
紙面でたどる「日本風景街道」紙面でたどる 日本風景街道」

道２１世紀新聞（ル トプレス）での広報の軌跡道２１世紀新聞（ルートプレス）での広報の軌跡
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ルートプレスの発行
◇ル トプレスとは◇ルートプレスとは

全国の道の駅１０５９カ所

（平成27年3月現在）を中心に（平成27年3月現在）を中心に

無償配布する道の駅新聞。

季刊、タブロイド判16頁、

フルカラーフルカラ 。

◇編集の基本方針

人と道の関わり合いを軸に人と道の関わり合いを軸に、

国土のあり方、防災問題などを

主なテーマとし、道の駅利用者を

はじめとする国民に 次世代へはじめとする国民に、次世代へ

引き継ぐべき国土の保全や整備

の重要性、環境保全の大切さを

訴える訴える。

紙面は プレビュー号 １面
２



ルートプレス発行の契機と動機
平成16年10月の新潟県中越

地震の際、道の駅が避難所になる

など救援・復旧の防災拠として

役立ったことを教訓に、道の駅や

国土のあり方を再考しようと

平成17年7月、Pre‐View号、同年9月、

創刊号を発行 平成2 年8月の創刊号を発行。平成27年8月の

第45号まで、46回発行。

発行の主な動機は、国土保全、

環境整備などの面で社会に貢献環境整備などの面で社会に貢献

できればという思い。 紙面は プレビュー号 ２～３面
３



ルートプレスと 人と道研究会の歩み
平成 ５年（１９９３） ４月 「道の駅」登録制度創設 １０３駅でスタ ト

平成１６年（２００４） ７月

１０月

ＮＰＯ法人人と道研究会 設立、 ８月登記

新潟県中越地震 発生

平成 ５年（１９９３） ４月 「道の駅」登録制度創設 １０３駅でスタート

９月

平成２３年（２０１１） ３月

平成１７年（２００５） ７月 ルートプレス２１ プレビュー号（０号）発行

ルートプレス２１ 創刊号（１号） 発行

東日本大震災 発生

平成２４年（２０１２） １２月

平成２５年（２０１３） ３月

〃５月～平成２４年３月 東日本大震災特別編集 第３２号～第３４号

「道の駅」２０年の年に、１００５駅と大台に

全国「道の駅」連絡会設立

平成 ５年（ ０ ３） ３月 道の駅」 ０年の年に、 ００５駅と大台に

平成２６年（２０１４） １０月 第3回全国「道の駅」連絡会総会で、
「道の駅」第２ステージ始動を確認

平成２７年（２０１５） ２月 国交省が「重点『道の駅』制度」を創設

平成２７年（２０１５） ６月 ル トプレスがマ ケティング大賞号外発行

平成２７年（２０１５） ２月 国交省が「重点『道の駅』制度」を創設

平成２７年（２０１５） ３月 ルートプレスが「重点『道の駅』制度」号外発行

平成２７年（２０１５） ５月 「道の駅」がマーケティング大賞 受賞

平成２７年（２０１５） ６月 ルートプレスがマーケティング大賞号外発行

平成２７年（２０１５） ８月 ルートプレス２１ 第45号（最新号） 発行
４



紙面に初めて登場した「日本風景街道」紙面 初 場 本風景街道」

「ル トプレス21」が 「日本風景街道」の「ルートプレス21」が、「日本風景街道」の
活動を初めて紙面掲載したのは、
２００６年（平成１８年）７月の第８号。２００６年（平成１８年）７月の第８号。

６面の１ページを使って、動き始めた
組 義活動や取り組みの意義を展望した。

このころすでに「道の駅も重要な役割」とこのころすでに「道の駅も重要な役割」と
いう見出しで、道の駅が担う意味にも
触れている。触 。

紙面は第８号（０６年７月）

５



０７年度は実践元年

応募ルート（候補）の地図を付し、応募ル （候補） 地図を付し、
「官民協働で地域おこし」を訴える
内容。

日本風景街道戦略会議委員の
石田東生 筑波大教授も寄稿で石田東生・筑波大教授も寄稿で、
「地域と道路行政の協働型の
みちづくり 多様な主体によるみちづくり、多様な主体による
連携を探る上で、大きな意義と
高い可能性を有している」と述べた高い可能性を有している」と述べた。

紙面は第１１号（０６年１２月） ６



戦略会議が提言（０７年４月）戦略会議が提言（０７年４月）

日本風景街道戦略会議（会長・

奥田碩日本経団連会長＝当時）

が「風景街道」の理念、目的、

仕組みなどについて提言仕組みなどについて提言。

・全国に運動を広げる・全国に運動を広げる

・多様性を確保する

・さらなる質の向上をはかるさらなる質の向上をはかる

・継続的な運動とする

の４つの運動方針を掲げた。

紙面は第１３号（０７年４月） ７



日本風景街道で輝く人たち 連載開始本風景街道 輝く ち 連載開始

第１４号（０７年８月）

では連載「日本風景

街道で輝く人たち」

の開始を予告。

石田東生教授が、

全国で運動を展開

する人たちとの交流

を紹介。

紙面は第１４号（０７年８月） ８



日本風景街道 登録開始

連載第１回は、第１５号の１面で登録開始を告げ、２～３面の２ページを使って活動を紹介（０７年１０月）
島根県松江市周辺のルート「ご縁をつなぐ神仏の通ひ路」を取材。 ９



先がけは北海道「シーニックバイウェイ」

第１６号（０７年１２月）からは、紙面の４～５面に見開く形で連載が定着。
10



“地域を愛する”人々結集

連載第３回は、渥美半島菜の花浪漫街道（第１７号 ０８年２月） 11



成功の鍵握る女性たち

連載第４回は、浦を結ぶ 蒲江・北浦大漁海道（第１８号 ０８年６月）
12



蔵の利用、冬の花火・・・

連載第５回は、福島県の桑折宿まちなか街道（第１９号 ０８年８月） 13



景観・味・音・香り・ふれあい

連載第６回は、埼玉県の秩父路ルネッサンス（第２０号 ０８年１０月） 14



空舞うトキ 帰ろう昔の島に

連載第7回は、新潟県の佐渡國しま海道（第２１号 ０８年１２月） 15



癒しの山と温もる情と

連載第8回は、長野県の“木曽路”中山道（第２２号 ０９年２月） 16



風景街道第１次連載終了
第１次連載 ルートプレス第８号（０６年７月）で、風景街道の活動を紹介して以来、

０７年４月の戦略会議の提言を受け、第１４号（０７年８月）で、

連載企画の開始を予告。同年９月の登録開始を機に、第１５号

（０７年１０月）から連載「日本風景街道ー輝く人たちー」をスタート。

年秋 年冬に予告編を含めて 回に渡り連載０７年秋～０９年冬に予告編を含めて９回に渡り連載。

第１次連載で取り上げたルート （予告編を含む。名称は簡略化）第 次連載で取り上げたル ト （予告編を含む。名称は簡略化）

日本風景街道熊野（和歌山県）／よりみち街道「中越」（新潟県）／ご縁をつなぐ

神仏の通ひ路（島根県）／シーニックバイウェイ「東オホーツク・ルート」（北海道）神仏の通ひ路（島根県）／シ ック イウ イ 東オホ ツク ル ト」（北海道）

／渥美半島菜の花浪漫街道（愛知県）／蒲江・北浦大漁海道（大分、宮崎両県）

／桑折宿まちなか街道（福島県）／秩父路ルネッサンス（埼玉県）／佐渡國しま

海道（新潟県）／“木曽路”中山道（長野県）
17



「風景街道」と「道の駅」の連携
ロゴマーク制定
風景街道の活動をさらに盛り上げようと

２０１２年、ロゴマークを制定。

点から線 線から面点から線へ、線から面へ
同時に「道の駅」が登録制度発足から

年で 年を迎えるのを機に２０１３年で２０年を迎えるのを機に、

連携に期待する機運が台頭。

ル トプレスも１２年８月の第３５号でルートプレスも１２年８月の第３５号で、

「日本風景街道登録１２７ルート全国図

（１２年３月現在）を掲載。地域活性化（１２年３月現在）を掲載。地域活性化

への連携強化を呼びかけ。
18



日本風景街道サミット

第３６号（１２年１１月）では、全国初の風景街道サミットの模様を詳報。 19



第２次連載スタート

第３７号（１３年４月）で連載再開。紹介したのは「枝垂れ桜の咲く里への回り道」
（新潟県）／「合掌・さくら」飛越街道（岐阜、富山両県） 20



「ひろがる・つながる」を目指して

第３８号（１３年８月）では、改めてシーニックバイウェイに焦点を当てた。 21



夕日と橋と教会と /最古の官道で歴史イベント

第３９号（１３年１２月）では、悠久の「竹内街道」（大阪府、奈良県）

／ながさきサンセットロード（長崎県）を紹介。 22



地域全体が歴史遺産／震災癒す「心の駅」

第４０号（１４年４月）では より道街道「中越 （新潟県）の震災復興第４０号（１４年４月）では、より道街道「中越」（新潟県）の震災復興

支援活動／東海道「駿河２峠６宿風景街道（静岡県）を紹介。 23



江戸～明治の街並み／西洋館や古民家、土蔵も

第 号（ 年 月） は 城 町あ づ道草街道（福島県） 右第４１号（１４年８月）では、城下町あいづ道草街道（福島県）＝右

第４２号（１４年１１月）では、愛宕街道（京都市鳥居本）＝左 を紹介。 24



街道染める「神山枝垂れさくら」

第４３号（１５年３月）では、いやし・もてなし神山街道（徳島県）を紹介。
25



寄稿を掲載／地方創生へ新たな交流寄稿を掲載 地方創 新たな交流

第４５号（１５年８ 第４４号（１５年５
月）からは、紙面
刷新を目的に、
寄稿も掲載

月）では、秩父路
ルネッサンスで
開催された 現寄稿も掲載。

筆者は小濱哲・
横浜商大教授。

開催された、現
地意見交換会の
模様を紹介。横浜商大教授。

取り上げたのは、
みどりの里・耳納

新たな交流を進
め、活動を活性
化させることを確風景街道（福岡

県）

化させることを確
認した。

紙面は第４４号紙面は第４５号
26



おわりにおわりに
「日本風景街道」は、２０１５年８月現在、全国１３６ルートが登録。日本風景街道」は、 ５年８月現在、全国 ３ ル トが登録。

地方創生には、地域の活力が不可欠。

風景街道の運動はまさに地方創生につながる大切な活動。風景街道の運動はまさに地方創生につながる大切な活動。

「道の駅」は 全国１０５９カ所にもなり 地域活性化に貢献している「道の駅」は、全国１０５９カ所にもなり、地域活性化に貢献している。

これからは、「風景街道」と「道の駅」がさらに連携を深めることが重要。

道の駅新聞「ルートプレス」は、今後も、「風景街道」の活動紹介を継続

し 「道の駅」の広報と合わせて 地域活性化に寄与していきたいし、「道の駅」の広報と合わせて、地域活性化に寄与していきたい。
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