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げんき!活気!道の駅!	 

～人と人をつなぐターミナル”Visitor’s	 Community	 Park”の提案～	 

	 

琉球大学	 観光政策研究下地ゼミ	 ３年次	 

	 古謝安志	 栫祐太朗	 宮城勇大	 藤本慎也	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 安里海咲	 萬田千絵	 山城結衣	 

	 

―要旨―	 

① 訪日外国人数の増加に伴い、地方部への訪問者も増加している	 
② リピーターやファミリー層のニーズとしてレンタカー利用者も増加することが予想される	 
③	 全国に存在する「道の駅」は外国人観光客にとってはまだ知名度が低いことが課題である	 

④ 英語表記やコンテンツの強化により「道の駅」の評価を高めることが重要である	 
⑤「道の駅」は地方部に多くあるため、外国人観光客の増加により地域活性化につながる	 

	 

はじめに	 

	 2017年上半期の訪日外国人数は1,375万人(前年同期比17.4%増)を記録した。旅行消費額も2兆

456億円(前年同期比8.6%増)を記録し、半期で初めて2兆円を超えるなど順調に推移している。

外国人観光客の旅行形態は団体旅行から個人旅行へと変化しており、旅行先も東京、箱根、富

士山、名古屋、京都、大阪といったゴールデンルートだけでなく、地方部訪問者数も増えつつ

ある。こうした個人旅行の増加と地方部への関心の高まりに伴い、移動手段も鉄道やバスなど

の公共交通機関だけでなく、地域をくまなく回るために効果的なレンタカー利用も増えること

が予想される。特に、リピーターやファミリー層にとっては、自由行動が可能となるレンタカ

ーの価値は高い。沖縄県は外国人のレンタカー利用者が全国で最も高く、沖縄県レンタカー協

会の調べでは2016年度の貸出台数は20万7970台を記録し、3年連続で過去最高を記録している。	 

今回、地方部での外国人観光客の満足度を高めるために、沖縄県内の「道の駅」をテーマ

に、外国人観光客の利用状況の調査を行い、道の駅の持つ「地域情報発信機能」の強化策を提

案する。	 

	 

１．「道の駅」の現状	 

(1)機能	 

「道の駅」とは、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情

報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に

行うための「地域の連携機能」といった3つの機能を併せ持つ施設である。道の駅は市町村と都

道府県などの市町村に代わる公的な団体のどちらかが設置し、市町村や公益法人からの申請に

基づき国土交通省で登録を行っている。運営形態は、道路管理者と市町村等が整備する「一体

型」と	 市町村等で全て整備を行う「単独型」の種類がある。	 

(2)国内登録件数	 

	 	 「道の駅」は、平成5年に第1号として103駅が登録され、平成29年4月時点で1,117駅(一体型:

622駅、単独型:495駅)が道の駅として認定されている。登録された「道の駅」のうち、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「全国モデル『道の

駅』」として岩手県遠野市「遠野風の駅」など6駅、特定のテーマについて、「道の駅」の質的

向上に資する全国の模範となる取り組みを行い、その成果が認められる「特定テーマ型モデル
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『道の駅』」として埼玉県小鹿野町「両神温泉薬師の湯」など6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り組みが期待できる「重点『道の駅』」として

北海道ニセコ町「ニセコビュープラザ」、沖縄県宜野座村「道の駅ぎのざ」など73駅が選定さ

れている。	 

(3)沖縄県内「道の駅」	 

	 沖縄県内で登録されている「道の駅」は全部で8駅あり、ゆいゆい国頭・ぎのざ・おおぎみ・

許田・喜納番所・かでな・豊崎・いとまんで、県内各地の地域の新鮮な食材の販売や特産品の

直売が行われている。特徴がある「道の駅」として嘉手納町の「かでな」では、屋上展望台か

らの米軍基地の軍用機離発着見学の人気が高く、糸満市の「いとまん」では「お魚センター」

が併設され漁業の町イメージアップに貢献している。トリップアドバイザーによる「行ってよ

かった道の駅ランキング2016」では、名護市「許田」が8位、「いとまん」が14位にランキング

されている。	 

	 (4)外国人観光客ニーズ	 

	 近年、訪日外国人の関心は地方にも向けられている。観光庁の平成28年宿泊旅行統計調査に

よると、平成26年に訪日外国人が地方地域へ宿泊した数は1575万人泊であるのに対して、平成2

8年には2753万人泊に増加している。「道の駅」は通常の観光バスルートにも組み込まれている

場合もあるが、団体行動よりも自由行動の方が地域の魅力を満喫できる時間的余裕があるため

レンタカーは優位性がある。全国に点在する道の駅の多くは地方に存在するため、今後はレン

タカー利用者数も増加が見込めると考える。	 

	 
	 

２．事例調査	 

	 沖縄県内の「道の駅」の実態を把握するため、道の駅を所管する内閣府沖縄総合事務局開発

建設部と県内「道の駅」2か所でヒアリング調査を実施した。	 

(1)  内閣府沖縄総合事務局開発建設部	 	 
沖縄総合事務局では沖縄県内の「道の駅」の訪問者数や売上高などの詳細は把握していない	 

いため、統計データに基づく評価が出来なかったが、今後は、観光や移住によって地域外から

活力を呼び込む「ゲートウェイ型」と特産品や防災力の強化、福祉サービスの提供など地域の

元気を創りあげていく「地域センター型」の二つが重要になると捉えている。「ゲートウェイ

型」では主にインバウンド観光客への満足度の向上のための対応を行い、「地域センター型」

では、地域特産品のブランド化や福祉面での利用拠点として利用価値を高めることが重要だと

考えている。	 

平成26年	 平成27年	 平成28年	 
地方部	 15750 25140 27530 
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地方部における外国人宿泊者数推移　 
出典:観光庁「平成28年宿泊旅行統計調査」 

+59.6%	 

+9.5%	 
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(2)「道の駅」ぎのざ	 

	 道の駅「ぎのざ」は沖縄本島東海岸地域に位置している。沖縄本島の主要観光ルートはリゾ

ートホテルやショッピングエリアなどが充実している西海岸地域となっており、東海岸地域へ

の外国人観光客は現時点ではまだ少なく、客層は県民及び国内観光客が中心である。	 

現在、知名度向上を図るため、国内路線の機内誌広告や、県外の道の駅(青森・新潟)への営

業・販売などに力を入れている。今後の展望としては、「道の駅」に隣接して整備が進められ

ている「宜野座村観光拠点施設」（平成30年2月末完成予定）と連携して、地域特産品の販売な

どを強化する他イベント開催地としても活用する予定となっている。「道の駅」ぎのざはこれ

までの取り組みが評価され、平成28年1月に重点「道の駅」に認定されている。	 

(3)「道の駅」ゆいゆい国頭	 

	 道の駅「ゆいゆい国頭」は、世界自然遺産登録を目指す北部

地域に位置しており、現在、年間約18万人が利用している。広

い敷地を利用して、周年祭や国頭村産業まつり、県産魚やイセ

エビのつかみ取りイベントなどが毎年開催されており、地域住

民の交流の場となっている。また、県内の名桜大学や県立芸術

大学と連携による北部プロデュースや、鳥取県の道の駅「きな

んせ岩美」と連携を行っている。現在、国頭村の特産品を使用

したお土産開発に力を入れている。今後は観光客だけでなく

地元客獲得にも積極的に取り組み、認知度を上げるためにHP

リニューアルを予定している。外国人の利用客は、オクマに

ある米軍基地の関係者が中心となり、観光客は観光バスで訪れる中国人・韓国人が多くみられ

る。このことから、観光バスの受け入れも積極的に行い、広い駐車場を活用し外国人観光客誘

致に取り組むことになっている。	 

	 

３．課題	 

	 事例調査等から、沖縄県内の「道の駅」では外国人観光客の誘致及び受入について以下の課

題が挙げられる	 

(1)認知度不足	 

沖縄県文化観光スポーツ部の平成27年度外国人観光客実態調査報告書より、48.5%の外国人観

光客の方が県内移動に利用した交通機関としてレンタカーを挙げており、更に同調査での旅行

訪問場所調査(那覇空港実施)で、82.3%の方が県内北部に位置する海洋博記念公園(美ら海水族

館等)を訪れていることから、外国人観光客の道の駅への誘客可能性は大きいと考えられる。し

かし、現地調査及びヒアリング調査では外国人観光客の「道の駅」利用が少ないということが

挙げられたため、外国人観光客にとって「道の駅」認知度は低いといえる。	 

(2)新たなコンテンツの開発	 

	 実地調査では、各「道の駅」オリジナルの特産品が少なく那覇空港や国際通りなどでも買え

るようなお土産品が多くみられた。また、道の駅の機能の一つとして、「地域の連携機能」が

あるが地域住民との交流や地域らしさが活かされたイベント等が不足していると感じられた。	 

(3)受け入れ体制強化	 

	 現状では、「道の駅」施設内での多言語表記が不十分で外国人観光客に対してのアピールが

出来ていない。また、店内のスタッフで外国語対応が可能な人材は限られており、商品説明や

「道の駅」ゆいゆい国頭	 

平成29年4月30日撮影	 
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観光地案内などが不十分である。クレジット端末の整備や免税手続きなども十分対応出来てい

ないことも課題である。	 

	 

４．提案	 

(1)「道の駅」認知度向上プラン	 

	 ①英語表記	 

	 現在、道の駅は英語表記で「Michinoeki	 (Roadside	 Station)」となっているが、これでは外

国人にはイメージが湧きにくいため、「Visitor’s	 Community	 Park」という新たな英語表

記を提案する。「Visitor’s」と入れることによって観光客にだけでなく、地域住民もすべて

の人々が訪れる場所を指すことができる。また、「Community」という言葉を入れることによっ

て、サービスエリアの役割との差別化が図れる。「Park」という単語は、「駐車場」という意

味に加え、「公園や遊園地などの人々が集う場所」という意味もあるため、道の駅のイメージ

にふさわしいと考える。	 

②マンガの活用(リーフレット、機内誌等)	 

	 日本が世界に誇る文化の一つにマンガがある。このマンガを外国人観光客へのプロモーショ

ンツールとして活用する。例えば、道の駅を紹介するパンフレットやリーフレットにマンガを

用いて道の駅を紹介する。また、外国航空路線機内誌に掲載することで日本に道の駅という施

設があると到着直前に認知してもらう。機内ではネットが自由に使えないなどの理由から、雑

誌を読み、フライト時間を過ごす方が多いので効果が期待できると考える。	 

	 	 ③レンタカー会社と道の駅の連携	 

	 県内レンタカー会社と道の駅の連携を提案する。レンタカー内に設置されているカーナビや

パンフレットに、おすすめの行き先として道の駅を案内するよう設定、記載する。また、道の

駅がどういう場所であるか・楽しみ方などを提案する。それにより、外国人観光客にレンタカ

ーで県内観光地を巡る際の周遊・休憩スポットとしての道の駅の認知度を高めることができ

る。	 

(2)道の駅独自のコンテンツ開発	 

①学生を主体とした道の駅プロデュース(駅弁・特産品等)	 

	 道の駅ならではのコンテンツ開発として、県内大学生を対象とした道の駅での学生×道の駅

の商品開発コンテストの実施を提案する。道の駅は、各地域の課題、資源(物産・観光)などが

集積していることから、道の駅での学生を主体とした商品開発コンテストは沖縄観光にとって

も魅力ある特産品を作り出せる機会になり得ると考える。	 

	 ②道の駅制服(各「道の駅」ごとに)	 

	 	 	 他の観光施設との差別化や地域性を表現するために、各道の駅で制服を作成する。制服のデ

ザインは地元地域から募集し、その募集において道の駅で制服コンテストを開催するなど、道

の駅を地元地域に密着した施設にしたいと考える。	 

(3)受け入れ体制	 

	 ①言語対応	 

	 多言語を扱うことの出来る人材を育成するためには多大なコストを要する。そこで、AIを利

用してロボットコンシェルジュを設置する。臨機応変な対応やスムーズな接客により、外国人

観光客の満足度の増加に繋がると考える。また、特産品など商品にスマートフォンをかざすと

任意の言語で商品説明をするアプリの開発を行う。	 

	 ②全国「道の駅」連絡会活用強化	 
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	 全国の「道の駅」関係者の連携を深めるため、関係者限定のHPを開設し、駅毎の情報を共有

する。現在は全国9ブロックでの連携が中心であるが、ICTを活用することで観光客のニーズ把

握がより明確になる。	 

	 ③LGBT対応	 

	 	 	 現在世界には13人に1人の割合でLGBTの人がいると言われている。そのためLGBTの方にも心

おきなく楽しんでもらえるよう、その対策の一つとして、LGBTフレンドリーの象徴であるレイ

ンボーカラーの旗を掲げる、休憩施設であるトイレのマークを男女の二色だけでなく、レイン

ボーマークの追加など、ユニセックスで利用できることを示したピクトグラムを利用する。	 

	 

５．提案により期待できる効果	 

	 「道の駅」の英語表記の周知徹底を図ることやメディア等の活用により知名度向上が期待出

来る。また、従来の関係者中心の商品開発に加えて学生や地域住民のアイディアを活用するこ

とで、観光客に加えて地域住民の訪問率増加も期待できる。また、LGBTへの対応先進地として

の評価を得ることで新たな市場開拓も期待出来る。	 

	 

６．今後の課題	 

	 外国人観光客の満足度向上を図るためのテーマとして「道の駅」活用を取り上げたが、沖縄

県内の「道の駅」に関する主要データが得られず、外国人観光客がどのような商品を購入して

いるか、どういった情報を求めているかなどについて明確な評価が出来なかった。今後は、各

「道の駅」で利用者アンケートを実施し、詳細なニーズを把握することと、利用者属性や売上

高推移などの基礎データをもとに、より具体的な提案に繋げたい。	 

	 

おわりに	 

	 2020年の東京オリンピックを控え、今後も訪日外国人観光客の増加が見込まれる。しかし、

オリンピック後も継続して外国人観光客を誘致するにあたっては「地方の独自性」をアピール

することが重要になると考える。全国に存在する「道の駅」ネットーワークを活用すること

で、地域の魅力発信を強化し、外国人観光客の増加と満足度向上、そして全国の地域（特に過

疎地域）の活性化をはかることで観光大国を実現したい。	 

	 

以上	 
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