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道の駅整備のたたき台（案）【計画コンセプト、導入施設】 

■ 計画コンセプト及び導入機能 

背景となる地域の概要、課題  基本方針（コンセプト） 具体的な機能メニュー 導入機能 

  １．茅ヶ崎の強みである高いブランド力を活かし、観光振興に取り組

み、地域創生を推進 

  

・夏季の海水浴やイベントを中心の

目的とした来訪客 

・年間を通じた観光消費を受け止め

る拠点が少ない 

・健康志向、自然志向が高まってい

る 

・“茅ヶ崎”というイメージが先行

しているが、観光拠点が少ない 

 ①観光消費を受け止める拠点の整備 ・サイクリングロード、キャンプ場、サーフィンな

どの体験、交流機会の提供 

・パークアンドライドにより周遊観光を可能とする

公共交通の導入、レンタサイクルなどの貸し出し 

・EV充電設備の設置 

 

【情報発信機能】 

（観光総合窓口） 

 

・イベントスペース 

・レンタル窓口 

・駐輪スペース 

・情報発信センター 

・バス停 

・EV充電設備 

・サーフィン、茅ヶ崎出身の歌手、

しらす、浜降祭等以外の、歴史風

土に根ざした観光資源について連

携した PRが不足している 

・観光は夏季に偏っている 

 

 ②市内観光資源を PRする情報発信の拠点の整備 ・市内の観光資源の情報提供、飲食店等の紹介 

・公衆無線 LAN等のインターネット環境の整備 

 

 

 

 

 

 

【情報発信機能】 

（観光総合窓口） 

（インバウンド観光） 

 

・情報発信センター 

・PRコーナー 

・公衆無線 LAN 

・首都圏のベッドタウンのため、居

住している女性や高齢者などの

潜在的な人材が活躍可能となる、

住職近接型の就業の場の創出が

望まれる 

 

 ③主婦層を中心とした女性や高齢者が元気に活躍できる場づくり ・1次産業、2次産業からの運営スタッフの住職近

接型の雇用 

 

【地域連携機能】 

（産業振興） 

 

・運営スタッフとしての雇

用 

・間接的な雇用、活躍の場

の創出 

・茅ヶ崎市の産業構造は 1次産業に

加え 2次産業も縮小傾向にある 

・今後の発展が期待できる 3次産業

を伸ばし、1次、2次産業との連

携による活性化が望まれる 

  ④1次、2次、3次産業の連携による６次産業の推進 ・地域で生産された農畜水産物やそれらの加工特産

品の開発・販売 

・茅ヶ崎ブランドづくり 

・市民向け直売所の設置や茅ヶ崎産の農畜水産物を

使った料理を提供するレストランの設置 

 

【地域連携機能】 

（産業振興） 

 

・物産販売所 

・レストラン 

・加工施設 

・ミーティングルーム 
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背景となる地域の概要、課題  基本方針（コンセプト） 具体的な機能メニュー 導入機能 

  ２．圏央道の開通によるアクセス性の向上を活かし、神奈川県全域

のゲートウェイになり、地域の魅力を国内外に向けて発信 

  

・圏央道の開通により、広域からの

アクセス性が大きく向上 

  ①神奈川県内の観光情報を発信する拠点の整備 ・神奈川県全域の観光総合窓口の設置、情報発信 

 

【情報発信機能】 

（観光総合窓口） 

 

・情報発信センター 

・東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催 

・外国人観光客の増加 

・ホノルル市との姉妹都市の締結 

 

 ②海外との交流を促進するインバウンド観光の拠点の整備 ・多様な外国人観光客に対応した多言語表示の案内

板及び観光案内所の設置 

・外国人観光客への利便機能 

【情報発信機能】 

（インバウンド観光） 

 

・案内板 

・案内カウンター 

・外国発行クレジットカー

ド ATM 

・免税店 

  ３．防災機能を備えた道の駅 

 

  

・道の駅は東日本大震災時には防災

拠点として機能した実績がある 

・茅ヶ崎市内には広域的な後方支援

の拠点となるようなスペースが

不足している 

・交通上の立地特性を活かした防災

拠点としての整備、市内の施設と

の連携が望まれる 

  ①市内の避難所、避難場所と連携できる防災拠点の整備 ・立地特性を活かした自衛隊や警察、消防等の救援

隊が参集することのできる後方支援拠点の形成 

・日常的に扱う食料品や飲料水等の、災害時を見据

えた保管、管理 

 

【防災機能】 

 

・防災広場 

・備蓄倉庫 

・太陽光発電 

・自家用発電機設備 

・防災トイレ 

・汚水処理設備 

・通信設備 

     

  ４．茅ヶ崎のライフスタイルを体験する賑わいの場を創出し、外部へ

と発信 

  

・道の駅は、外部からの観光客だけ

でなく、地域の利用者が多いほど

成功している事例が多い 

・市民が連日訪れるような施設が望

まれる 

 

  ①地元の人が集まり、時間を過ごせる居場所づくり ・通年を通して集客できる物販や飲食など地元の人

気店の誘致 

・生活の利便を高める２４時間営業の店舗の設置 

・キッズスペース、ゆったりスペースなど時間を過

ごせる場の提供 

・会議スペース等市民のさまざまな活動を誘発する

スペースの提供 

 

【地域連携機能】 

（賑わい交流） 

 

・ミーティング室 

・２４時間営業の店舗 

・キッズスペース 

・ゆったりスペース 

・カフェ 
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背景となる地域の概要、課題  基本方針（コンセプト） 具体的な機能メニュー 導入機能 

・多様な利用者ニーズへの対応、限

られた予算内での他の道の駅と

の差別化 

  ②魅力的な共用スペースの整備 ・屋外のイベントスペースや自由に利用できる芝生

広場などの確保 

・さまざまな利用者ニーズに対応したスペースの提

供 

 

【地域連携機能】 

（賑わい交流） 

 

・イベント広場、芝生広場 

・移動店舗、屋台 

 

 

・外部からの集客力の強化   ③茅ヶ崎のライフスタイルの発信 ・利用者の口コミ、雑誌や放送など各種メディアを

活用した、茅ヶ崎スタイルの外部への発信、顧客

誘致 

 

 

【地域連携機能】 

（地域振興） 

 

・ミニ放送局 

・サークル活動 

・ミニコミ誌 

 

  ５．周辺施設との連携 

 

  

・柳島地区周辺に存在し、計画され

ている各施設との連携による相

乗効果が望まれる 

・周辺道路から最も認識しやすく、

駐車場を有する道の駅が各施設

の玄関口となることが予想され

る 

  ①（仮称）柳島スポーツ公園、しおさい広場、柳島キャンプ場との連携 ・周辺施設利用者の動線、利便性を考慮した施設配

置計画 

・イベント等の施設機能、屋外スペースなどの利用

連携、役割分担 

・運営、サービス面での連携 

 

【地域連携機能】 

【情報発信機能】 

 

・屋外スペース 

・施設配置、エントランス、

バリアフリー動線 

・駐車場等の提携サービス 

・共催イベント 

  ６．持続可能な仕組みの構築 

 

  

・施設建設後にも魅力的な施設であ

り続けるための仕組みづくりが

望まれる 

  ①経営感覚をしっかり持った体制の構築 ・公共施設でありながら、しっかりと経営を進めて

いく体制の構築 

 

【地域連携機能】 

・ミーティング室 

・地元雇用 

・ハード、ソフトの新陳代謝・継続

性 

  ②若者の参加の促進による継続性の確保 ・機能やメニューへの若者の意見の反映、運営への

参画による継続性の確保 

 

【地域連携機能】 

 

・ミーティング室 

・アンテナショップ 

・ワークショップ、勉強会 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2vyIfFp8cCFcXGpgodkykA5Q&url=http://www.studioequipment.co.jp/record/studiotour/ashibinaa/ashibinaa.htm&ei=IFTNVe2fM8WNmwWT04CoDg&bvm=bv.99804247,d.dGY&psig=AFQjCNFe41tUIfljIECmTmfMonGbVp6-PA&ust=1439605777365992
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■ 想定される施設イメージ 

 

導入機能 主な利用者 道の駅条件 
施設イメージ 

想定施設 施設活用イメージ 

休憩機能  来訪者、市民 ○ 便所 ・清潔で利便性が高く立ち寄りたくなる便所 

来訪者、市民 ○ 駐車場 ・国道 134号、市道利用者及び地域振興施設利用者向けの駐車場  

情報発信機能 観光総合窓口 

来訪者 ○ 情報発信センター 

・湘南地域の観光地（鎌倉、江ノ島、海水浴場）周辺施設、地域のイベントの情報が紹介されているパン

フレットの設置や CATVでの放映等の観光情報の発信 

・天気や波の情報等の気象情報の発信 

・交通事故、通行止め、渋滞等の道路交通情報の発信 

・市内観光情報、飲食店の紹介 

・おみやげコンシェルジュや語り部（観光ガイド）など、利用者の湘南に関する疑問に対する説明や利用

者のニーズに合わせた観光案内など、地域に詳しい人が常駐しているコーナーの設置 

来訪者、市民   ホール・廊下 ・通路機能のほか、ギャラリー、イベントスペースとしても利用 

来訪者、市民   イベントスペース ・小規模な各種イベント等に利用 

来訪者、市民 ○ ＰＲコーナー ・地域の紹介や地元団体・サークルの作品等の展示スペース 

来訪者 ○ 周遊サービス 

・バスの発着 

・自転車駐輪場、レンタサイクルポート等の設置 

・ＥＶ充電設備 

インバウンド観光 来訪者 ○ 公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi） ・スマートフォン、タブレット端末に対応した無料公衆無線ＬＡＮの提供 

来訪者 ○ 案内カウンター ・外国人観光客等にむけた観光案内、インフォメーション 

来訪者 ○ 多言語案内板 ・多様な外国人観光客等に対応した多言語対応のユニバーサル案内板の設置 

来訪者 ○ ＡＴＭ ・外国発行クレジットカードも利用可能なＡＴＭの設置 

地域連携機能 産業振興 

来訪者、市民 ○ 物産販売所 

・地域の特産品や新鮮な食材、加工製品などをそろえた施設 

・地元人気店による飲食、物品等の販売 

・アンテナショップ（姉妹都市、ゆかりのまち等コーナー） 

・免税店 

来訪者、市民 ○ レストラン・カフェ 
・地元農産物や海産物を堪能できるレストラン 

・地元の食材を使用し、有名店等とコラボしたカフェ 

来訪者、市民 ○ 加工施設 ・新たな茅ヶ崎ブランドの開発・加工・販売 

市民 ○ ミーティングルーム ・地域主体の運営メンバーによる商品開発、イベント企画、研修など 

賑わい・交流 来訪者、市民 ○ ミーティングルーム ・各種サークル活動や教室スペースとしての利用 

来訪者、市民   ２４時間営業の店舗 ・来訪者や市民の利便性を高める 

来訪者、市民   キッズスペース ・時間消費型の施設として、子どもを安心して遊ばせられるスペース 

来訪者、市民   くつろぎスペース ・休日の午前などにゆったりと時間を過ごせる場所 

来訪者、市民   屋外広場 ・イベントやくつろぎの場として利用 

防災機能 防災   ○ 備蓄倉庫 ・災害時における救援物資等の中継基地（物資の集積など） 

  ○ 駐車場 
・救援部隊等の活動拠点 

・道路利用者の一時避難施設 

  ○ 自家発電施設 ・拠点活動に最低限必要な電源の確保 


