
 

 記者発表資料（１）                      福 島 市  
 

令和４年４月７日 

 

道の駅ふくしま いよいよ4/27オープン！ 
～ 道の駅ふくしまをご紹介します ～ 

 

 ４月２７日にグランドオープンする「道の駅ふくしま」の内容をご紹介します。 

 

道の駅種別 一体型（福島県） 路 線 名 主要地方道上名倉・飯坂・伊達線 

所 在 地 福島市大笹生字月崎１番地の１（電話 024-572-4588） 

敷 地 面 積 ２７，５６２㎡ 

建 物 構 造 
道の駅本体・屋内こども遊び場：木造平屋建て 

防災倉庫・倉庫：鉄筋造 

延 床 面 積 
道の駅本体２，２６２㎡  屋内こども遊び場５００㎡ 

防災倉庫１５０㎡  倉庫７０㎡ 

施 設 概 要 

駐車場３１７台（大型３６台、小型２７６台、おもいやり駐車場５台） 

道の駅本体（２，２６２㎡） 

 ① トイレ ５０器＋こども用２器 

    内訳）男子  小１０器、大８器、こども用１器 

       女子  大３１器、こども用１器 

       多目的１器 

 ② 道路情報コーナー（８０㎡） 

 ③ 観光案内所（インフォメーション） 

 ④ 直売所（約５８０㎡） 

 ⑤ 飲食コーナー（約２００㎡） 予定座席数 約１００席 

 ⑥ レストラン（約１８０㎡） 予定座席数約８０席 

 ⑦ レンタサイクル（ＢＥＳＶ社製 E-BIKE）１０台 

屋内こども遊び場（５００㎡） 

 ①大型木製遊具１台 

 ②木製樹木２本（リンゴ・モモ・ナシ・ブドウ用） 

 ③制作遊具（野菜畑、お店屋さん、木製キッチン） 

 ④屋内砂場 

ドッグラン（約４８０㎡）  

電気自動車急速充電器１台 

あらかわクリーンセンターのごみ焼却熱を利用した再生可能エネルギー由

来の発電電力を供給。 

 

 
担当：観光交流推進室 地域資源振興係 

   室次長 持地啓至、係長 鈴木誠 

   電話024-525-3722（直通） 



道の駅ふくしま いよいよ4/27(水)オープン！
～ 道の駅ふくしまをご紹介します ～

4/27(水) グランドオープン
4/21(木)～4/23(土) プレオープン



施 設 の 配 置

多目的広場

多目的広場
屋内こども
遊び場 ドッグラン

防災倉庫

思いやり
駐車場

EVスタンド

←高湯 フルーツライン 飯坂→

道の駅本体



トイレ・道路情報コーナー・インフォメーションほか

～「道の駅ふくしま」の基本機能～

◎トイレ：24時間利用可能

・男女トイレともに子ども
用トイレあり

・多目的トイレ
・女子トイレにはお化粧
直し用のパウダールーム

・温水シャワー(有料)

◎道路情報コーナー
24時間利用可能

・国道と県道の道路情報
モニター

・無料Wi-Fi
・県道モニターには本市
の各種動画も流れる

・周遊観光ＭＡＰ設置
・ストレッチコーナー
・周遊促進カード「周遊
手形“縁”」の設置

◎インフォメーション
スタッフ常駐(9:00～18:00)

・観光案内
・各種受付
・インバウンド対応
・デジタルサイネージに
よる各種案内

・おむつのバラ売り対応

◎ベビーケアルーム
24時間利用可能

・おむつ交換台２台
・授乳室２室
・調乳用のための給湯



道の駅ふくしまアプリ 周遊手形 縁（えにし）

福島 太郎 さん

◎会員
道の駅ふくしま入館時に
ＱＲコードを読み込むこ
とでポイントが加算。
一定のポイントがたまる
と道の駅での買い物で
ポイント分の値引きとし
て利用できます。

◎周遊案内
道の駅周辺のサイクリン
グモデルコースをご案内。
電動アシスト機能付きの
レンタサイクルご利用の
際はぜひご活用を
���

◎クーポン
登録店舗で割引やお得な
サービスが受けられます。
登録店舗は誘客ツールと
して活用するとともに、
利用者の属性データを把
握することで、マーケ
ティングに活かすことも
可能。

◎スタンプラリー
デジタルスタンプラリー
も楽しめます。
スタンプをためて、お得
なサービスをＧＥＴしよ
う。



直売所・物販コーナー

～解放感あふれる売場でゆっくりとお買い物を～

「くだものの宝石箱」の旬のくだものを
豊富に扱います。オープン時はイチゴ�
の良い香りでお客様をお出迎え。

セミセルフレジ６台が稼働。お客様を
お待たせしません���

ふくしまスィーツ・プレミアム認証品
も道の駅ふくしまで購入できます�

本市唯一の酒蔵をはじめ、福島県が誇
る美味しい日本酒も扱います���



レストラン 「あづまキッチン」

～吾妻山の雪うさぎがお出迎え。一人専用席も準備。ふくしまの食をゆっくり堪能～

レストランからは吾妻連峰の眺望が楽
しめます。春には「雪うさぎ」がお出
迎え���

足を伸ばしてゆったりできる「小上がり」
でお食事。小さいお子さまのいるご家庭
はぜひ。

福島牛�、エゴマ豚�、県産ブランド鶏
	などをふんだんに使ったメニューを用意。

お一人でのお食事は一人用専用席も。
無料Wi-Fiもつながるので、コワーキン
グスペース的な使い方もあり。



フードコート

～特色の異なる店舗・メニューのラインナップ～

◎「FRUIT FACTORY Yukiusagi」
地元産フルーツスィーツ系ショップ

◎「大笹生カリィ」
大笹生産の素材にこだわったカレー店

◎「海鮮丼・寿司 〇（まる）」
福島県沖でとれる「常磐もの」などの新鮮
なネタを贅沢に




◎「麺処ひろ田製粉所 福島大笹生店」
石臼挽き全粒県産小麦使用のラーメン店



レンタサイクル・ドッグラン

～吾妻連峰の眺望を楽しみながら、ふくしまの食を堪能～

電動アシスト機能付き自転車のレンタサイクル（有料：２時間３００円）。
本格的スポーツタイプから、女性や小柄な方でも使用できるタイプを準備。
道の駅周辺の果樹畑を颯爽と走ったり、スカイパークまでのヒルクライム
も電動アシストで楽々サイクリング。

中・大型犬と小・中型犬に分かれて利用できる��ドッグラン（無料）。

天然芝で犬の肉球にも優しい。ドッグシャワーも整備



屋内こども遊び場

～夏涼しく、冬暖かい、木質感あふれる遊び場（福島県産材使用） ～

木製遊具としては東北最大級の大きさ。
秘密基地・迷路のような空間が子ども
の創造性を刺激します。

くだもの狩りを模した木製遊具など、
木に触れて感じる木育の場。

手荷物預けや水分補給はこちらで。
休憩スペースでは子育て支援イベント
も実施予定。

手につきにくく、抗菌効果の高いホワ
イトサンド。

ぼうけんの森

ひだまりの庭

休憩スペース

屋内砂場



防災・環境を意識した 重点「道の駅」

～防災への意識・環境に優しい道の駅～

◎防災倉庫

・災害等の非常時
のために、毛布
や非常食等を備
蓄。

・福島市内には、
道の駅、飯坂
消防署、ＮＣＶ
ふくしまアリー
ナの計３か所設
置。

◎耐震性貯水槽

・災害時には、
飲料水を供給。

・40トンの水
が貯水可能。
約4400人分の
３日分の飲料
水を確保。

・火災の際は、
消火用水とし
て使用可能。

◎電力の地産地消

・道の駅ふくしまは

クリーンセンター

のごみ焼却熱を利

用した発電(バイオ

オマス発電)による

電力を使用。

・バイオマス発電は

CO₂の発生が抑制
されたクリーン電

力。

◎太陽光発電

・屋内こども遊び
場の屋根に設置

・31kwh発電可能
・発電した電気は
道の駅本体に供
給。

・停電時(日照有)
には、道の駅ト
イレ・道路情報
コーナーに電力
供給。

重点「道の駅」とは？ ～ 福島県内３か所目（猪苗代・までい館・ふくしま）

国土交通大臣が地方創生の核となる特に優れた「道の駅」の企画を選定し、重点的に応援する取り組み。
道の駅ふくしまは「第３ステージ」の道の駅として、防災面の取り組みも評価されています。



4/27 グランドオープン 4/21～4/23 プレオープン

４月１９日(火) 10:00～12:00
 ～ 市政記者クラブ様 内覧会 ～


