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シンポジウム
第9回
全国

日時

in幸田
ライブオンライン開催

主催：第9回全国「道の駅」シンポジウムin幸田実行委員会
国土交通省中部地方整備局、 愛知県、 幸田町、
（一社）全国道の駅連絡会、 中部ブロック「道の駅」連絡会【 】

令和
3年
令和
3年10月21日10月21日
～「道の駅」第3ステージの推進～～「道の駅」第3ステージの推進～

静岡県　富士山静岡県　富士山長野県　南アルプス長野県　南アルプス 三重県志摩市　リアス海岸三重県志摩市　リアス海岸

長野県　五平餅長野県　五平餅三重県　伊勢神宮三重県　伊勢神宮岐阜県　鵜飼い岐阜県　鵜飼い

愛知県幸田町　「ハッピネス・ヒル・幸田」シンポジウム開催場所愛知県幸田町　「ハッピネス・ヒル・幸田」シンポジウム開催場所

長野県　信州そば長野県　信州そば 愛知県　犬山城愛知県　犬山城

長野県　天竜舟下り長野県　天竜舟下り静岡県　茶畑静岡県　茶畑

三重県　海女三重県　海女

岐阜県　下呂温泉岐阜県　下呂温泉

愛知県幸田町　道の駅「筆柿の里・幸田」愛知県幸田町　道の駅「筆柿の里・幸田」

愛知県幸田町　こうた凧揚げまつり愛知県幸田町　こうた凧揚げまつり

静岡県熱海市静岡県熱海市

愛知県　太平洋岸自転車道愛知県　太平洋岸自転車道 愛知県　名古屋城愛知県　名古屋城

長野県　雷鳥長野県　雷鳥

岐阜県　高山祭り岐阜県　高山祭り

岐阜県　大野町バラ公園岐阜県　大野町バラ公園

愛知県幸田町　筆柿愛知県幸田町　筆柿

岐阜県　白川郷岐阜県　白川郷

静岡県　伊豆半島ジオパーク静岡県　伊豆半島ジオパーク
©伊豆半島ジオパーク推進協議会 

【お問合せ】
第９回全国「道の駅」シンポジウムin幸⽥実⾏委員会事務局
TEL︓03-5621-3188 ／ FAX︓03-5621-3153

木

同時開催

14：00～
17：25
14：00～
17：25

道の駅まつりリレートーク　オンライン企業展示会　9：30～13：30

道の駅からいろいろな情報を集めながら中部ブロックを一周します。
愛知県をスタートして静岡県、長野県まで、さらに、岐阜県、三重県を回り愛知県に戻ります。
6つの道の駅から、「道の駅の紹介、様々な取組み、おすすめ情報」をお届けします。

■道の駅「筆柿の里 幸田」
（愛知県幸田町） 

■道の駅「朝霧高原」
（静岡県富士宮市）

■道の駅「南信州とよおかマルシェ」
（長野県豊丘村）

■道の駅「パレットピアおおの」
（岐阜県大野町）

■道の駅「飯高駅」
（三重県松阪市）

■道の駅「田原めっくんはうす」
（愛知県田原市）

道の駅リレートーク

道の駅シンポジウム オンライン企業展示会出展の企業様から、道の駅活性化のための支援情報を
発表します。

読売新聞販売店を支え続けて50年！企業様や自治体にも実績があります。ノベルティ
やPR印刷物の制作、各種イベントを手掛けたり、広告などでの販売促進支援、その他、
防災用品などの備品調達まで幅広く対応いたします。

企業プレゼン LIVE

㈱読売情報開発

みんなにうれしい道の駅へ。LIXILは、さまざまなニーズに対応する商品で、
道の駅の価値向上のお手伝いをいたします。㈱ LIXIL

道の駅 施設外の停電対策として、最適な無停電LED照明装置「消えないまちだ君」。
東京都町田市と共同で開発し・特許を取得、既に全国に約1200基の導入実績あり。㈱イズミ

旅行者サービスで、道の駅の収益拡大。防災対策により避難者の安全を
確保します。ソフト・オン・ネットジャパン㈱

きれいなトイレで道の駅の魅力をアップ！最新の機能と商品で利用者に
喜ばれるトイレ空間の実現をお手伝いします。TOTO㈱

やさしい子育て空間を創造します。コンビウィズ㈱ 

関連イベント

愛 知 県 商 工 会 連 合 会、幸 田 町 商 工 会、愛 知 県 町 村 会、
一般社団法人 日本道路建設業協会中部支部、一般社団法人 愛知県観光協会、
一般社団法人 愛知県建設業協会、（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部、
株式会社 建通新聞社 中部支社、中日新聞社、株式会社 中部経済新聞社、
株式会社 日刊建設工業新聞社、株式会社 日刊建設通信新聞社、FM AICHI、
テレビ愛知、CBC テレビ

後援：



基調講演 「道の駅」第3ステージの推進に向けた取り組み方針

パネル
ディスカッション

ニューノーマルを見据えた「道の駅」の更なる進化へ
～拠点化と連携に向けて～

「道の駅」シンポジウム第9回
全国「道の駅」シンポジウム第9回
全国

in幸田in幸田

徳山 日出男

政策研究大学院大学 客員教授　

元国土交通事務次官。
「道の駅」第３ステージ推進委員であり、国土交通省在職中を含め
長きにわたり道の駅の施策に取り組まれている。

石田 東生

宇佐美 晃三

道の駅
「パレットピアおおの」駅長

大野町長

筑波大学名誉教授

「道の駅」第3ステージ推進委員長。
専門分野は「交通計画」や「インフラ政策決定」「政策決定とモニタリングのため
の移動調査」等多岐に亘る。
現在は（一財）日本みち研究所理事長として、「道の駅」の多様なニーズや質的向上、
既存施設のリニューアル等の調査・研究を行い、地方創生に尽力されている。

「道の駅」第３ステージ（2020 ～ 2025 年）では「地方創生・観光を加速する拠点」＋「ネットワーク化で
活力ある地域デザインにも貢献」をコンセプトに、全国各地で取組が進められています。また、新型コロナ
ウイルス感染拡大を踏まえたニューノーマルに対応した「道の駅」や地域の経営が求められています。
本シンポジウムは、これらをテーマとして、今後の新たな活動や、取組の質的向上の契機となることを

目的に開催します。

大久保 あかね

静岡県立大学　教授

山下 政良

田原市長

濱井 幸太郎

道の駅
「奥伊勢おおだい」駅長

コーディネーター

パネリスト

開会式

基調講演

休　憩

パネルディスカッション

幸田宣言

閉　会

14：00

14：20

15：15

15：25

17：05

17：25

第9回全国「道の駅」シンポジウム in 幸田 プログラム

挨　　拶：シンポジウム実行委員会委員長　幸田町長　　成　瀬　　　敦
祝　　辞：愛知県知事　　　　　　　　　　　　　　　　大　村　秀　章

テ ー マ：「道の駅」第3ステージの推進に向けた取り組み方針
講 演 者：筑波大学名誉教授　石田　東生

テ ー マ：ニューノーマルを見据えた「道の駅」の更なる進化へ
　　　　　～拠点化と連携に向けて～
コーディネーター：政策研究大学院大学　客員教授　

パネリスト：道の駅「パレットピアおおの」駅長：大野町長
　　　　　　静岡県立大学　教授
　　　　　　田原市長
　　　　　　道の駅「奥伊勢おおだい」駅長

道の駅リレートーク①

企業プレゼン LIVE

道の駅リレートーク②

関連イベント プログラム

■ 道の駅「筆柿の里　幸田」（愛知県幸田町）
■ 道の駅「朝霧高原」（静岡県富士宮市）
■ 道の駅「南信州とよおかマルシェ」（長野県豊丘村）

■ ㈱読売情報開発
■ ㈱ＬＩＸＩＬ
■ ㈱イズミ

■ 道の駅「パレットピアおおの」（岐阜県大野町）
■ 道の駅「飯高駅」（三重県松阪市）
■ 道の駅「田原めっくんはうす」（愛知県田原市）

■ ソフト・オン・ネットジャパン㈱
■ ＴＯＴＯ㈱
■ コンビウィズ㈱

徳　山　日出男

宇佐美　晃　三
大久保　あかね
山　下　政　良
濱　井　幸太郎

9：30～ 10：00

10：00～ 10：45

13：00～ 13：30

※関連イベントへ参加の場合、第9回全国「道の駅」シンポジウムin幸田
に参加登録済みの方は新たに参加手続きは不要です。メールでご案内
しているシンポジウム参加のためのリンク（URL）へおつなぎください。
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