
 

 
平成２７年４月２８日 

道 路 局 

観 光 庁 
 

 

「道の駅」と大学の連携 

～若者との交流により新たな価値を創出します～ 
 

 

国土交通省では、地域の観光資源や魅力が集まっている「道の駅」を、観光振興や地

域づくりを学ぶ学生の課外活動や就労体験の場として活用することを進めてまいりま

した。 

この度、地域づくりを学ぶ学生の就労体験の場としての「道の駅」の活用について、

全国「道の駅」連絡会（会長：本田敏秋遠野市長）と４２大学との間で協定締結が完了

しましたのでお知らせいたします（別紙１参照）。 

本取組では、将来の地域活性化の担い手となる人材育成、若者ならではの視点を活

かした地域づくり、地域外の若者との交流による「道の駅」の新たな価値の創造等の効

果を期待しております。 

現在、１４４の「道の駅」（別紙２参照）が受け入れを表明しており、受け入れに関

する詳細な調整を実施の上、夏頃より就労体験型実習を実施する予定です。 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

道路局 国道・防災課 企画専門官 四童子 隆（内線 37832） 

企画課    課長補佐  井坪 慎二（内線 37552） 

代表：03-5253-8111  

直通（企画課）：03-5253-8485 FAX：03-5253-1618 
 

観光庁  観光産業課   課長補佐  堀江 直宏（内線 27302） 

代表：03-5253-8111 

直通：03-5253-8329 FAX：03-5253-1585 

 



平成27年4月27日時点

No. 都道府県 大学名

1 青森県 青森大学

2 青森県 青森中央学院大学

3 岩手県 岩手県立大学

4 山形県 東北芸術工科大学

5 山形県 東北公益文科大学

6 茨城県 茨城キリスト教大学

7 茨城県 茨城県立農業大学校

8 栃木県 宇都宮大学

9 栃木県 佐野短期大学

10 栃木県 文星芸術大学

11 埼玉県 立教大学

12 千葉県 城西国際大学

13 東京都 跡見学園女子大学

14 東京都 帝京大学

15 山梨県 山梨学院大学

16 長野県 松本大学

17 岐阜県 中部学院大学

18 岐阜県 中部学院大学短期大学部

19 愛知県 名古屋外国語大学

20 三重県 鈴鹿大学

21 京都府 成美大学

22 京都府 平安女学院大学

23 京都府 立命館大学

24 大阪府 阪南大学

25 兵庫県 神戸海星女子学院大学

26 兵庫県 流通科学大学

27 奈良県 帝塚山大学

28 和歌山県 和歌山大学

29 岡山県 倉敷芸術科学大学

30 徳島県 徳島大学

31 香川県 香川大学

32 愛媛県
大学コンソーシアムえひめインターンシップ部会
（愛媛大学、松山大学、松山東雲女子大学、松山東雲短期大学、聖カタリナ大学）

33 福岡県 九州産業大学

34 長崎県 長崎県立大学

35 長崎県 長崎国際大学

36 長崎県 長崎総合科学大学

37 大分県 日本文理大学

38 宮崎県 宮崎大学

※「32　大学コンソーシアムえひめインターンシップ部会」があることから、大学数としては42大学となる。
※都道府県は、協定締結先（学長・学部長等）により整理。

就労体験型　基本協定締結大学一覧
別紙１



平成27年4月27日時点

No 都道府県 市町村 道の駅名 備考 No 都道府県 市町村 道の駅名 備考

1 北海道 旭川市 あさひかわ 73 岐阜県 郡上市 古今伝授の里やまと

2 北海道 室蘭市 みたら室蘭 74 岐阜県 郡上市 明宝 重点候補

3 北海道 名寄市 もち米の里☆なよろ 75 岐阜県 下呂市 馬瀬　美輝の里

4 北海道 三笠市 三笠 76 岐阜県 池田町 池田温泉

5 北海道 ニセコ町 ニセコビュープラザ 重点 77 岐阜県 富加町 半布里の郷　とみか

6 北海道 北竜町 サンフラワー北竜 78 岐阜県 白川町 清流白川　クオーレの里

7 北海道 猿払村 さるふつ公園 79 岐阜県 白川町 美濃白川

8 北海道 更別村 さらべつ 80 静岡県 富士宮市 朝霧高原

9 北海道 幕別町 忠類 81 静岡県 富士市 富士川楽座

10 青森県 青森市 なみおか 82 静岡県 小山町 すばしり

11 青森県 今別町 いまべつ 83 愛知県 西尾市 にしお岡ノ山

12 青森県 七戸町 しちのへ 重点候補 84 三重県 大台町 奥伊勢おおだい 重点候補

13 岩手県 花巻市 石鳥谷 85 三重県 紀北町 紀伊長島マンボウ

14 岩手県 遠野市 遠野風の丘 全国モデル 86 滋賀県 米原市 伊吹の里

15 宮城県 登米市 津山 87 京都府 福知山市 農匠の郷やくの

16 宮城県 大崎市 あ・ら・伊達な道の駅 重点 88 京都府 舞鶴市 舞鶴港とれとれセンター 重点候補

17 秋田県 横手市 さんない 89 大阪府 河南町 かなん

18 秋田県 横手市 十文字 90 兵庫県 西脇市 北はりまエコミュージアム 重点候補

19 秋田県 北秋田市 あに 91 兵庫県 淡路市 あわじ

20 秋田県 北秋田市 たかのす 92 兵庫県 宍粟市 みなみ波賀

21 秋田県 にかほ市 象潟 重点 93 兵庫県 加東市 とうじょう 重点候補

22 山形県 村山市 むらやま 94 兵庫県 香美町 村岡ファームガーデン

23 山形県 高畠町 たかはた 95 和歌山県 田辺市 水の郷日高川　龍游

24 山形県 遊佐町 鳥海 96 和歌山県 かつらぎ町 紀ノ川万葉の里

25 福島県 天栄村 羽鳥湖高原 97 和歌山県 北山村 おくとろ

26 福島県 磐梯町 ばんだい 98 鳥取県 岩美町 きなんせ岩美　※H27.7オープン予定

27 福島県 柳津町 会津柳津 99 鳥取県 若桜町 若桜

28 福島県 昭和村 からむし織の里しょうわ 100 鳥取県 琴浦町 ポート赤碕

29 福島県 会津坂下町・湯川村 あいづ　湯川・会津坂下 101 島根県 雲南市 おろちの里

30 茨城県 常陸太田市 さとみ 102 岡山県 笠岡市 笠岡ベイファーム

31 茨城県 城里町 かつら 103 岡山県 新庄村 メルヘンの里新庄

32 栃木県 宇都宮市 うつのみやろまんちっく村 104 岡山県 西粟倉村 あわくらんど 重点候補

33 栃木県 栃木市 みかも 105 広島県 尾道市 クロスロードみつぎ 重点

34 栃木県 佐野市 どまんなかたぬま 106 広島県 三次市 ふぉレスト君田

35 栃木県 茂木町 もてぎ 全国モデル 107 広島県 三次市 ゆめランド布野

36 栃木県 那須町 東山道伊王野 108 広島県 安芸太田町 来夢とごうち

37 栃木県 那須町 那須高原友愛の森 重点 109 広島県 北広島町 舞ロードＩＣ千代田

38 埼玉県 吉見町 いちごの里よしみ 重点候補 110 山口県 萩市 萩しーまーと 全国モデル

39 千葉県 八千代市 やちよ 111 山口県 周南市 ソレーネ周南

40 千葉県 鴨川市 鴨川オーシャンパーク 112 山口県 阿武町 阿武町

41 千葉県 芝山町 風和里しばやま 113 徳島県 阿南市 公方の郷なかがわ

42 千葉県 鋸南町 保田小学校　※H27.12オープン予定 重点候補 114 徳島県 美馬市 藍ランドうだつ

43 山梨県 山梨市 花かげの郷まきおか 115 香川県 高松市 香南楽湯

44 山梨県 山梨市 みとみ 116 香川県 三豊市 たからだの里さいた

47 山梨県 北杜市 こぶちさわ 重点候補 117 香川県 三豊市 ふれあいパークみの

45 山梨県 北杜市 はくしゅう 118 香川県 小豆島町 小豆島オリーブ公園

46 山梨県 北杜市 南きよさと 119 香川県 小豆島町 小豆島ふるさと村

48 山梨県 中央市 とよとみ 120 愛媛県 今治市 今治市多々羅しまなみ公園 重点

49 長野県 上田市 上田道と川の駅 121 愛媛県 今治市 しまなみの駅御島 重点

50 長野県 中野市 ふるさと豊田 122 愛媛県 今治市 伯方Ｓ・Ｃパーク 重点

51 長野県 飯山市 花の駅千曲川 123 愛媛県 今治市 よしうみいきいき館 重点

52 長野県 東御市 雷電くるみの里 124 愛媛県 八幡浜市 八幡浜みなっと

53 長野県 青木村 あおき 重点 125 愛媛県 四国中央市 霧の森

54 長野県 伊那市 南アルプスむら長谷 126 愛媛県 松野町 虹の森公園まつの

55 長野県 阿南町 信州新野千石平 重点候補 127 愛媛県 鬼北町 日吉夢産地

56 新潟県 長岡市 良寛の里　わしま 128 高知県 四万十町 あぐり窪川

57 新潟県 村上市 朝日 129 高知県 四万十町 四万十とおわ

58 新潟県 胎内市 胎内 130 福岡県 うきは市 うきは 重点

59 新潟県 阿賀町 阿賀の里 131 長崎県 西海市 さいかい

60 富山県 南砺市 福光 132 熊本県 菊池市 旭志

61 富山県 射水市 カモンパーク新湊 133 熊本県 菊池市 泗水

62 石川県 珠洲市 すずなり 134 熊本県 大津町 大津

63 福井県 大野市 九頭竜 135 熊本県 五木村 子守唄の里　五木

64 福井県 おおい町 うみんぴあ大飯 136 大分県 豊後大野市 原尻の滝

65 福井県 おおい町 名田庄 137 宮崎県 都城市 都城

67 岐阜県 高山市 ななもり清見 138 宮崎県 延岡市 北川はゆま 重点候補

66 岐阜県 高山市 パスカル清見 139 宮崎県 延岡市 北方よっちみろ屋

68 岐阜県 関市 平成 140 宮崎県 日南市 酒谷

69 岐阜県 関市 むげ川 141 宮崎県 日南市 なんごう

70 岐阜県 中津川市 賤母 重点候補 142 宮崎県 都農町 つの

71 岐阜県 美濃市 美濃にわか茶屋 143 鹿児島県 阿久根市 阿久根

72 岐阜県 飛騨市 宙ドーム・神岡 144 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇

就労体験型　受入「道の駅」一覧
別紙２



「道の駅」と大学の連携 <就労体験型実習（インターンシップ）>

○ 観光や地域づくりを学ぶ学生が、夏期休暇を利用し、「道の駅」で就労体験型実習（インターンシップ）を実施。

○ 地域の魅力の集まる「道の駅」と、観光学等を学ぶ地域外の若者が交流することで、新たな価値の創造を図

る。

学生 「道の駅」

指導・助言

大学（観光学部等）

相談

実施イメージ

地元名産品「霧の森大福」

・H15からこれまで約１１０名が実施

・そのうち２名が「道の駅」へ就職

「霧の森」（愛媛県四国中央市）

大学生が企画したイベント

これまでの実施例

・地元イベントの企画立案、実施補助のほ
か、道の駅内で製造されている地元名産
品の製造・販売の補助を実施。

・H25年度は１０名受け入れ、うち７名は関西
圏の大学から参加

※全国「道の駅」連絡会で双方のニーズをマッチング

就労体験

観光振興・
地域づくりの
機会の提供

＜就労体験型の実施スケジュール（予定）＞

大学と全国「道の駅」連絡会で
基本協定の締結

「道の駅」の受入概要調整

学生の派遣希望

～4月

～5月

全国「道の駅」連絡会による
マッチング

就労体験実施7,8月
(夏期休暇)

＜期待される効果＞
○地域活性化の現場における将来の人材育成
○若者の視点を活かした地域づくり、若者の元
気による実行力のある企画の実施
○HP作成やSNS等の若者のITスキル、情報
ネットワークを活用した情報発信



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

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

重点「道の駅」候補

国土交通大臣選定（６箇所）

国土交通大臣選定（３５箇所）

地方整備局長等選定（４９箇所）

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


