
全国まちの駅連絡協議会 事務局
特定非営利活動法人 地域交流センター

東京都千代田区東神田1-7-10 KIビル3F
電話03－5823－4190 FAX03-5823-4191

「まちの駅」の概要

第19回まちの駅全国フォーラム in TOKYO

第5分科会 楽しく始めるまちの駅
～まちの駅の基礎講座＆お悩み相談～
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清見駅

道の駅の社会実験（平成3年10月～）

関東地方

中国地方中部地方

道の駅が出発点

道の駅に必要な機能とは？
休憩施設,トイレ,分別ゴミ箱,電話(FAX),特産品,まちの情報 etc…

「鉄道に駅があるように道路に駅があってもいいのではないか?!」
（平成2年1月 中国地域づくりシンポジウムでの提言）

道の駅を素材にした
美しく豊かな地域づくりシンポジウム

（平成4年3月）

看板

久々野町駅

分別ゴミ箱

岐阜県高山地域
7カ所で実施

社会実験の効果が実証され制度化

ドライブしていて、トイレに困る･･･

バイパス出来ても、みんな通り過ぎるだけ･･･
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①休憩・・トイレ＆ちょっと座るところ

②案内・・笑顔とこころ、情報提供

4つのアイテム

4つの機能

③交流・・会話や訪れるきっかけ

④連携・・他の駅・施設とのつながり

まちの駅にじの耳納の里大道谷の駅

アートの駅ほとめきの駅まちの駅たまり場たろう

「道の駅」から「まちの駅」へ、地域みんなの交流拠点

我がまちには主要国道がないから、「道の駅」が作れない…

街中にいい土地があるけど、国道に面してないから「道の駅」にならない…
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人から始めた「まちの駅」

まちづくりは、雑談から始まる（田村明さん）

気軽に立ち寄れる出会いの場を提供しよう

よいまちづくりには、３人の人が必要。それは・・・

人が3つの漢字の中にインフォメーションの
「i」をいれたマークです。
人が集まり、まちづくりが起きる場を意味
しています。

まちづくりは「人づくり」というが、

ばか者･･･一途な思いを持ち、それを実行する愚直者

わか者･･･新しい風を送り込む元気者

よそ者･･･冷静に物事を捉え、新たな視点を与える知恵者

実際は「人見つけ＝仲間づくり」

4



まちの駅のコンセプト：道の駅とまちの駅比較

つくるのは？

どこにある？

つかうのは？

どんな機能？休憩、情報交流、地域の連携 休憩、案内、交流、連携

市町村等 公共・公的機関 だれでも（その人の思いが大切）

国道や幹線道路沿い どこでも（既存の施設を利用）

主にドライバー（車） 主にまちを歩く人

費用多額（億単位） 小額（数千円～）

Roadside station Human station
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＜関東＞
栃木県 197
群馬県 3
茨城県 18 
埼玉県 68
東京都 46
千葉県 44
神奈川県 5 

＜中部・東海＞
山梨県 0
長野県 19
静岡県 125
愛知県 9
岐阜県 50
三重県 33

＜北陸＞
新潟県 129
富山県 105
福井県 48
石川県 48

＜九州・沖縄＞
福岡県 181
佐賀県 14
大分県 2
長崎県 1
宮崎県 42

鹿児島県 120
沖縄県 44

＜近畿＞
兵庫県 23
京都府 2
大阪府 1

和歌山県 3

まちの駅：全国の取り組み状況

新潟県見附市：まちの駅
(ネーブルみつけ 市民交流センター)

公共・3セク

空店舗

10％

福岡県朝倉市：ほとめきの駅
(甘木朝倉広域観光協会)

観光・商工団体

既存

10％ 商店・飲食店等

既存

80％

＜東北＞
岩手県 3
秋田県 6
宮城県 5
山形県 1
福島県 88

北海道 8

＜中・四国＞
広島県 30
岡山県 2
山口県 3
島根県 17
高知県 1
徳島県 1
香川県 1
愛媛県 9
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洋食の駅川茸の駅

あまぎあさくらまちの駅（福岡県朝倉市）

旬の駅

おやつの駅

ほとめきの駅
駅長：上野さん

この指とまれ…公募からネットワークへ
・週一の特ダネ情報配信

・プランター付看板

・トイレのコンテスト

・こども１１０番の家

ネットワーク型まちの駅の草分け
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まちの駅ネットワークみつけ（見附市）

官民複合のまちの駅ネットワーク

複合型公共施設（市民活動センター）をキーステーションに

・業態別に「事業部会」と「交流部会」を設置

・まちづくり課、生涯学習課、経済産業課の結節

キーステーションが確立。他地域からの視察も多い。

ネーブルみつけ（旧総合スーパーを転用）
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まちの駅ネットワークかぬま（栃木県鹿沼市）

発足10年で100駅達成、市町村では最多の駅数
・「辞めるのも自由」の気負わない精神
・まちの駅の料理持ち寄り交流パーティ
・彫刻屋台のガイドブックを、全まちの駅に配布

キーステーション「まちの駅 新･鹿沼宿」
・「道の駅」にしない、まちの駅であることのこだわり
・自称日本一の公衆トイレ
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富士市まちの駅ネットワーク（静岡県富士市）

ネーミングに工夫

気持ちをひとつに…まちの駅憲法を制定

百聞は一見に如かず、百見は一行に如かず

オリジナルグッズの開発

富士市まちの駅の５つの心構え

・出会い、ふれ合い、ゆずり愛

・地道にコツコツ・・・長～いおつきあい

・身の丈に合った おもてなし

・愚痴は言わずに、いい事探し

・頑張らなくてもいいけど、あきらめない

おもてなしアイデア満載、駅長の魅力たっぷりの富士市。
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まちの駅ネットワーク勝山（福井県勝山市）

有力観光施設（県立恐竜博物館）の集客力を活用

「まちなびカード」を設置、市内のまちの駅へ誘導

デジタル紙芝居で、
まちの駅をPR
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まちの駅ネットワーク本庄（埼玉県本庄市）

ウォーキングイベントとの連携

レンタサイクルや傘貸し出しの実施

動画で各まちの駅を紹介

行政の補助に頼らずNPO法人化

⇒合併後の旧市町のつなぎ役

時めきの駅

平成21年度 地域づくり総務大臣表彰を受賞
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東出雲町 まちの駅 女寅 （島根県松江市）

平成12年：東出雲町が設置「まちの駅」に

平成15年：⇒町よりNPO法人化を要望される

平成16年6月：NPO法人に認定

平成18年：まちの駅の指定管理者
女寅での取り組み

• 町内のあらゆる情報の提供

• まちの駅ギャラリー

• 箱ショップ

• 自転車、傘、図書の貸出

• 手荷物の無料預かり

• 特産品の販売

• 喫茶コーナー

• 交流の場作り

• 地域マップの作成 13



まちの駅の広域連携…沖縄まちの駅連絡協議会

東京のまちの駅と物産交流／沖縄フェアの開催
・在京の沖縄出身者に出演の場を提供
・商店で沖縄物産の販売を提携（送料を安くする工夫）

空の駅ネットワーク構想
・成田市、千歳市、霧島市とのお隣連携（LCCで格安旅行が可能に）
・空港から素通りされないように、連携をしてお互いの魅力をＰＲ

パルプラザSC
沖縄フェア

成田会議
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夏休みの自由研究をやっちゃおう in まちの駅（富山市）

子供たちに「まちの駅」を見学、取材させて新聞にまとめたり、
体験したことをまとめて「学習ノート」を作成することにより、
1日で夏休みの自由研究の作成が出来る。（母親からの発想）

波及効果 ⇒ まちの駅ファンが来店、来店客の層が広がる
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1. 支え合いのまちづくりは、「人見つけ」から。いろいろ
ないい人ネットワークが、課題解決を可能にする。

⇒新たな仲間づくり装置としての「まちの駅」

2. 賑わいのまちづくりは、ストーリーづくり。地域の自慢
の人・もの・こと・歴史を掘り出し、組み合わせること
で、新たな観光資源を作ることが出来る。

⇒「まちの駅」によるナリワイ（生業）観光の可能性

3. 三方よしから四方よしへ。買い手よし、売り手よし、世
間よし、そして、未来よし。

⇒守り受け継ぎ、未来に負を残さないバトンタッチ

まとめに代えて

16


