
            

お 知 ら せ                                平成２９年９月２９日 

 
■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、

山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地建設記者クラブ、倉吉市政記者クラブ 
 
 

   第６回全国「道の駅」シンポジウム in 倉吉・三朝 開催！ 

  ～｢道の駅｣ 誕生から四半世紀 更なる未来を展望～ 
 

「道の駅」は、平成５年の制度開始以来、今年で四半世紀を迎える節目の年です。 

その数は、現在全国で１，１１７駅となり、地方創生の拠点として発展する一方、社会

情勢も大きく変化しています。 

この度、中国地方では初めて、鳥取県倉吉市で開催する『第６回全国「道の駅」シン

ポジウム』では、人口減少･少子高齢化が加速する中、「道の駅」の拠点性を高める取

り組みや多様な連携のあり方を展望します。 
 

■開催名  第６回 全国「道の駅」シンポジウム ｉｎ倉吉・三朝 

■開催日時 平成２９年１０月５日（木）１４：００～１７：３０ 

■開催場所 鳥取県立倉吉未来中心（倉吉パークスクエア内） 

        （鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5） 

■主催他  主催：全国「道の駅」連絡会、倉吉市、三朝町 

        共催：国土交通省中国地方整備局、鳥取県、中国「道の駅」連絡会 

 

■同時開催 中国５県「道の駅まつり」（主催：中国「道の駅」連絡会） 

      ※ 詳細は、別紙開催に関するプログラム及びチラシをご覧ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

中国地方整備局 道路部                ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間） 

交通対策課長     後
ご

 藤
と う

  英
ひで

 夫
お

  （内線４５１１） 

交通対策課長補佐  山
やま

 口
ぐ ち

  克
かつ

 己
み

  （内線４５１２） 

鳥取県 県土整備部 道路企画課          ０８５７－２６－７３５５（直通） 

道路企画課長     河
かわ

 田
た

  英
ひで

 明
あ き

 

道路企画課長補佐  西
に し

 村
む ら

  克
かつ

 則
の り

 

倉吉市 建設部 管理計画課（実行委員会事務局） ０８５８－２２－８１７４（直通） 

管理計画課長     石
い し

 岩
いわ

  永
なが

 年
と し

  

管理調整係長     仲
なか

 倉
く ら

  慎
し ん

 治
じ

 

三朝町 建設水道課                    ０８５８－４３－３５０２（直通） 

建設水道課長     早
さ

 苗
な え

  睦
むつ

 巳
み

 

【広報担当窓口】 

               広報広聴対策官    坂
さ か

 屋
や

  政
ま さ

 之
ゆき

  （内線２１１７） 

             企画部 環境調整官    足
あ

 立
だ ち

   司
つかさ

   （内線３１１４） 

 



今年は、「道の駅」制度開始以来四半世紀を迎える節目の年。
その数も 1,117 となり地方創生の拠点として発展する一方社会情勢も大きく変化。人口減少・少子高齢化が加速する中、拠点性を高める取り組みや多様な連携
のあり方など、人口減少下における「道の駅」のあり方を展望します。

「道の駅」誕生から四半世紀　更なる未来を展望 プログラム
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テーマ：人口減少下における「道の駅」の未来
篠原　靖氏（跡見学園女子大学准教授）

テーマ：「道の駅」の拠点性を高める取り組みと
　　　　　　　　　　　　　多様な連携のあり方

コーディネーター
　藤山　　浩氏
　　・（一社）持続可能な地域社会総合研究所所長

パネリスト
　池田一二三氏
　　・岡山県新見市長／道の駅「鯉が窪」設置者
　　・H28住民サービス部門モデル「道の駅」

　塩田　幸雄氏
　　・香川県小豆島町長／道の駅「小豆島オリーブ公園」設置者
　　・H28住民サービス部門モデル「道の駅」

　山内　道雄氏
　　・島根県海士町長

　早坂　浩也氏
　　・山形県県土整備部道路整備課長

　小林　　勉氏
　　・道の駅｢キララ多伎｣駅長
　　・尾道松江線等沿線ネットワーク会議副会長

　山口　真司氏
　　・鳥取県県土整備部長

石田　東生氏（（一財）日本みち研究所理事長）
山田　知子氏（比治山大学　現代文化学部教授）
篠原　　靖氏（跡見学園女子大学観光コミュニティ学部准教授）
冨樫　篤英氏（国土交通省中国地方整備局道路部長）

座長

パネルディスカッション

総括座談会

コーディネーター　藤山　浩氏
（一社）持続可能な地域社会総合研究所所長

パネリスト
池田一二三氏
岡山県新見市長
道の駅「鯉が窪」設置者
H28住民サービス部門モデル「道の駅」

パネリスト
山内　道雄氏
島根県海士町長

パネリスト
早坂　浩也氏
山形県県土整備部道路整備課長

パネリスト
山口　真司氏
鳥取県県土整備部長

石田　東生氏
（一財）日本みち研究所理事長

パネリスト
塩田　幸雄氏
香川県小豆島町長
道の駅「小豆島オリーブ公園」設置者
H28住民サービス部門モデル「道の駅」

パネリスト
小林　　勉氏
道の駅｢キララ多伎｣駅長
尾道松江線等沿線ネットワーク会議副会長

山田　知子氏
比治山大学　現代文化学部教授

冨樫　篤英氏
国土交通省中国地方整備局道路部長

跡見学園女子大学観光コミュニティ学部准教授

●内閣府　地域活性化伝道師
●内閣府　クールジャパン地域プロジューサー
●総務省　地域力創造アドバイザー
●国土交通省　社会資本整備審議会　委員
●国土交通省　「道の駅」有識者懇談会委員
　その他多数の委員等を歴任

専門研究分野は「観光による地域活性化論」「交
流人口拡大論」。地域に眠る観光素材を掘り起
こし、具体的な旅行商品企画を図る面白企画の
達人。大胆かつ斬新な発想での商品開発力はテ
レビ・新聞等マスコミでも有名。「道の駅」をベー
スにした地域活性化戦略等を多数手がける。

■プロフィール

篠原　靖氏

篠原　靖氏

　今や「道の駅」は地域の活性化に欠かせない社会イン
フラへと進化し、地域に問われる様々な課題解決を図る
ために機能しています。全国に広がる高齢化問題、観光
立国を提唱する我が国のインバウンド観光客に対する
サービスと役割など、変わり行く社会情勢の中で今後の
「道の駅」に求められる期待はさらに拡大しています。基
調講演では、「道の駅」が進化してきた時代背景と役割を
整理し、地方創生における「道の駅」の新たな可能性を
考察します。

　このたび第６回全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウムを、
全国から多くの参加者をお迎えし、この鳥取県中部地区で盛
大に開催できることを心から嬉しく思います。そして、大会
を開催するにあたり全国「道の駅」連絡会をはじめ、中国地
方整備局、鳥取県、中国「道の駅」連絡会など多くの御支援
と御協力をいただき、心から感謝申し上げます。
　さて、本町のように中山間地域に位置する町においては、「道
の駅」は地域に活力を生み出す大切な役割を担っています。
さらには少子高齢化や人口減少など抱える問題は日々厳しさ
を増し、今後「道の駅」の役割も多様化することと思います。
本大会が参加されます皆様にとってその参考になることを
願っております。

吉田　秀光（鳥取県三朝町長）
　本日は、第６回全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウム
in倉吉・三朝にお越し頂き、心より感謝申し上げます。「道の駅」
の役割は、平成５年の登録制度開始から大きく発展し、休憩
機能のほか、地域の情報発信、観光の結節点になるなど活躍
の場を広げております。更に近年では、地方創生の拠点とし
て住民サービスや防災機能の充実など、求められる役割が大
きくなっております。本シンポジウムにおいて、「道の駅」の
質的な向上、解決すべき課題などについて、基調講演、パネ
ルディスカッション等を通して様々な視点からのご意見を伺
うことで、これからの「道の駅」が進むべき道筋が見えてく
るものと期待しております。

本田　敏秋（岩手県遠野市長）

主催者挨拶 歓迎の挨拶

全国「道の駅」連絡会会長 中国「道の駅」連絡会会長

総括座談会
　  テーマ：これからの「道の駅」に求められるもの

休　　　憩

倉吉・三朝宣言

シンポジウム閉会

シンポジウム開会
・挨拶　　中国「道の駅」連絡会会長　三朝町長　吉田　秀光
・来賓　　鳥取県知事　平井　伸治　氏

パネルディスカッション

基調講演

基調講演　テーマ
人口減少下における「道の駅」の未来

パネルディスカッション　テーマ
「道の駅」の拠点性を高める取り組みと
　　　　　　　　　　多様な連携のあり方

　「拠点性を高める取り組み」と「多様な連携のあり方」
をテーマに、住民サービス部門モデル「道の駅」の設置
者等の首長、運営者、総合行政を担う県など、様々な立
場から取り組みを報告するとともに、そのあり方につい
てディスカッションを展開します。

診療所、図書館、認定
こども園、行政窓口、そ
して「道の駅」の産直市
等の地域振興施設を集約
することによりワンストップ
サービスを実現し、先進
的な「小さな拠点」を形成。

「健康」を施策の柱に掲
げ、「道の駅」全体であ
げた収益を、介護予防教
室や健康教室等、地域
住民の健康増進に取り組
む施設「サン・オリーブ」
の運営に還元することで、
継続的な住民サービスを
実施。

「ないものはない」をモッ
トーに、徹底した行財政
改革や、一点突破型の
産業振興策による海士町
ブランドの確立、人材育
成の取り組み等を実施。
過去 13 年間の移住者が
約 570 人と町人口の１割
強に達する。

県内高速道路等の整備
が進み、インバウンドを含
め観光客の増加が期待さ
れる中、観光客の県内周
遊に繋げるため、県とし
ては全国的に希な「道の
駅ビジョン」を策定。「道
の駅」を活用した「やま
がた創生」を目指す。

尾道松江線という無料の
高速道路の開通という好
機を、事業者自らが具体
的に行動を起こすため、
民間組織による「尾道松
江線等沿線ネットワーク会
議」を設立。民間レベル
による様 な々連携の取り組
みを実施。

開催県である鳥取県は、
重点｢道の駅｣３駅を含む
１６駅が立地。開駅年次
が古く地域ニーズも変化し
ている「道の駅」が多い
中、「施策の融合と連携」
をキーワードに、鳥取県と
しての「道の駅」活用の
可能性を示す。

総括座談会テーマ
これからの「道の駅」に求められるもの

　今後も「道の駅」が持続的に発展していくために、ま
た「道の駅」ブランドを維持していくために何が必要な
のか、それぞれの専門の分野等から「道の駅」に対する
思いを語ります。

●内閣府　まち・ひと・しごと創生本部「地方創生にお
ける中山間地域ワーキング」委員
●国土交通省　「小さな拠点を核とした地域構造検討会」
委員
　その他多数の委員等を歴任

専門研究分野は「中山間地域の地域政策・地域計画」
島根県中山間地域研究センターの研究総括監を退職し、
平成２９年４月に（一社）持続可能な地域社会総合研究
所を立ち上げ所長に就任。全国の中山間地域の地域づく
や活性化戦略を多数手がける。

同時開催
道の駅まつり
道の駅のグルメが大集合

10 10:00～15:005月 日木
鳥取県内の「道の駅」をはじめ、中国５県の「道の駅」が集結。
牛骨ラーメン、「道の駅」オリジナルバーガー、
奥大山カレーなどのご当地メニューが盛りだくさんです！！



8:30～16:00 

三朝館前（8:30 発） ===> 倉吉駅（9:00 発） ===> 道の駅「神話の里白うさぎ」（10:20 発）
 ===> 道の駅「きなんせ岩美」（11:20 発） ===> 鳥取砂丘（砂の美術館）[ 昼食 ]（13:20 発） 
===> 鳥取駅（13:45 着） ===> 鳥取砂丘コナン空港（14:10 着）

Aコース　（道の駅と山陰海岸国立公園「鳥取大砂丘」を巡るコース）

三朝館前（8:30 発） ===> 倉吉駅（ 9:00 発） ===> 道の駅｢燕趙園｣（9:55 発）===> 
道の駅｢大栄｣（10:55 発）===> 白壁土蔵群・赤瓦 [ 昼食 ]（12:30 発）===> 
道の駅｢神話の里白うさぎ｣（14:00 発）===> 鳥取砂丘コナン空港（14:10 着）===> 鳥取駅（14:35 着）

Bコース　（道の駅と歴史的街並み「白壁土蔵群・赤瓦」を巡るコース）

三朝館前（8:30 発） ===> 倉吉駅（ 9:00 発） ===> 道の駅｢はわい｣（9:45 発）===>
 道の駅｢大栄｣（10:35 発）===> 道の駅｢琴の浦｣（11:15 発）===> 白壁土蔵群・赤瓦 [ 昼食 ]（13:00 発）===> 
道の駅｢燕趙園｣（14:00 発）===> 三徳山・三佛寺（15:15 発）===> 三朝館経由⇒倉吉駅（16:00 着）

Cコース　（道の駅と日本遺産「三徳山・三佛寺」を巡るコース）

三朝館前（8:30 発） ===> 倉吉駅（ 9:00 発） ===> 道の駅｢琴の浦｣（10:10 発）===> 
道の駅｢大山恵みの里｣（11:55 発）===> 水木しげるロード [ 昼食 ]（13:15 発）===> 
米子鬼太郎空港（13:35 着）===> 米子駅（14:10 着）

Dコース　（道の駅と妖怪のまち「水木しげるロード」を巡るコース）

現地視察のご案内 10月6日（金）

PROGRAM

第６回第６回 全国「道の駅」全国「道の駅」

主催：全国「道の駅」連絡会／倉吉市／三朝町
共催：国土交通省中国地方整備局／鳥取県／中国「道の駅」連絡会
協賛：（一社）中国建設弘済会

日時 平成 29年

10 14:00～17:305月 日木
会場

鳥取県立倉吉未来中心
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5（倉吉パークスクエア内）

後援：鳥取県市長会、鳥取県中部町村会、（公社）鳥取県観光連盟、（公財）とっとりコンベンションビューロー、鳥取県商工会連合会、（一財）鳥取
県観光事業団、鳥取中部ふるさと広域連合、倉吉商工会議所、倉吉観光マイス協会、鳥取中央農業協同組合、三朝町商工会、三朝温泉観光協会、
三朝温泉旅館協同組合、朝日新聞鳥取総局、読売新聞鳥取支局、日本経済新聞社鳥取支局、毎日新聞鳥取支局、産経新聞鳥取支局、新日本海新聞社、
山陰中央新報社、（一社）共同通信社鳥取支局、時事通信社鳥取支局、中国新聞鳥取支局、NHK 鳥取放送局、BSS 山陰放送、日本海テレビ、
TSK山陰中央テレビ、テレビ朝日鳥取支局、日本海ケーブルネットワーク、中海テレビ放送、（一社）鳥取県建設業協会

会場：倉吉未来中心１階ホール

民間企業出展のご案内

出展企業名 展示概要 出展企業名 展示概要

東京海上日動
火災保険（株）

全国「道の駅」連絡会団体保険 （株）アペックス 災害対応型カップ自動販売機など

（株）フリーペーパー
道の駅

フリーペーパー道の駅 沖電気工業（株） 画像認識技術関連商品

T O T O（株） トイレ関連商品 （株）巴商会 木質バイオマスボイラ

（株）クボタ計装 クボタ青果物品質評価装置 （株）ゼンリン 道の駅旅案内、デジタルサイネー
ジなどの情報発信商品

三保電機（株） 水処理装置など シヤチハタ（株） スタンプマシーンなどのスタン
プ関連商品

（株）ギャンビット JOC・JPC 公式オリジナルライセ
ンス商品 （株）L I X I L トイレ、エクステリア関連商品

など

パナソニックシステム
ソリューソンズジャパン（株）

監視カメラ、映像表示システム、
音響システム商品など 産経新聞社 難聴者向けスピーカー

「ミライスピーカー」

（順不同） シンポジウムシンポジウム

道の駅 「大栄」
道の駅 「三朝・楽市

楽座」

道の駅 「はわい」

道の駅「 北条公園
」

道の駅 「ポート赤碕
」

道の駅 「はっとう」

道の駅 「犬挟」

道の駅「 神話の里
 白うさぎ」

道の駅「 清流茶屋
 かわはら」

道の駅 「若桜」

道の駅 「大山恵みの里
」

道の駅 「燕趙園」

道の駅 「きなんせ岩
美」

道の駅 「奥大山」

道の駅「 にちなん
日野川の郷」

道の駅 「琴の浦」

倉吉・三朝in倉吉・三朝in



同時
開催

主催：中国「道の駅」連絡会　　協賛：（一社）中国建設弘済会

全国｢道の駅｣連絡会総会・シンポジウム実行委員会（倉吉市建設部管理計画課）
TEL:0858-22-8174

日時 平成 29年

10 10:00～15:005月 日木
会場

倉吉パークスクエア内ふれあい広場
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5

■お問い合わせ先
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至三朝打吹公園
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第６回第６回

全国「道の駅」
シンポジウム
全国「道の駅」
シンポジウム
倉吉・三朝in倉吉・三朝in

大
集
合
!!

道の駅 「三朝・楽市楽座」
道の駅「 北条公園」
道の駅「ポート赤碕」
道の駅 「犬挟」
道の駅 「はわい」
道の駅「 神話の里 白うさぎ」
道の駅「 清流茶屋 かわはら」
道の駅 「若桜」
道の駅 「大山恵みの里」
道の駅 「燕趙園」
道の駅 「奥大山」
道の駅 「きなんせ岩美」
道の駅「 にちなん日野川の郷」
道の駅 「琴の浦」
その他中国５県の道の駅

■参加「道の駅」

雨天決行

食事スペース
約 200席
をご用意しています。
皆さんでお越し下さい。



道の駅中国
５県 まつり

道の駅の

グルメ・特産品が

大集合!!

出展ブース
 三朝・楽市楽座（鳥取県）

三朝神倉大豆ドラ焼き「神の笑み」 
三朝町でしか栽培されていない地大豆「三
朝神倉」を 使用した加工品を販売します。 
大好評の納豆「神のつぶ」も販売します。

北条公園（鳥取県）

北栄町産ねばりっこの山菜とろろうどん
北栄町の特産品ねばりっこの「とろろ」と
シャキシャ キの食感「山菜」が楽しめる自
家製うどんです。

ポート赤碕（鳥取県）

親がにの味噌汁，さざえご飯
カニミソのコクと濃厚なダシが効いた鳥取の冬に
は欠かせない定番の味噌汁や、磯の香りいっぱい
のさざえのコリコリした食感をお楽しみ下さい。

犬挟（鳥取県）

鳥取ビーフカレー
鳥取和牛の牛骨スープでコトコト煮込ん
だスパイシーでまろやかな味が自慢の
ビーフカレーです。

はわい（鳥取県）

ゆりはまヒラメのうまか丼
生まれも育ちも湯梨浜町 “ゆりはまヒラメ”
のうまか 丼をご堪能下さい。

 神話の里 白うさぎ（鳥取県）

すなば珈琲スペシャルブレンド
4 カ国の豆をブレンドして抽出した香り高
いコーヒーをお楽しみ下さい。

 清流茶屋 かわはら（鳥取県）

『限定』あなばコーヒー
世界各国の貴重なコーヒーを鳥取のあな
ばで味わって下さい。

 若桜（鳥取県）

ジビエ商品” 鹿肉のウィンナー,燻製”
解体処理施設「若桜 29 工房」で衛生的に
処理され た新鮮で安全な鹿肉のウィン
ナー・燻製は大人気商品です。

 大山恵みの里（鳥取県）

大山どまん中らーめん
大山町産小麦 100% の多加水熟成麺をブ
ランド鶏 「大山どり」でダシをとった芳醇
な塩スープでどうぞ。

 燕趙園（鳥取県）

鳥取県東郷産　梨
バラ売りから進物用まで、本場東郷産の
梨を取りそろえました。

 奥大山（鳥取県）

奧大山新旧2大グルメ!!
奧大山の地に古くから伝わる”大山おこわ”
と” カサラファーム” が提供するスパイス
からこだわった本格カレーが激突!!

 きなんせ岩美（鳥取県）

モサエビ汁
もさえびは、刺身、塩焼、煮付、唐揚等なんでもこ
いの万能エビです。今回は、モサエビから出る旨
味をご賞味していただくためお汁で提供します。

  にちなん日野川の郷（鳥取県）

萩原珈琲，自然薯ドーナツ， 自然薯バウムクーヘン 
日南町の「ええもん」が詰まった「にちな
んにちなんだCafe」を1日限定オープンし
ます。 日南町の旬の野菜もあるよ!!

 琴の浦（鳥取県）

牛乳・乳飲料・菓子
鳥取県内産生乳を使用した大山乳業の牛
乳・乳飲料、菓子をご賞味下さい。

島根県「道の駅」

松江市特産　西条柿
秋の味覚の王様。素は渋柿ですが、ドライ
アイスで渋抜きをして柿本来の甘さを出
しました。「とにかく甘い」美味しい柿です。

松江市特産　中海産赤貝めしの素
中海で養殖され、復活の兆しを見せているサ
ルボウガイを使った「赤貝めしの素」かつて
地元で親しまれた家庭の味を再現しました。

山口県「道の駅」

ういろう
山口県は三方を海に囲まれ、ふぐやイカをはじ
め海産物が豊富ですが、お菓子ではみかんを
使った物や、山口銘菓 “ういろう” は日本一です。

焼きだんご
無農薬栽培の「美味しいあいがも米」
を米粉にして作った焼きだんごです。
醤油タレをつけてご提供します。

高野りんご
広島県最北端、庄原市高野町の樹上完
熟リンゴです。市場に出回らない「幻の
りんご」をぜひお買い求め下さい。

たこ煎餅
瀬戸内海でも有数のタコの産地として
知られる広島県三原市。三原のタコ料
理店「蔵」監修の、タコをたくさん使っ
て作られた、縁起だるまたこ煎餅です。

世羅ブレンドコーヒー
パナマとエル・サルバドルのブレンド。
ナチュラル製法のコーヒーをブレンド
し、世羅らしいフルーティーな味わい
に仕上げました。

 岡山県「道の駅」
岡山県道の駅弁当
県内７つの道の駅から人気の弁当が勢揃いしま
す。
地域の特産品の入った「おかやま道の駅弁」をぜ
ひお試しみ下さい。

 「ひらめラーメン」
※当日限定。（道の駅はわいレストランでは、近日発売予定です）

※写真はイメージです

ゆめランド布野・たかの・みはら神明の里・世羅（広島県）

一押し 一押し 一押し 一押し

一押し 一押し 一押し 一押し

一押し 一押し 一押し

一押し

一押し 一押し 一押し 一押し

一押し

一押し

一押し

一押し

一押し

山口銘菓

ういろう
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