形市市 防災センターが 地している。 
・山形大学、東北芸術工科大学があり、多様な人材、ノウハウがある。 
・さといも、こんにゃくへの支出額は山形市が一位。あさつき、うるい、 

洋なしの収穫量は山形県が第一位。 
・山形市のふるさと納税の人気が高い。 

弱み 

・ 形県は 本でも有数の年間降雪量があり、冬期の市  活に甚
大な影響を及ぼすこともある。 

・山形市の人口は減少傾向にあり、高齢化率は 28.5％と全国平均を
上回っている。 

・本県における伝統野菜は、野菜以外のものも含めた在来の作物の
品種は 150 種あるが、生産者の高齢化と後継者不足とともに、病
気に弱い品種が多く、伝統野菜自体の育て方が難しい・手間がか
かるなどの理由から、生産が敬遠される傾向にある。 

・地元には様々なおいしい伝統野菜があるにもかかわらず、その良
さを地元の人が知らないため、これらの野菜を食べてもらう機会
が失われている。 

・ 形県の県 所得は、全国的に見ても比較的低い。 
機会 

・平成 25 年 12 月に、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコの
無形文化遺産に登録 

・令和元年の東北６県の外国人延べ宿泊者数(従業者数 10 人以上の施設)
については、1,557,910 人泊(前年比+21.0％)となっている。 

・若者の消費行動においてコト消費にお金をかけているのは 31.9％と他
世代よりも強く表れる。 

・健康ヘルス市場、  啓発市場は成 産業である。 
・産学官が連携した取り組みが増加している。 
・ふるさと納税、クラフトファンディングなどで社会貢献する方が増えて

いる。 
・国内のアウトドア市場は、今後拡大していくことが見込まれている。 

 
・山形県には、奥羽山脈、日本海などの多様な自然環境が広がっている。

山形市域の奥羽山脈は、大半が蔵王国定公園に指定されており、変化
に富んだ豊かな自然環境が見られる。 

・広域観光の出入り口となる主要な公共交通機関が整備されており、国
内のみならずインバウンド観光を見込むための基盤は整っている。 

・山形市の人口は約 24 万人で、県内市部の中でも最も多い人口を擁し
ている。また、隣接して東北最大の人口規模を誇る仙台市が隣接して
おり、多くの方が観光や買い物など訪れることが期待できる。 

・大学との連携による、既存産業の発展、新たな産業の創造などが期待
できる。 

・寄付などの社会貢献に関心のある方が、山形の取り組みに注目してい
る。 

 
・降雪は、外国人観光客にとって魅力の１つであるが、農業にと

っては、冬期の厳しい気象環境となっており、冬期における販
売商品の確保が課題である。 

・「和食」の無形文化遺産登録により、郷土料理や伝統野菜など
への関心が高まる中、山形には多様な食文化、伝統野菜などが
あり、その活用が必要である。 

 

脅威 

・「和食」の礎となる各地域で伝統的に継承されてきた伝統的な食文化は、
担い手の高齢化などにより徐々に失われようとしている。 

・食文化の伝承するためには、若い世代への継承が重要になる。 
・訪日旅行者の「道の駅」に対する認知度は約２割と比較的低い。 
・道の駅は全国に 1,100 箇所以上あり、多くの道の駅が物産機能などを備

えている。特徴的な施設については、明確なコンセプトや商品のブラン
ディングなどに取り組んでいる。 

・地球温暖化などの影響により、大雨や洪水などの自然災害リスクが高ま
っている。 

 
・個人投資、寄付などの社会貢献への関心の高まり。 

る。 
・全国には、多様な道の駅など農産物直売所を含む施設が多く整備され

ている。人気のある施設は、工夫を凝らしそれぞれの施設が特徴を出
している。人口減少が進む中でおり、差別化が求められている。 

 
・山形のみならず我が国全体における人口減少、少子高齢化の傾

向は今後一層進むことが推測されている。 
・第一次産業人口構成比が県内市部の中で最も低い。第一次産業

の後継者不足でもあり、特に若年層の掘り起こしが重要にな
る。 

・市内農業者の所得は増加傾向にあるが、他分野と比較すると低
い。 

・生き残るためには、施設の差別化が求められている。 
・農家自らの加工・販売の取り組みはハードルが高い。 
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３. ６次化推進拠点づくりに向けた取組み内容 
 

クロス SWOT 分析から整理された６次化推進拠点整備に向けて求められる取組み項目について、
その具体的な内容を以下に示す。 

 

１）施設のコンセプトの明確化 

・今回調査した道の駅等の施設の多くは、他の施設とは差別化した明確なコンセプトを持っていま
す。 

・「農産物をつくる“入り口から出口まで”必要な産業のすべてに関わって農業を安定産業にする」
という生産者の視点で施設整備の意義、目的は明確であるが、利用者（消費者）に向けて伝える
施設が目指すもの（コンセプト）が示されておらず、明確に打ち出す必要があると考えます。 

 
２）高齢者支援、安心安全、雇用などの地域への社会貢献 

・本施設は、市街地と郊外集落との中間に位置し、そのため、農業就業者や観光客だけでなく、地
域住 にとっても魅 的な施設であることが望まれます。本施設が、どのように地域住 の 活
を豊かにするか、地域経済に貢献するのかを し、地域住 にも愛され、 えられる施設にして
いくことが必要です。 

 
３）安全性や健康などに着目した農産物、加工品の開発、提供 

・高齢社会、食の安全性への関心の高まりなどを背景に、農産物やその加工品に対するニーズも多
様化しています。農産物の付加価値を高め、農業者の収入を安定させるためには、年間を通して
特 的な農産物、加 品の開発、提供を図る必要があります。 

  
４）山形の食文化の継承と新たな食文化の創造と発信 

・山形には、地域の風土にあった多種の伝統野菜が生産され、郷土料理など独特の食文化が形成さ
れてきましたが、時代とともに継承が難しくなってきています。これらは山形を特徴づける資源
であることから、継承と情報発信の拠点として取り組みを充実させることが必要です。 

・伝統に捉われることなく、新たなニーズを開拓するための食文化の創造も求められます。 
 

５）取り扱う商品について農林畜産物への特化 

・山形は、農地や山林、河川、海など豊かな資源環境が広がっています。本市は海には面しておら
ず、本市の特産品として海産物というイメージもないことから、幅広く特産品を販売するより
も、イメージしやすい農林畜産物に特化することが必要であると考えます。 

・その際、販売を通じて嗜好や売れ筋などをマーケティングしながら、県外や国外への販路を拡大
していくことも求められます。 

 
６）施設自体が目的化した機能、役割の装備 

・高速道路 IC など主要な交通にアクセスしやすい立地となりますが、周辺に集客施設がないこと
から、何かのついでに寄るということよりも、目的を持って訪れる施設となる必要があります。
そのため、集客性のある機能や施設を備えた施設づくりを目指すことが必要です。 
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７）コト消費による市内外のファンを作るための仕掛けづくり 

・近年の、モノを消費することよりも、コトを消費することを希望するニーズが増えており、その
ためのメニューの充実を図る必要があります。時代のトレンドに応じた多様なメニューを提供す
るなど、「ファン」を増やす仕掛けづくりが必要です。 

 
８）多様な世代、職種が農業を学ぶことのできる環境を提供 

・若い世代やリタイア後の生きがいを求める高齢者のみならず、職業を持ちながら自己啓発の一環
として農業を学ぶというニーズが高まってきており、都市部を中心にその市場が拡大することが
見込まれています。このため、世代や性別に関わらず、農業を気軽に学ぶことのできる環境を提
供していくことが必要です。 

 
９）優れた人材、差別化のある農産物・加工品などを一貫したプロデュース 

・統一したブランドイメージを持って、農産物や加工品を販売することが、他との差別化につなが
ると考えます。それらを、生産者や外部の加工業者に任せるのではなく、品質管理や商品のプロ
デュースなどマネジメントしていくとともに、それらを生産・加工できる優れた人材を育成して
いくことが必要です。 

 
 

 

  

-18-










