
資料：「道の駅」に関するアンケート結果 
 

 １ 方法 

ＪＡＦ媒体「ＪＡＦＰＬＵＳ」掲載の会員向け優待特別企画における抽選プレゼ 

ントについて、インターネットでの応募を受付、同時にアンケートフォームへの記 

入を必須とした。 

 

 ２ 有効回答数２６，８０４ 

   回答について、特定できる「道の駅」の記載があったものを有効回答とした。（一 

部の回答に「道の駅」ではない施設、サービスエリア等が含まれていた。） 

 

 ３ 回答者属性 

   （１）居住地域 

地域 回答者数 構成比 

北海道 1,116 4.2% 

東北 2,054 7.7% 

関東 9,113 34.0% 

中部 5,098 19.0% 

関西 4,851 18.1% 

中国 1,564 5.8% 

四国 906 3.4% 

九州 2,102 7.8% 

  26,804 100.0% 

   （２）年齢別・性別回答者数 

  20歳未満 30歳代 40歳代 50 歳代 60歳以上 計 

男性 595 3,744 5,747 4,546 5,316 19,948 

女性 591 2,422 1,942 1,265 636 6,856 

計 1,186 6,166 7,689 5,811 5,952 26,804 

構成比 4.4% 23.0% 28.7% 21.7% 22.2% 100.0% 

 

 ４ 設問および回答 

    （１）今まで利用した「道の駅」で、もっとも良かった（印象に残った）施設 

      は何処ですか？また、その理由をお聞かせください。 

    【回答】計 26,804 施設への回答が寄せられた。地域ブロック（国土交通省道路 

局による）ごとの施設数は下表の通り。 

地域ブロック 回答数 構成比 地域ブロック 回答数 構成比 

北海道 1,690 6.3% 近畿 3,968 14.8% 

東北 3,156 11.8% 中国 1,809 6.7% 

関東 6,280 23.4% 四国 1,185 4.4% 

北陸 1,073 4.0% 九州・沖縄 2,627 9.8% 

中部 5,016 18.7% 全国計 26,804 100.0% 

  

アンケートの回答をもとに、「もっとも良かった（印象に残った）施設」について、地域ブロックの

回答数構成比による案分により、上位５０駅を抽出した。 
 

注）居住地域については、必ずしも「道の駅」

の所在地域（設問４の地域ブロック）と同一で

はない。 

（例）①新潟県は関東に含む 

   ②長野県は東部・西部とも関東に含む 

   ③福井県・富山県・石川県は中部に含む 

   

 



《ＪＡＦ会員が選ぶ「もっとも良かった（印象に残った）道の駅」５０》 
ブロック 駅名 都道府県 代表コメント 

北海道 サーモンパーク千歳 北海道 インディアン水車で千歳川を遡上したサケの捕獲シーンが見られて感動した！ 

北海道 ニセコビュープラザ 北海道 風景の良さと、新鮮な野菜が安く買える 

北海道 フォーレスト 276大滝 北海道 トイレに自動演奏するグランドピアノがあり、広くてきれい。 

東北 象潟 秋田 日本海に沈む夕日を眺めながら温かい湯に浸る気持ちの良さ・・・最高！！ 

東北 あ・ら・伊達な道の駅 宮城 宮城なのに北海道のロイズのソフトクリームが食べられた！！ 

東北 雫石あねっこ 岩手 雫石牛がおいしいく、温泉も入れ、お土産の特産品も充実していた。 

東北 奥入瀬 青森 おからドーナツが美味しかったし、産直も充実しててよかった☆ 

東北 むらやま 山形 地元のお土産がたくさんあって、店の方の対応がとても優しかった 

東北 上品の郷 宮城 バイキング、足湯、温泉、コンビニがあり快適 

関東 とみうら 千葉 施設がきれいで、びわソフトクリームが美味しかった 

関東 八王子滝山 東京 都内から近いし、品数も充実しているから。 

関東 川場田園プラザ  群馬 広くてブルーベリー狩り、自家製ハム、蕎麦など楽しめる。 

関東 どうし 山梨 クレソン料理が珍しくて、美味しかった。 

関東 三芳村 千葉 明るいイメージとアイスクリームが新鮮でとても美味しかったです。 

関東 どまんなかたぬま 栃木 直売野菜が充実していること、子供の遊び場等もあり、家族で遊べる。 

関東 なるさわ 山梨 富士山が大変よく見え、湧き水があり、駐車場が広い 

関東 東山道伊王野 栃木 水車小屋でひいたそば粉を使った手打ちそばが絶品だった 

関東 富楽里とみやま 千葉 一般道と館山道（有料）の両方から利用でき，地元の産物・味が楽しめる 

関東 もてぎ 栃木 近くを走る蒸気機関車が見れる。いちごソフトクリームが美味しい。 

関東 はくしゅう 山梨 背後にそびえる山の絶景と、自由に汲める名水の美味しさに、通りかかったときは必ず立ち寄ります。 

関東 富士吉田 山梨 富士山の湧水が飲める。吉田のうどんが食べられる。 

北陸 カモンパーク新湊  富山 白えびバーガーがおいしかった！ 

北陸 うみてらす名立 新潟 海を眺めながら露天風呂に・・・最高です。 

中部 きりら坂下 岐阜 そば打ち体験が楽しかった。もちろんおいしかったです。 

中部 富士川楽座 静岡 富士山が目の前に見えた。お土産の種類が豊富だった。 

中部 ななもり清見 岐阜 高山ラーメンが大好きで長野県や高山方面に行く時は必ず寄ります。 

中部 伊東マリンタウン 静岡 温泉が併設され、海を眺めるテラスのようなものもあり、「伊東らしい」印象を受けた 

中部 信州新野千石平 長野（西部） 五平餅もおいしいし、夏は地元産とうもろこしが最高においしい。 

中部 朝霧高原 静岡 富士山も綺麗に見え、売っているソーセージが美味しかった。 

中部 飯高駅  三重 温泉もあるし、お店もいっぱいあるし、すごく楽しかったので 

中部 どんぐりの里いなぶ 愛知 初めて食べた米粉パンがすっごく美味しかったから 

中部 掛川 静岡 食事もいろいろ選べ、野菜や花、地元の名産品も買える。 

近畿 フレッシュあさご 兵庫 地元の野菜が豊富。冬には名産の岩津ねぎが！ 

近畿 能勢（くりの郷） 大阪 お米を買いによく行きます。お食事も美味しい。 

近畿 針 T・R・S 奈良 なんと言っても広い☆、大小様々なお店が出ていて、お店選びが楽しいです。温泉施設もあり、リラックスできますよ！ 

近畿 しらとりの郷・羽曳野 大阪 とにかく大きな施設。パン屋さんがあって、焼き立てを食べられる。とてもおいしいです。 

近畿 東近江市あいとうマーガレットステーション 滋賀 お野菜が安いのとジェラートが大変美味しかった！！ 

近畿 吉野路大淀ｉセンター 奈良 道に迷い、偶然に立ち寄りました。駅の方がとても快く道案内をして下さった思い出の駅 

近畿 あわじ 兵庫 明石海峡大橋の袂で景色がいいのと魚料理が美味しい 

中国 スパ羅漢 広島 温泉もあり、川遊びもでき、親子で楽しめたから。 

中国 キララ多伎 島根 海岸沿いで景色抜群。いちじくのソフトクリームは絶品です。 

中国 蒜山高原 岡山 ソフトクリームや牛乳などの乳製品がとってもおいしかったです 

四国 内子フレッシュパークからり 愛媛 緑豊かな川沿いにあり自然も楽しめる。人気のジェラートは文句なくおいしい 

四国 香南楽湯 香川 温泉に入った後の休憩所が上階にあり快適に過ごせる。 

四国 日和佐 徳島 近くに四国第 23番霊場の薬王寺があり足湯も有ります。 

九州 むなかた 福岡 魚類がとても新鮮で安価なので財布の紐もゆるみっぱなしでした。また近くに行った時は、是非寄ってみたいです。 

九州 鹿北 熊本 だご汁とたらのめ・しいたけ・ゴーヤの天婦羅は絶品 

九州 許田 沖縄 お土産の種類が豊富、サーターアンダギーが絶品でした。 

九州 うきは 福岡 果物が安くて品物も良い。お弁当の品ぞろえも良い おいしいです。ウッドデッキからの景色がいいです。 

九州 たるみず 鹿児島 桜島を望んで足湯を楽しめるのと、特産品が豊富。 



 

  （２）「道の駅」を利用される一番の目的は何ですか？ 

     ①休憩・トイレ 

     ②食事・買物 

     ③その「道の駅」にしかない施設の利用（入浴・体験等） 

     ④その他 

    ［回答］ 

項目 回答数 構成比 

休憩・トイレ 12,026 44.9% 

食事・買物 12,328 46.0% 

その「道の駅」しかない施設の利用（入浴・体験等） 1,529 5.7% 

その他 921 3.4% 

 合計 26,804 100.0% 

 

  （３）ドライブにおける「道の駅」の位置付けについてあてはまるものはどれ 

     ですか？ 

     ①目的地の一つであり、事前に調べてから出かける 

     ②走行中、見かけると必ず立ち寄る 

     ③特段目的がなければ寄らない 

     ④その他   

    ［回答］ 

項目 回答数 構成比 

目的の一つであり、事前に調べてから出かける 6,553 24.4% 

走行中、見かけると必ず立ち寄る 14,479 54.0% 

特段目的がなければ寄らない 4,681 17.5% 

その他 1,091 4.1% 

 合計 26,804 100.0% 

 

 

  （４）「道の駅」にこんなサービスがあればと思うものは何ですか？ 

［回答］（複数回答を含む） 

設備・サービスで望まれるもの ｺﾒﾝﾄ数 コメントに含まれるもの（抜粋） 

入浴関連施設 4,466 足湯 温泉 シャワー     

各種情報提供 2,794 観光情報 道路案内 特産品のレシピ     

マッサージ 1,300 マッサージ クイックマッサージ マッサージ機 按摩   

仮眠施設 1,274 仮眠 昼寝       

こども向け施設 1,066 キッズルーム 託児所 遊具 おむつ交換 授乳施設 

営業時間の延長 761 店舗営業時間 休日営業       

給油（ガソリンスタンド） 685           

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信等の環境整備 604 公衆無線 LAN PC設置       

ドリンクサービス 563 お茶 コーヒー       

ATM 539           

ペット関連施設 498 ドッグラン 専用レストラン トイレ     

携帯電話充電サービス 155           

現状で満足・特になし 2,401           

 

以上 


