
新たな「道の駅」設置検討に関する説明会 次第 

１. 開  会 

 

２. 挨  拶 

 

３. 道の駅計画の概要について 

 

４. 質疑応答 

 

５. 閉  会 

 

日時：平成28年6月3日（金）19：00～20：00 
場所：南橘公民館（市民サービスセンター）ホール 



「道の駅」計画の概要 

（H28.6.3 政策部政策推進課） 

新たな「道の駅」設置検討に関する説明会資料 



・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」の目的 

道の駅の目的と機能 

基本コンセプト 

休憩機能 ・２４時間、無料で利用できる駐車場・トイレ 

情報発信機能 ・道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報
などを提供 

地域連携機能 ・文化共用施設、観光レクリエーション施設など
の地域振興施設 

・地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場 

基本機能 

＋機能の多様化（個性） 
○防災拠点 
・災害用トイレ、非常用電源等 

○その他 
・温泉、観光農園、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ、 
 歴史展示室等 
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休憩機能 

地域連携
機能 

情報発信
機能 

地域とともにつくる 
個性豊かなにぎわいの場 
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○「道の駅」は、市町村又はそれに代わり得る公的な団体が設置 
○登録は、市町村長からの登録申請により、国土交通省で登録 

市町村等整備 単独型 

一体型 

道の駅の整備方法 
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道の駅の登録数 

Ｈ5年度末 122駅 

Ｈ28年5月10日現在 1,093駅 
（群馬県31駅） 

○ほとんどの道の駅は、市町村が設置 
○管理運営は、指定管理者等が約４割、 
 第三セクターが約３割 

道の駅の登録数 
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平成27年5月31日に 
道の駅 玉村宿オープン 
（群馬県31駅目） 

国道354号 
関越自動車道高崎玉村スマートインターチェンジの出入り口 
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新たな道の駅 

前橋市 

ふじみ 

ぐりーんふらわー牧場・大胡 

赤城の恵 

ふじみ 

○全体面積：約3ha 

○施設内容：日帰り温泉、農産物直売所、公園 

○登  録：平成23年3月 

 

 

 

 

 

ぐりーんふらわー牧場・大胡 

○全体面積：約14.9ha 

○施設内容：農産物直売所、公園 

○登  録：平成7年4月 

 

 

 

 

 

赤城の恵 

○全体面積：約11.1ha 

○日帰り温泉、農産物直売所、公園 

○登  録：平成22年8月 

 

 

 

 

 

前橋市の道の駅 
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既存３駅 



「道の駅」による地方創生拠点の形成 

○ 元々、ドライバーの休憩施設として生まれた｢道の駅｣は、まちの特産物や観光資源を活かしてひとを
呼び、地域にしごとを生み出す核へと独自に進化。 
○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して
位置づけ、地方創生の拠点となる優れた機能を継続的に発揮している全国モデル「道の駅」を選定した。 

「道の駅」が活力を 
呼び、雇用を創出、 
地域の好循環へ 

全国モデル「道の駅」 
 主な

機能 
都道府県 市町村 設置

年度 
駅名 主な特徴 

観光
総合 

群馬県 川場村 H8 川場田園プラザ 「農業プラス観光」で人口約3,700 人の村
に年間約120 万人が来訪。リピート率は７
割。 

栃木県 茂木町 H8 もてぎ 真岡鉄道のSLやサーキットなど地域の魅力
へのアクセスポイントとしてのゲートウェ
イ機能。 

千葉県 南房総
市 

H5 とみうら ビワ狩り体験企画など、地域の観光資源を 
パッケージ化し、都市部の旅行会社へ販売。
観光バス3,000 台誘致。 

産業
振興 

山口県 萩市 H13 萩しーまーと 隣接する漁港から新鮮な海産物が直接店頭 
に並び、地産地消にも貢献。地元加工業者
と高付加価値商品を開発し、地域に貢献。 

愛媛県 内子町 H8 内子フレッシュ
パーク 
からり 

生産者自らが運営に携わり、特産品を活か
した加工食品の開発販売等、約60 名の雇
用を創出。 

防災 岩手県 遠野市 H10 遠野風の丘 東日本大震災時は、後方支援拠点として機 
能、広域防災拠点として高度な防災機能を
分担。 
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○「2040年には全国1,800市町村の半分が存続の難しい“消滅都市”になる」民間有識者からなる日本創
生会議の発表（2014年5月）以来、人口減少問題は日本中で大きな関心を集めることとなった。 



新たな道の駅の必要性 

○上武道路沿線に、新たな人の流れを本市に呼び込み、地域の新たな魅力をつく
り発信するために道の駅を設置する。 
○県都前橋創生プラン（地方創生の総合戦略）に、交流人口増加を促す戦略施設
としての道の駅設置を位置付けた。 

○本市の人口は、2004年をピークに減少局面へと転じ、2010年に約34万人であっ
た人口は、2060年には約22万人まで減少すると見込まれている。 
○上武道路の全線開通（平成28年度予定）は、交通渋滞の解消や物流の効率化に
加え、人の流れが大きく変化することによる地域経済活性化への寄与が期待され
ている一方で、前橋市を通過するだけの車両（人）が増加する可能性がある。 
※無策で上武道路利用者を通過させてしまうのは、ピンチ。 

○「道の駅」が活力を呼び、雇用を創出し、地域の好循環へ繋がる 

効果 
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現状と課題 

対応策 



○人口減少の波は、前橋市においても例外ではなく、2010 年に約34 万人であった人口は、2060 年には約22 万人まで減少
すると見込まれている。 
○人口減少に立ち向かう県都まえばし創生プラン（地方創生の総合戦略）では、人口減少・超高齢化というピンチをチャン
スに変えるため、前橋市が取り組む10のシンボル事業（さきがけ10）を掲げ、道の駅整備もその一つに位置付けている。 

地方創生（県都まえばし創生プラン） 
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＜基本構想策定＞ 
○候補地 「関根町ほか地内（上り線）」 
○整備ｺﾝｾﾌﾟﾄ「前橋の魅力を発信し、地域資源が体感できる、都市と農村の交流空
間」 

平成２６年度末に決めたこと 

※実際に整備する区域は、導入機能や施設規模を検討して決める予定 8 
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平成２７年度の取り組み 

○健康・医療 
本市には、高度救命医療センターや重粒子線治療施設をはじめとする医療機関が 
多数集積しており、安心して医療を受けられる充実した環境が整っている。 

１ 本市の現状                                
＜強み（地域特性・他市との優位性）＞ 
【出典：前橋版総合戦略案（地域分析レポート）】 

中核市（45市）中 
 ・15歳未満人口千人あたりの小児科医師数(H24）    第２位 
 ・女性人口千人あたりの産科・産婦人科医師数 (H24)   第３位 
 ・人口10万人あたりの医師数(H24)           第３位 
 ・人口10万人あたりの診療所数(H26)          第８位 
 ・人口10万人あたりの歯科医師数(H24)         第９位 

○農業・食 
本市は全国でも有数の農業都市であり、長い日照時間や寒暖差を活かして、さま 
ざまな農畜産物の生産に取り組んでいる。 

中核市（45市）中 
 ・「酪農」、「肉用牛」、「養豚」、「養鶏」、「養蚕」の生産販売額(H22) 第１位 
 ・農業就業人口(H22) 第５位 
 ・販売農家数(H22)  第６位 
 ・経営耕作面積(H22) 第８位 

道の駅整備の方向性・取組方針検討 

道の駅に導入する機能の方向性を探るために、マーケティング調査を実施した。 
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○立地・防災 
本市は市域の大半が強固な地盤の上に立地していることから、地震などの災害に
強いだけでなく、複数の高速道路が整備されていることに加え、東京から約100
キロの地点にあることから、首都圏からのアクセスに恵まれている。 

中核市（45市）中 
 ・専修学校数  第５位 

○教育・文化 
本市には大学や専門学校といった高等教育機関が充実しており、多様な教育を受
けられる環境が整備されている。 

○自然・エネルギー 
本市は日本百名山に選ばれている赤城山、日本第1位の流域面積を誇る利根川や
市街地を流れる広瀬川など、四季折々の表情を見せる自然環境に恵まれている。 
また、日照時間が長いという気象条件を活かした再生可能エネルギーの活用促
進が積極的に図られている。 

中核市（45市）中 
 ・日照時間(H26)  第２位 
 ・太陽光発電設備導入容量（新規認定分）  第６位 

平成２７年度の取り組み 道の駅 整備の方向性・取組方針検討 
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２ インターネット調査 
道の駅のユーザーを地域内住民と地域外住民に分けて捉え、それぞれの車利用に 
関する実態と意識を調査した。 

＜前橋市の印象＞【地域内】 
地域内住民、地域外住民とも「特にない」が最も高く、地域外住民の方が突出し
て高い状況。本市の強みである「健康」、「農業」、「食」が比較的低い状況。 

平成２７年度の取り組み 道の駅 整備の方向性・取組方針検討 
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＜前橋市の印象＞【地域外】 

＜その他＞ 
○道の駅の既存ユーザーは、地域内外とも３０代以上であり、高年齢であるほど 
利用機会が多い状況。 

平成２７年度の取り組み 道の駅 整備の方向性・取組方針検討 
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３ 考察 

○前橋市の印象について、地域内外共に「特にない」が高い割合 
○前橋市の強みである「農業」や「食」の印象は「農業」や「食」が低い状況 
○豚肉は本市の強みで、「ＴＯＮＴＯＮのまち前橋」の取り組みを進めている 

前橋市の強みである「農業」と「食」を核にした取り組みを進めることが有効 

○道の駅の既存ユーザーは地域内外共に３０代以上が主であり、高年齢であるほ 
ど利用機会が多い 
○高年齢の既存ユーザーは、立ち寄る場所にある機能として、地域でしかできな 
い体験に高い興味をもっている 
○地域外から前橋に訪れたことのある場所では、赤城山が比較的高い割合だった 

赤城の自然を活用した、前橋でしかできない体験型観光を提供することが有効 
物産などの商品だけではなく、そこにまつわる「コト」と、ここにしかない 
「モノ」を強調した取り組みを進め、共感を得ることが重要 

平成２７年度の取り組み 道の駅 整備の方向性・取組方針検討 
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日常の中に多様な魅力や良いものが多くあるが、ＰＲ不足で魅力が見えにくいと
考えられる 



ここにしかない赤城を味わい、ここでしかできない赤城を体験する。 
（心地よく安全な前橋の魅力を発信する拠点として官民連携で取り組みを進めます。） 

テーマ① 「ここにしかない食」と「こだわりの農業」を体感、体験する場 
○全国でも農業産出額がトップクラスの「豚肉」をはじめとした前橋市で生産される農畜産物や花木の魅力を市内外に向けて発信 
○農業体験や生産者とのふれあいを通し、四季折々の野菜をつくったり、栽培方法にこだわった「前橋の農業」への理解を深める
仕組みを構築 

テーマ② 健康的で豊かな自然を感じるスローシティライフを提案する場 
○赤城の夜空に輝く満天の星の下で過ごす緩やかな時間を提供するなど、他では味わえない前橋スタイルを提案 
○思いのままに移動して、風を感じ、まちの魅力を発見できる自転車等を活用した「前橋の過ごし方」を提案 
 

テーマ③ 多様な人が遊び、交流、活躍するコミュニティの場 
○他では経験できないアクティビティや前橋ならではの自然や歴史を通し「楽しむ場」を提供すると共に、多様な地域資源を体験で
きる場（本物）に誘導する仕組みを構築 
○行政と民間（企業、市民等）が協働で取り組むことのできる仕組みを構築すると共に、多様な人の新たなチャレンジを応援 
○地域の文化活動や多様な市民活動をとおして、地域内外の人々（都市と農村）が集い交流する場を提供 

テーマ④ 危機的状況に備える防災・復旧の拠点となる場 
○地域内外の利用者が、災害時に避難出来る防災・復旧拠点施設を整備 
○災害復旧対応で、広域的に連携を図ることのできる施設を整備 

平成２７年度の取り組み 道の駅 整備の方向性・取組方針 
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 ○エンターテイメントブース（誰でも放送局等）

 ○前橋企業・製品ＰＲコーナー

 ・豚肉や野菜の生産現場の情報提供

●誰もが上武道路・高速道路などの道路情報や災害等の必要な情報を
手軽に取得できる施設
●前橋の観光情報、特産品、地域資源に関する情報を効果的に発信で
きる施設
●地元企業、学校、学生やマスメディアと連携し、地域の情報や産業振
興に繋がる企業情報が発信できる施設

 ○コンシェルジュデスク

 （赤城山の自然体験や地域観光のツアー企画などを担うＤＭＯ等の拠点機能を有する）

 ・ほたるの里、冒険遊び場、塩原蚕種、横室の大カヤまでの散歩コース設定

 ・散在する観光スポットなどを散策するコース設定

 ★ドックラン

情報発信機能  ◎情報ステーション

　・ＢＢＱ施設（収穫や購入した産品をその場で味わうことができる）

 ★足湯

 ★屋外ファイアーベース

　・キャンプ場

 ○スポーツ体験施設

 ○体験農園

　導入施設イメージ 　導入施設例

交流・体験機能  ◎ワークスペース（調理室・作業室・会議室）

●多様な世代が楽しく農業を体験できるとともに担い手の育成に繋がる
施設
●地域の伝統行事や市民活動の場、地域間・世代間交流の場として使
用できる施設
●若年層から高齢者まで多様な世代が目的を持って集い楽しめる施設

 ○交流ラウンジ

 ○室内多目的スペース（催事、イベントスペース）

 ○展望台

◎：基本的な施設 ○：多目的利用を想定した施設 ★：付加価値を高める施設 

平成２７年度の取り組み 道の駅 導入施設例（決定したものではない） 
（取組方針を具現化する施設例） 
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平成２７年度の取り組み 道の駅 導入施設例（決定したものではない） 
（取組方針を具現化する施設例） 

　 消防団詰所、★故障車両の修理機能など

●災害時に利用者が滞留できる施設
●周辺地区における災害発生時に迅速対応できる危機管理施設
●広域的な災害が発生した場合の中継施設

 ○危機管理施設

防災復旧機能  ○発電設備（自然エネルギー、再生可能エネルギー等）

　 ボルダリング的遊具、室内ゴーカート、授乳、おむつ替えスペース

●道の駅における多様な利用目的に応じて、誰もが安全・快適に利用で
きる休憩施設

 ◎トイレ、パウダールーム

 ○ベイビー＆キッズステーション

休憩機能  ◎道路休憩施設

 ★図書室

 ★農産物物流施設

 ○チャレンジショップ

 ○特産品加工施設（ブリュワリー等）

 ○サイクルステーション（ﾚﾝﾀﾙｻｲｸﾙ、ｻｲｸﾙﾊﾟｰﾂ販売、整備）

　 ディズニーランド等コース設置

 ◎多目的広場（公園施設：芝生広場、ほたる水路等）

●前橋で生産される農畜産物などの魅力をつたえるとともに、６次産業化
など農業振興に寄与する施設
●ハンディキャップを持った人など多様な人々がそれぞれ活躍できる施設
●地域住民や道路利用者が安心して立ち寄れる施設

　 豚肉料理、前橋産野菜に特化したメニューの提供、前橋の食のＰＲ

 ◎農畜産物直売所（地域の店含む）

 ○コンビニエンスストア

 ○福祉ショップ

地域連携機能  ◎地産レストラン

 導入施設イメージ  導入施設例

◎：基本的な施設 ○：多目的利用を想定した施設 ★：付加価値を高める施設 

16 
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導入施設例合計面積：約7ha 想定事業費：約47億円（※決定したものではない） 



アクセス道路のルート設定と施設（案）イメージ図 

※本図面は、規模、配置を確定するものではありません。 

イメージ 

平成２７年度の取り組み 

17 
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スケジュール（案） 

18 
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Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

事業者選定

施設設計（受託者）

文化財調査

施設施工（受託者）

Ｈ３２年度

導入施設・事業手法の検討

現地測量・施設基本設計

用地取得に向けた手続

用地買収

○平成２８年度の予定 

１ 整備・運営計画の策定 
  ①民間事業者との意見交換等により、導入施設と整備・運営手法を検討 
  ②施設内容、規模の決定 
  ③用地取得に向けた資料作成 
２ 道の駅設置検討協議会の運営 
  導入施設の具体的な内容について、有識者など25名の委員で構成する協議会と意見交換を行う 
３ 地域や団体等への説明（地元説明会、既存道の駅運営事業者等との意見交換） 

○全体スケジュール（案） 



地域資源（自然と田園風景） 
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萩原朔太郎記念館 

蚕糸記念館 

臨江閣 

ばら園 

千本桜の森公園 ぐりーんふらわー牧場 

地域資源（観光資源） 

20 
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地域資源（農業体験） 

田植え体験  

芋掘り体験  

収穫体験 

21 
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地域資源（農林産物等の加工体験・生活体験） 

味噌づくり しめ縄づくり体験 

そば打ち体験 

22 
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スノーシュー体験 

ホタル観察 

星空観察 

地域資源（自然体験） 

23 
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月田ささら 大胡暴れ獅子 

赤城神社太々神楽 

地域資源（伝統文化） 

どんど焼き 
24 
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民間協働（共創） 

サッポロ一番みそラーメン「前橋二番」の製作 

るなぱあく施設の塗装（塗り替え） 

保育所での太陽光発電 

25 
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道の駅の特長 

○前橋市には貴重な自然の残る赤城山や、利根川の豊かな水が育んだ農業、市街
地を流れる広瀬川や田園の風景、先人達が築いた文化や歴史など、様々な地域資
源（宝）があります。中でも、赤城南麓の恵まれた農業環境で生産された農畜産
物等は、本市には欠かせない魅力の一つです。 
 
○道の駅では、農業（食）を核にした取り組みを官民連携で進め、地域資源の魅
力をつたえると共に、前橋時間の過ごし方を提案します。 
 
○道の駅には、自然、農業、食、観光など、地域資源の様々な要素を詰め込んで、
その先にある本物の体験に誘い、人と人、地域と地域の交流を促す役割も果たし
ます。 
図書館で思いのままに好みの本を探すように、この場所に来ると好みのスタイル
が見つかる、道の駅は、そんな場所を目指し、今あるもので今までにない価値を
つくります。 

26 
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前橋市 企業 
人 

地域 
ブランド 



「道の駅」を核とした「取り組み」イメージ 

臨江閣 

赤城山 

温泉 

ばら園 

・案内人（コンシェルジュ） 
 が、観光資源や体験型ツアーを  
 案内 
（例：自然、農業、食及び健康をテーマ 
 にした体験ツアーなど） 

・前橋の強みをＰＲ 
・移住に関する相談に対応 など 

前橋市の観光資源 

【コンシェルジュデスク】 

子育て環境 
消防力 健康 

前橋市の強みをＰＲ（シティプロモーションの仕組み） 
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６次産業化商品 
加工・販売 

収穫体験 

朝採り野菜販売 

【道の駅機能例】 

防災・復旧拠点 地産食堂 

道の駅の施設内で、農、食、加工
商品などを体験、体感 

収穫体験 

ＰＲ 

充実したｽﾎﾟｰﾂ施設 

道の駅 

本物（現地） 
へ誘導 

他の道の駅や 
集客施設との 
連携、棲み分け 
（機能分担） 

写真：川場村提供 

写真：川場村提供 
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http://www.pakutaso.com/assets_c/2012/08/N934_sarari-mannishindanOK500-thumb-750x500-1878.jpg


災害リスクへの備え（防災・復旧） 

○上武道路は、災害時の支援物資の流通及び、復旧活動を支える路線として期待 
○新たな道の駅は、防災・復旧の中継ポイントとなる機能を導入 

＜主な役割＞ 

・道路利用者の緊急避難場所（災害対応トイレの設置、非常用食料提供） 
・警察、消防、自衛隊等の支援部隊の活動拠点 
・県内外からの支援物資受入・分配拠点 等 

28 
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出典：道の駅（全国道の駅連絡会）公式ＨＰ（熊本地震対応状況） 



人の流れをネットワーク化 

好循環 
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利益を地域で共有 

イケアのオープンが予定されている 
南部拠点地区 

前橋三大祭りやイベントを 
開催する中心市街地 

道の駅 

人の流れ 

ﾍﾞｲｼｱﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 

イケア 

ﾃﾅﾝﾄｴﾘｱ 
カインズ 

コストコ 

北関東自動車道 

下川住宅団地 
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質疑集 

質問１：なぜ、新たな「道の駅」が必要なのか？ 
回答１：多くの利用者が見込まれる上武道路沿線に「道の駅」を設置し、前橋市の 
    魅力を市内外にＰＲするためです。 
    また、災害リスクに備えます。 
 
質問２：買収する土地は決まっているのか？ 
回答２：今後、導入する施設の内容や規模（面積）を決め、現地を測量した後に、       
    買収する土地が確定します。 
    なお、現地測量前に権利者を対象とした説明会を実施する予定です。 
 
質問３：候補地の近くには、既存の「道の駅」が数箇所あるが、影響はないのか？ 
回答３：近接する他の「道の駅」等とは意見交換を行い、機能の棲み分けや連携方 
    法を研究し、利益を共有できる仕組みづくりを目指します。 
 
質問４：他の道の駅等との連携と棲み分け（機能分担）とはどんなものを想定して 
    いるのか？ 
回答４：新たな道の駅に地域の店を出店するような仕組みなど、既存施設の皆様と 
    共に研究を進めています。 
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質疑集 

質問５：新たな「道の駅」は、前橋市が整備するのか？ 
回答５：国土交通省と前橋市が分担して一つの「道の駅」を整備する「一体型」整 
    備に向けて調整しています。 
 
質問６：運営者は決まっているのか？ 
回答６：今後、運営手法を検討した上で、運営者を選定する予定です。 
    なお、民営を予定しています。 
 
質問７：売り上げ目標はあるか？ 
回答７：施設内容や規模を決めた後に収益施設の売上見込を算出します。 
    具体的な売り上げ目標は、運営事業者（民間）が設定することとなります。 
 
質問８：施設への出入り口はどうなるのか？ 
回答８：上武道路と（都）荒牧・関根線の交差点からのアクセスに加え、周辺地域   
    （県道四ツ塚・原之郷・前橋線）からのアクセス道路整備を予定していま 
    す。 
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質疑集 

質問９：道の駅のターゲットは？ 
回答９：道の駅の既存ユーザーは地域内外共に30代以上が主であり、高年齢である 
    ほど利用機会が多い状況です。 
    このため、30代以上を基本的なターゲットとしますが、新たなユーザ発掘 
    も検討します。 
 
質問10：新たな「道の駅」の整備事業費は？ 
回答10：資料15、16ページにある施設例をすべて整備した場合の想定費用は、約47 
    億円です。ただし、実際の整備事業費は、施設内容や規模を決めた後に算 
    出します。 
    民間との連携や、国の補助制度を活用して市の財政負担を抑えるなど、過 
    剰な投資、過大な財政負担とならないように事業を推進したいと考えてい 
    ます。 

32 

ＭＡＥＢＡＳＨＩ ＭＩＣＨＩＮＯＥＫＩ ＰＲＯＪＥＣＴ 


