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１．道の駅草津リノベーション構想策定の趣旨 

道の駅草津はさざなみ街道沿いに位置し、気軽に立ち寄れ、都市と農村との地域間交
流や道路利用者の休憩機能等を併せ持った施設として、平成 15 年 4 月に供用を開始し
ました。 
平成 18 年度のピーク時には約 33 万人の利用者が訪れていましたが、近年では約 20

万人前後まで減少しています。 
一方で、オープン時から、駐車場の慢性的な混雑状況があることや、供用開始から 17

年が経過し、施設や設備の老朽化もみられるようになりました。 
このような現状を踏まえ、道の駅草津の機能や魅力の向上、および周辺の一体的な活

性化や誘客促進を通して、草津市の農業振興を図るとともに、地方創生の拠点形成を目
指すため、道の駅草津リノベーション構想を策定するものです。 
なお、道の駅草津リノベーション構想の策定にあたり、意見の交換を目的とした「道の

駅草津リノベーション構想策定懇話会」を設置し、多様な意見を参考にして取りまとめ
ました。 
 

 

２．道の駅草津の設置目的 

草津市立グリーンプラザからすま条例（平成 14年 4月 1日 条例第 27号） 

第 1 条 都市住民との交流を基盤にし、新たな農業振興を図るために草津市立グリー
ンプラザからすまを設置する。 

第 3条 グリーンプラザからすまは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 農林漁業体験学習に関すること。 
(2) 農林水産業および地域の情報収集、発信に関すること。 
(3) 地域食材等の供給に関すること。 
(4) その他前各号に付帯する業務 
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３．「道の駅」とは 

（１）「道の駅」とは 

道の駅とは、道路利用者が安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供、
地域のにぎわい創出を目的として作られた施設です。 

平成 5 年 4 月に「道の駅」として初
めて全国で 103 箇所を登録し、令和 3
年 6 月 11 日時点で合計 1,193 駅が登
録されています。 

「道の駅」の設置者は市町村などで、
市町村長から国土交通省に申請し登録
されます。 

管理や運営は、指定管理者等が約 4割、
第三セクターが約 3割、そのほか市町村
の直営や、観光協会等への委託となって
います。 
 

出典：全国道の駅連絡会「道の駅の取り組み」 

 

 

【３つの機能】 

「道の駅」は以下の 3 つの機能を兼ね備えており、駅ごとに地域の特色や個性のある
情報発信、様々なイベントの開催により、利用者が楽しめるサービスも提供しています。 

◎ 休 憩 機 能 ：24時間無料で利用できる駐車場とトイレ 

◎ 情報発信機能：道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報等の提供 

◎ 地域連携機能：文化教養や観光レクリエーション等の地域振興施設の設置 

 
 
 
 
 
 

 
出典：日経新聞社ナビサイト、nikkei4946.com「道の駅の今を知る」 
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（２）「道の駅」の新たなステージ 

平成 5 年から始まった「道の駅」制度は、創設から４半世紀がたち、令和２年からの
新たなチャレンジとして「地方創生・観光を加速する拠点」がとりまとめられました。 

第１ステージで「道の駅」に求められた機能は、24時間無料で利用可能な休憩所とし
ての機能や、農産物直売所ブームの流れを受け、「道の駅」にも農産物等の直売所を併設
するところが増えていきました。 

第２ステージとなる平成 25 年以降は、公共サービス機能の集積、防災インフラに加
え、訪日外国人の案内や情報発信が期待されるようになりました。また、テーマパーク・
体験施設・ホテル等も併設されるようになり、観光等の目的地として成長しました。 

このような中、第３ステージとなる令和２年以降は、制度開始から４半世紀が経過し、
老朽化を迎えている施設も目立つため、自然災害の頻発化や激甚化による災害への備え
や、子育てへの対応なども必要になっています。 

これらのことから、『地方創生・観光を加速する拠点』として、観光や防災などの取組
を、官民の力を合わせて加速させることとしています。 

 

 

 

図 道の駅「第３ステージ」の新たなコンセプト 

出典：国土交通省「道の駅」第 3ステージ推進委員会資料 
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１．上位・関連計画 
（１）第６次草津市総合計画 

計画期間：令和 3（2021）年度から令和 14（2032）年度までの 12年間 

将来ビジョンである「ひと・まち・ときをつなぐ 絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市
草津」の実現に向けたまちづくりの推進を図ります。 

●将来のまちの構造 
・道の駅草津を含む烏丸半島周辺エリアを「観光レクリエーション拠点」として位置づけ
ています。 

・「観光レクリエーション拠点」は、琵琶湖などの恵まれた⾃然や市立⽔⽣植物公園み
ずの森などの施設が集積した地域特性を最⼤限に⽣かし、憩いや安らぎを提供すると
ともに、幅広い⼈々の交流を促進する北部の拠点です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 上位・関連計画および広域的な関連施策 

道の駅草津 

SDGsについて 
総合計画では SDGsを用い
て、多様なステークホルダー
との連携の強化や目標の共有
を図りながら、取組をより一
層進めることで、SDGsの目
的である持続可能なまちの実
現を目指します。 
第 1期基本計画では、基本
方針ごとに関連する SDGsの
17の目標を示し、SDGsの目
的である持続可能なまちの実
現を目指します 
 
 
 
 
 
 




