
県内「道の駅」の概要 ※非公表情報は、塗り潰しさせていいただいております。

　　　　　　　　　　 主な機能（農産物直売・物産販売・情報発信機能以外）

飲食関係 特徴的な機能 防災機能

さかい 敷地 17,000㎡ 町事業費 （株）さかいまちづくり公社（第3セクター） R1 41.9万人 R1 ・さかいキッチン（ビュッフェ方式） ・隈研吾デザイン（新レストラン、さかいサンド店舗)
（平成8年10月） 施設 554㎡ 県事業費 H30 33.6万人 H30 ・さしま茶サロン ・沖縄県国頭村公設市場（沖縄物産館）
（ﾘﾆｭｰｱﾙ 平成31年4月） 駐車場 町支出 H29 30.2万人 H29 ・さかい鉄板（ウルフギャング） ・さかい河岸ブルワリー（地ビール工房）

小型車 114台 ・指定管理料：なし（独立採算制） H28 29.3万人 H28 ・さかいサンド（サンドイッチ）
大型車 13台 町収入（R1） H27 26.7万人 H27 ・麺工房（ラーメン）（令和3年2月ｵｰﾌﾟﾝ予定）

計 127台 ・寄付（家賃）： ・ピザーラ（令和3年3月ｵｰﾌﾟﾝ予定）

だいご 敷地 8,600㎡ 町事業費 （一社）大子町振興公社 R1 25.0万人 R1 ・だいご味レストラン（定食・麺類） ・温泉浴場 （防災道の駅申請予定）
（平成10年10月） 施設 1,224㎡ 県事業費 　　　　　　　　　　　※経常利益（R1）： H30 26.9万人 H30 ・売店（鮎塩焼き・だんご） ・レンタルサイクル ・防災倉庫

駐車場 町支出（R1） H29 27.2万人 H29 ・ヘリポート
小型車 79台 ・付帯設備維持管理料：     　　（独立採算制） H28 28.2万人 H28
大型車 6台 町収入（R1） H27 29.5万人 H27

計 85台 ・テナント使用料： 

しもつま 敷地 19,480㎡ 市事業費 （株）ふれあい下妻（第3セクター） R1 73.3万人 R1 ・シモン亭（和風レストラン） ・納豆工場（見学可）
（平成11年9月） 施設 1,973㎡ 県事業費 H30 75.1万人 H30 ・そば打ちめいじん亭 ・コンビニ（物産販売も行う）
（ﾘﾆｭｰｱﾙ 平成27年9月） 駐車場 計 市支出 H29 75.7万人 H29 ・下妻食堂陽陽（ラーメン） ・展望台

小型車 72台 ・指定管理料：なし（独立採算制） H28 76.1万人 H28 ・BAKERYしもんぱん ・宝くじ売場
大型車 53台 市収入（R1） H27 56.6万人 H27

計 125台 ・売上割戻金： 

いたこ 敷地 18,860㎡ 市事業費 （株）いたこ（第3セクター） R1 52.7万人 R1 ・おふくろ亭（カフェテリア方式） ・免税店登録
（平成14年4月） 施設 2,282㎡ 県事業費 　　　　　　　　　　 ※経常利益（R1）： H30 58.2万人 H30 ・虹工房（地域特産品による菓子等） ・ひかりの広場（屋根付き）、巨大LEDモニター
（ﾘﾆｭｰｱﾙ 平成29年4月） 駐車場 計 市支出（R1） H29 57.6万人 H29 ・キッチンカー（米粉麺フォー） ・グラウンドゴルフ

小型車 261台 ・指定管理料： H28 52.1万人 H28 ・バス停
大型車 21台 市収入（R1） H27 54.6万人 H27

計 282台 ・収益納付金： 

ごか 敷地 20,000㎡ 町事業費 （株）五霞まちづくり交流センター（第3セクター） R1 76.1万人 R1 ・華こぶし（定食・そば） ・ETC2.0（高速道路を一時退出可）
（平成17年4月） 施設 1,551㎡ 国事業費 H30 80.8万人 H30 ・ファーストフード（ジェラード・麺類） ・宝くじ売場
（ﾘﾆｭｰｱﾙ 平成25年7月） 駐車場 町支出 H29 80.6万人 H29 ・屋外フードコーナー（人形焼・カレーパン）

小型車 129台 ・指定管理料：なし（独立採算制） H28 81.1万人 H28
大型車 68台 町収入（R1） H27 80.5万人 H27

計 197台 ・売上割戻金： 

まくらがの里こが 敷地 41,000㎡ 市事業費 （株）ダイナック（民間） R1 108.9万人 R1 ・みやことほまれ（フードコート） ・コンビニ（ファミリーマート（24H）） ・災害用臨時トイレ
（平成25年7月） 施設 2,200㎡ 国事業費 H30 110.5万人 H30 ・カフェ・ベーカリーはなもも ・大屋根広場 ・自家発電装置
（駐車場拡張 令和2年7月） 駐車場 計 市支出 H29 111.7万人 H29 　（パン・スムージー・スイーツ） ・芝生広場 ・太陽光発電

小型車 354台 ・指定管理料：なし（独立採算制） H28 112.8万人 H28 ・惣菜屋けやき（からあげ・コロッケ）
大型車 37台 市収入（R1） H27 105.2万人 H27 ・お茶コーナーさしま

計 391台 ・売上割戻金： 

かわプラザ（常陸大宮市） 敷地 55,884㎡ 市事業費 元気な郷づくり（株）（第3セクター） R1 54.7万人 R1 ・レストラン常陸亭（そば） ・コンシェルジュ配置（1名） ・自家用発電設備
（平成28年3月） 施設 1,981㎡ 県事業費 　　　　　　　　　　　※経常利益（R1）： H30 58.4万人 H30 ・麺屋げんき（ラーメン） ・体験農園 ・災害用井戸

駐車場 計 市支出（R1） H29 60.9万人 H29 ・瑞穂牛キッチンCOWCOW（ステーキ・メンチカツ） ・イベント広場（屋根付き） ・防災倉庫
小型車 133台 ・指定管理料： H28 75.4万人 H28 ・ジェラード＆スムージー ・わんぱく広場（遊具あり） ・ヘリポート
大型車 18台 市収入 ・バーベキュー施設（12炉） ・親水広場 ・非常用受水槽・貯留槽

計 151台 ・取り決めなし ・バス停（市民バス） ・ソーラー照明灯・太陽光パネル

ひたちおおた 敷地 22,136㎡ 市事業費 常陸太田産業振興（株）（第3セクター） R1 76.1万人 R1 ・shunsai（ビュッフェ方式） ・コンシェルジュ配置（1名） ・防災倉庫
（平成28年7月） 施設 1,814㎡ 県事業費 　　　　　　　　　　 ※経常利益（R1）： H30 78.8万人 H30 ・夢玄（そば） ・コンビニ（デイリーヤマザキ） ・防災用仮設トイレ

駐車場 市支出（R1） H29 81.1万人 H29 ・TOKUSAN（ラーメン） ・トマトハウス（体験農園） ・災害用井戸
小型車 211台 ・指定管理料：     　　（トイレ・駐車場部分） H28 70.0万人 H28 ・BIENVERT（パン） ・イベント広場（屋根付き） ・太陽光発電装置
大型車 14台 市収入 ・Hitachi Gelato（ジェラート） ・子ども広場（遊具あり） ・貯水タンク

計 225台 ・取り決めなし ・亀印本舗（餅菓子）（加工所利用） ・バスターミナル（市内循環バス・高速バス）
・お惣菜処彩卓（惣菜・弁当）（加工所利用）

グランテラス筑西 敷地 47,709㎡ 市事業費 （株）ちくせい夢開発（第3セクター） R1 96.4万人 R1 ・和風レストラン雅 ・コンビニ（ローソン（24H））
（令和元年7月） 施設 4,482㎡ 国事業費 ・そば元本舗 ・リラクゼーションルーム（24H）

駐車場 計 市支出 ・らーめん桜 　　コインシャワー・コインランドリー
小型車 318台 ・指定管理料：なし（独立採算制） ・FARM'S（ジェラート） 　　マッサージチェア・リクライニングチェア
大型車 43台 市収入 ・ベーカリーズキッチンオハナ（パン） ・キッズスペース（屋内）

計 361台 ・取り決めなし ・ちくせいダイニング（惣菜） ・屋外ステージ、芝生広場、渡り廊下デッキ
・なごみキッチンひまわり（ハム） ・わんぱく広場（遊具あり）
・Bromagee（チョコレート） ・スラックラインパーク
・スターバックス（ドライブスルー可） ・ドッグラン
・バーベキュー施設（休止中） ・シェアサイクル

・宝くじ売場
・バス停
・いちご農園（民間）が隣接

かさま 敷地 36,000㎡ （概算） （株）道の駅笠間（第3セクター） （想定） （想定） ・和風レストラン（NTB古潭グループ） ・栗ミュージアム（栗のPR・販売） ・防災用井戸
（令和3年秋ｵｰﾌﾟﾝ予定） 施設 2,361㎡ ・活龍ラーメン（ラーメン・餃子） ・コンビニ ・防災用マンホールトイレ

駐車場 市支出（想定） ・グリルKfarm's（ハンバーグ・ステーキ） ・多目的広場（屋根付き）、芝生広場 ・ヘリポート
小型車 276台 ・指定管理料：なし（独立採算制） ・ジェラート・ソフトクリーム ・シェアサイクル
大型車 16台 市収入（想定） ・バス停・待合所（高速バス）

計 292台 ・ 

常総市 敷地 20,000㎡ （概算） （株）ＴＴＣ（民間） （想定） （想定） ・レストラン ・足湯 ・防災備蓄倉庫
（令和5年3月ｵｰﾌﾟﾝ予定） 施設 2,000㎡ ・パン＆カフェ ・コンビニ ・貯水タンク

駐車場 市支出（想定） ・スイーツ ・ドッグラン
小型車 176台 ・指定管理料：なし（独立採算制） ・バーベキュー施設 ・ETC2.0（高速道路を一時退出可）
大型車 53台 市収入（想定） ・レンタサイクル

計 229台 ・ 

売上高
（ﾃﾅﾝﾄ売上含む）

道の駅
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