
 
  
 
 

                         平成２７年３月３１日 

東 北 運 輸 局 

東 北 地 方 整 備 局 

 

「道の駅」をインバウンド観光の拠点に 
～東北地方の７つの「道の駅」を外国人観光案内所として認定～ 

 
 

○地域の特産品や観光資源を活かし多くの人々を迎える「道の駅」は、それ自体が目的地 

になるなど、地域観光の拠点として重要性が高まっております。 
 

○東北を訪れる外国人旅行者数は、宿泊旅行統計調査（観光庁）によると、依然として震災前

の水準まで回復が図られていないことから、今後、より一層の外国人旅行者誘致促進を図る

ため、外国人観光案内所の拡大など受入環境の整備が必要です。 

 

○このような状況にある中、このたび、東北管内の「道の駅」の中で、外国からのお客様に対

応ができる道の駅が以下のとおり外国人観光案内所に認定されました。 

 

〇今後とも、東北運輸局と東北地方整備局が連携を図りながら、「道の駅」における観光案内

機能向上及び東北への訪日外国人旅行者数の拡大に向けて取り組んでまいります。 
 

【カテゴリー１】（別紙１参照） 
県名 案内所の名称 ＵＲＬ

靑森県 「道の駅」しちのへ http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/Michi-no-Eki/aomori/ao01.html
岩手県 「道の駅」石鳥谷 http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/Michi-no-Eki/iwate/iw01.html
岩手県 「道の駅」遠野風の丘 http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/Michi-no-Eki/iwate/iw17.html
宮城県 「道の駅」あ・ら・伊達な道の駅 http://ala-date.com/
山形県 「道の駅」いいで http://mezami113.com/
福島県 「道の駅」あいづ　湯川・会津坂下 http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/Michi-no-Eki/fukusima/fu27.html  
【パートナー】（別紙１参照） 

県名 案内所の名称 ＵＲＬ
岩手県 「道の駅」雫石あねっこ http://www.anekko.co.jp/  

◆カテゴリー１  地域の観光案内を提供。パートタイムや電話通訳等で英語対応が可能等 

◆パートナー  観光案内を専業としない施設であっても、外国人旅行者を積極的に受け入れる意欲があり公平 

・中立な立場で地域の案内を提供。パートタイムや電話通訳等で英語対応が可能等 

 

（発表記者会：青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、山形県政記者クラブ、福島県政記者ク

ラブ、東北電力記者会、東北専門記者会）  

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

            東 北 運 輸 局 ０２２－７９１－７５１０ 

企画観光部国際観光課長   鈴木  善輔 
              東北地方整備局 ０２２－２２５－２１７１ 

道路計画第一課長 米澤  明男（内線４２１１） 

交通対策課長   金ヶ瀬 光正（内線４５１１） 



 

 【参考資料】 

 

① 認定制度の概要 

・認定主体：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

※観光庁が定めた「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」に基づき、案内所の質の

担保・向上を図りながら、３年ごとの更新制により、ＪＮＴＯが認定しています。 

http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/visitor_support/new_network/pdf/nn_reference

.pdf 

 

② 今年度認定を受けた「道の駅」については別紙２をご覧ください。 

 

③ 外国人旅行者向け周知方法 

・ウェブサイトでの周知（外国人旅行者向けＪＮＴＯサイトへの掲載・情報発信） 

・ＪＮＴＯ海外事務所での情報提供（案内所地図の配布・提供、海外旅行会社への周知） 
 

④ 認定案内所の一覧・所在地等 

・全国の認定外国人観光案内所は５２８件となりました。 

一覧はＪＮＴＯのＨＰをご参照ください。 

 http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/visitor_support/tic/list.html  

 

 

 

 

 



東北地方「道の駅」外国人観光案内所 位置図

東北地方整備局管内路線

カテゴリー１

パートナー

岩手県遠野市
「遠野風の丘」

岩手県雫石町
「雫石あねっこ」

青森県七戸町
「しちのへ」

宮城県大崎市
「あ・ら・伊達な道の駅」

福島県湯川村
「あいづ 湯川・会津坂下」

山形県飯豊町
「いいで」

岩手県花巻市
「石鳥谷」

別紙１



別紙２

新規認定

【カテゴリー２】

都道府県 案内所 案内所の設置主体 認定区分

熊本 道の駅　阿蘇 阿蘇市 2

【カテゴリー１】

都道府県 案内所 案内所の設置主体 認定区分

北海道 道の駅　香りの里たきのうえ 滝上町観光協会 1

北海道 道の駅　あさひかわ 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター 1

北海道 道の駅　ひがしかわ「道草館」 一般社団法人　ひがしかわ観光協会 1

北海道 道の駅　ニセコビュープラザ 北海道虻田郡ニセコ町 1

北海道 道の駅 摩周温泉　観光案内所 北海道川上郡弟子屈町 1

青森 道の駅　しちのへ 株式会社　七戸物産協会 1

岩手 道の駅　石鳥谷 一般社団法人花巻観光協会 1

岩手 道の駅　遠野風の丘 一般社団法人遠野ふるさと公社 1

宮城 あ・ら・伊達な道の駅 株式会社　池月道の駅 1

山形 道の駅　いいで 飯豊めざみの里株式会社 1

福島 道の駅あいづ　湯川・会津坂下 道の駅あいづ　湯川・会津坂下 1

栃木 道の駅　那須高原友愛の森 栃木県那須町 1

群馬 道の駅　しもにた 一般社団法人下仁田町観光協会 1

千葉 道の駅　つどいの郷むつざわ 睦沢町 1

千葉 道の駅　発酵の里こうざき 株式会社　発酵の里 1

山梨 道の駅　とよとみ 一般財団法人　中央市農業振興公社 1

山梨 道の駅　こぶちさわ 北杜市 1

新潟 道の駅　マリンドリーム能生 株式会社能生町観光物産センター 1

新潟 道の駅あらい　くびき野情報館 妙高市 1

富山 道の駅　メルヘンおやべ 株式会社Ｎ＆ＮＳ 1

富山 道の駅　井波 株式会社　井波木彫りの里 1

石川 道の駅　能登空港 能登の旅情報センター 1

長野 道の駅「花の駅・千曲川」 一般社団法人　信州いいやま観光局 1

福井 道の駅　越前 越前町観光連盟 1

福井 道の駅　九頭竜 大野市 1

岐阜 道の駅　飛騨街道なぎさ 高山市 1

静岡 道の駅 天城越え　「昭和の森会館」 伊豆市役所 1

愛知
 いなぶ観光案内所　（道の駅　どんぐりの里い
なぶ）

株式会社どんぐりの里いなぶ 1

愛知 道の駅にしお岡ノ山 新三商事株式会社 1

滋賀 道の駅　伊吹の里 伊吹の里 1

滋賀 道の駅　近江母の郷 道の駅　近江母の郷 1

京都 道の駅シルクのまち　かや 与謝野町 1

京都 道の駅　舞鶴港とれとれセンター 舞鶴市 1

京都 道の駅　和 京丹波町 1

平成26年度に認定された外国人観光案内所一覧【新規認定】



【カテゴリー１】

都道府県 案内所 案内所の設置主体 認定区分

兵庫 道の駅　但馬のまほろば 朝来市 1

兵庫
道の駅ようか但馬蔵　/ 但馬おもてなしステー
ション　/養父市観光案内所

養父市 1

和歌山 道の駅　椿はなの湯 白浜町 1

和歌山 道の駅　紀州備長炭記念公園 田辺市 1

広島 道の駅　来夢とごうち 広島県安芸太田町 1

徳島 道の駅　大歩危 三好市 1

徳島 道の駅　日和佐 美波町 1

香川 道の駅　小豆島オリーブ公園 小豆島町 1

香川 道の駅　小豆島ふるさと村 小豆島町 1

愛媛 道の駅　よしうみいきいき館 今治市 1

愛媛 道の駅　今治湯ノ浦温泉 今治市 1

愛媛 道の駅　今治市多々羅しまなみ公園 今治市 1

愛媛 道の駅　伯方Ｓ・Ｃパーク 今治市 1

愛媛 道の駅　しまなみの駅御島 今治市 1

高知 道の駅　なぶら土佐佐賀 高知県幡多郡黒潮町 1

福岡 道の駅うきは観光案内所 うきは市 1

佐賀 道の駅　鹿島 七浦地区振興会 1

鹿児島 道の駅　樋脇 薩摩川内市 1

【パートナー】

都道府県 案内所 案内所の設置主体 認定区分

北海道 道の駅　おびら鰊番屋 小平町 パートナー

岩手 道の駅　雫石あねっこ 株式会社しずくいし パートナー

静岡 道の駅　すばしり 株式会社フジヤマクオリティ パートナー

石川 道の駅　とぎ海街道 道の駅　とぎ海街道 パートナー

福井 道の駅「若狭おばま」 株式会社まちづくり小浜　おばま観光局 パートナー

福井 道の駅　シ-サイド高浜 高浜町 パートナー

岐阜 道の駅　白川郷 白川村役場 パートナー

兵庫 道の駅　いながわ 猪名川町 パートナー

山口 道の駅　萩しーまーと 萩市 パートナー

愛媛 道の駅　風早の郷　風和里 松山市役所 パートナー

※黄色で色塗りした「道の駅」については、重点「道の駅」制度（参考資料参照）において全国モデル「道の駅」、重点「道の
駅」、重点「道の駅」候補として選定されたもの。



〇 全国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とする取組が進展しています。
〇 この動きを応援するため、国⼟交通省では、重点「道の駅」制度を創設し、

優れた「道の駅」を関係機関と連携して重点⽀援する取組を実施します。

「道の駅」が
活⼒を呼び、雇⽤を創出、

地域の好循環へ

重点「道の駅｣制度の概要

地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続的に
発揮していると認められるもの 【全６箇所】

全国モデル「道の駅」

地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点⽀援
で効果的な取組が期待できるもの 【全３５箇所】

重点「道の駅」

地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲的
な取組が期待できるもの 【全４９箇所】

重点「道の駅」候補

国⼟交通⼤⾂選定国⼟交通⼤⾂選定

国⼟交通⼤⾂選定国⼟交通⼤⾂選定

地⽅整備局⻑等選定地⽅整備局⻑等選定

全国的なモデルとして成果を広く周知するとともに、
さらなる機能発揮を重点⽀援

取組を広く周知するとともに、取組の実現に向けて、
関係機関が連携し、重点⽀援

関係機関が連携し、企画検討等を⽀援

重点「道の駅」に想定される機能

地域の産業振興

地域福祉の向上

高度な防災機能

地域の元気を創る

地域センター型

地方特産品のブランド化、６次産業化 等

診療所、役場機能、高齢者住宅 等

広域支援の後方支援拠点、防災教育 等

インバウンド観光の促進

地域の観光総合窓口機能

地方移住等の促進

地域外から活⼒を呼ぶ

ゲートウェイ型

外国人案内所、免税店、無料公衆無線LAN、

地域全体の観光案内、宿泊予約窓口 等

地方移住のワンストップ窓口
ふるさと納税の情報提供 等

海外対応ATM 等

（参考資料）


