
＜別紙＞ 「道の駅」等観光交流施設設置可能性調査報告書からの抜粋 

※一部最新データに更新 

１ 羽咋市の概況 

羽咋市は、周囲を日本海、碁石ヶ峰、眉丈山丘陵に抱かれた里山里海の自然豊かな都市で、

千里浜海岸などの自然資源や気多大社、妙成寺など優れた歴史文化資源、神子原米など豊かな

自然に育まれた農産物や特産品を数多く有している。 

一方、能登の玄関口に位置している立地条件より、立ち寄り型の観光客が 9割以上を占め、 

また、観光入り込みは千里浜、気多大社の2箇所が傑出しているのが大きな特徴である。 

 

 

 

 

 

位置及び周辺状況 能登半島の玄関口西部に位置 

①人口 約23,000人（H22国勢調査） 

②アクセス 

金沢まで約40分（能登有料道路） 

七尾・和倉温泉へ車で約30分、 輪島まで約60分（能登有料道路） 

氷見まで約30分（国道415号） 

③交通網 

のと里山海道（金沢－七尾、輪島方面）※H25.3全線無料化 

国道159号（金沢－中能登、七尾方面）、249号（志賀町方面） 

415号（氷見方面） 

ＪＲ七尾線（金沢－七尾・和倉温泉方面） 

④自然 

なぎさドライブウェイ（千里浜海水浴場、国内唯一の砂浜をドライ

ブできる砂浜） 

長手島、柴垣海岸（小天の橋立と呼ばれる景勝地） 

滝港マリーナ 

邑知潟（ハクチョウの飛来地） 

神子原（美しい棚田が広がる） 

※羽咋市を含む能登半島が世界重要農業遺産（GIAHS）に認定 

⑤歴史・文化 

妙成寺（北陸随一の五重塔、重要文化財10棟）※国宝指定へ取組 

気多大社（創建2100年、能登一ノ宮、縁結びの大社） 

永光寺（曹洞宗道場、中世の文化財多数） 

折口信夫父子、大伴家持の歌碑 

⑥その他資源 
コスモアイル羽咋（宇宙科学博物館） 

ユーフォリア千里浜（温浴施設）、ちりはまホテルゆ華（温泉宿泊） 

⑦年中行事 

イベント 

初詣（気多大社、妙成寺など）、寒水荒行（妙成寺） 

五重塔まつり（妙成寺）、ちびっこ駅伝、千里浜砂像 

羽咋まつり、ジェットスキー大会、ビーチバレー（千里浜海水浴場） 

七面様祭（長手島、七面堂）、唐戸山神事相撲（羽咋神社、唐戸山）

バイクイベント（ＳＳＴＲ）など多数 

⑧特産品 

神子原米（ローマ教皇にも献上されたブランド米） 

夏の岩カキ（柴垣）、スイカ、大根 

能登大社焼（陶芸）、能登上布、和紙織物、能登どぶろく 

ＵＦＯ関連商品、自然栽培農法による農作物やその加工品 

⑨観光入込客数 

年間約235万人（H25） 

宿泊観光客は約３％（7.1万人程度）、主に立ち寄り型観光客が多い 

千里浜（約86万人）、気多大社（約82万人）の2施設が傑出 

 



 
■ 中能登エリア道の駅 設置図 ■ 

織姫の里なかのと 



２ 全国の「道の駅」整備状況及び要件 

 

(1) 「道の駅」整備状況 

①平成 26年 4月 4日現在、全国に 1,030箇所の道の駅が設置。 

②北陸三県には 50箇所設置。 

③石川県内には 23箇所設置（能登 15箇所、加賀 8箇所）。 

④白山市は 2017年完成を目指し協議会で検討中 

  （鉄道車両を活用したオリジナル性） 

 

(2) 「道の駅」設置の傾向 

＜道の駅の基本機能＞ 

 ①休憩機能（トイレ、駐車場） 

②情報発信機能（観光情報、道路情報） 

③地域連携機能（産業振興、地産地消の促進交流・体験機能） 

④その他（防災機能等） 

 

＜全国的に人気の高い道の駅の主な傾向＞ 

 ①「農産物直売所」及び「地元産農産物」の充実 

 ②「観光物産施設」及び「特産品」の充実 

③「食」（オリジナルメニュー）の充実 

④「ソフト」（イベント・体験）の充実 

⑤「景観」「憩い」など付加価値の充実といったご当地性 

 ⑥地域住民とのコミュニケーションの充実（語り部、ガイド） 

 

 

 

３ 羽咋市が目指すべき「道の駅」イメージ 

 

  目指すべき方向性       持つべき機能（手段）      

①地域経済に寄与       ・農海産物品直売所、土産品販売（住民の生きがいづくり） 

②地域住民の参画       ・レストラン（ありきたりの定食はＮＧ） 

③雇用創出          ・休憩施設（駐車場、駐輪場、トイレ） 

④地域資源との連携      ・観光案内所（その他観光施設との連携） 

  ⑤防災拠点          ・避難場所、用水や非常用電源の確保、救援物資の中継・

配布など 

 

 

羽咋市だから体感できる特色やテーマづくりが不可欠 

農産物直売所（イメージ） 

情報発信・休憩施設（イメージ） 

特産品販売（イメージ） 



４ 道の駅設置場所の検討 

羽咋市内において、道の駅の目的や役割等を考慮して、設置に相応しい候補地を検討し、

設置場所（推奨場所）を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 候補地の選定 

①既存施設の活用が見込まれる 

②原則主要幹線道路沿いに立地（もしくは主要幹線道路から至近） 

①日交通量（H22道路交通センサス） 

②周辺観光資源の有無（観光情報拠点としての立地） 

③農産品・特産品等の品揃えにおけるメリット 

④用地取得（もしくは借用）の可能性（整備の難易度） 

⑤近隣道の駅との競合（１０ｋｍ誘致圏域） 

⑥その他要因（気象条件・埋蔵文化財包蔵地等） 

設置候補地を１０箇所選定 

ＳＴＥＰ２ 第1次スクリーニング 

設置候補地を３箇所選定 

ＳＴＥＰ３ 第２次スクリーニング 

①周辺状況（立地条件、景観等） 

②敷地面積（道の駅の整備に必要な面積の確保） 

③将来交通量 

④近隣施設の有無（相乗効果） 

⑤既存施設の有効活用（施設の補完性、有効性） 

⑥用地取得の有無（取得金額） 

⑦将来性（規模拡張等） 

⑧事業採算性（経営収支試算） 

総合評価 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽咋市道の駅候補地位置図 



羽咋市の入口（輪島・
志賀町方面）に位置
し、かつ妙成寺に至近
である

既存の駐車場、トイレ
があり、有効活用が見
込まれる

民間業者による店舗・
ドライブイン等が立地
し、施設の充実により
道の駅として登録可能

駐車場をはじめ、直売
所の整備など既存施設
の有効活用が見込まれ
る

大型温浴施設及び駐車
場が整備済で、敷地を
有効活用した道の駅の
整備が見込まれる

千里浜ＩＣを降りてす
ぐの立地にあり、交通
至便であることより道
の駅整備に相応しい

交差点付近に民間の飲
食施設が立地し、施設
の充実により道の駅と
して登録可能

国道159号バイパス沿
いに位置し、通過交通
が見込まれる

農村公園の敷地を有効
活用することで、道の
駅の設置が可能

既に直売所・駐車場等
が整備されており、施
設の充実に伴い道の駅
の登録が可能

国道249号沿いに位置
（志賀町方面の主要幹
線道路）

国道249号沿いに位置
（志賀町方面の主要幹
線道路）

能登有料道路柳田ＩＣ
すぐ、国道249号沿い
に位置

市道沿い（能登有料道
路千里浜ＩＣより車で
１～2分もしくはなぎ
さドライブウェイ経
由）

市道沿い（能登有料道
路千里浜ＩＣよりす
ぐ）

市道沿い（能登有料道
路千里浜ＩＣよりす
ぐ）

国道415号バイパス及
び国道249号沿い（千
里浜ＩＣより車で1～2
分）

国道159号及び159号バ
イパス沿い

国道415号バイパス沿
いに位置する

国道415号沿いに位置
する

交通量（H22道路交
通センサス）

7,415台／日 7,415台／日 7,415台／日 －
14,895台／日※１）
17,274台／日※４）

11,327台／日※５） 16,746台／日※２） 11,097台/日 11,754台/日※３） 5,593台／日

妙成寺・柴垣海岸が至
近

妙成寺・柴垣海岸・気
多大社など自然・歴史
資源が点在

妙成寺・柴垣海岸・気
多大社など自然・歴史
資源が点在

羽咋市で最も観光入り
込み客数が多い千里浜
海岸沿いに位置する
（なぎさドライブウェ
イ）

羽咋市で最も観光入り
込み客数が多い千里浜
海岸（なぎさドライブ
ウェイ）に近接する

羽咋市で最も観光入り
込み客数が多い千里浜
海岸（なぎさドライブ
ウェイ）に近接する

羽咋市中心部に位置
し、近隣にユーフォリ
ア千里浜、コスモアイ
ル羽咋が立地

近隣に永光寺や邑知潟
など自然・歴史資源が
点在する

近隣にコスモアイル羽
咋があるほか、永光
寺、神子原方面のアク
セスルートに位置する

付近に観光資源はあま
りない

△ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ×

滝港・柴垣港に近く、
海産物の販売に適して
いる

滝港・柴垣港に近く、
海産物の販売に適して
いる

滝港・柴垣港に近く、
海産物の販売に適して
いる
また付近で自然栽培米
を栽培している

－ － － －

付近で自然栽培米を栽
培している

ＪＡ羽咋に隣接してお
り、かつ農村公園内に
設置することから、農
産物販売に適している

神子原米や自然栽培米
を生産しており、これ
ら農産物の販売に適し
ている

○ ○ ○ △ ○ ○

原則民有地の活用とな
る

駐車場については既存
施設（県整備）活用が
可能その他施設につい
ては民地を取得する必
要有

原則民有地の活用とな
る（ドライブイン敷地
の一部を借用・取得す
ることで設置は可）

既存施設活用が可能
（但し借用が前提）

原則隣接敷地（財産区
所有）を取得する必要
有

原則隣接敷地（財産区
所有）を取得する必要
有

原則民有地の活用とな
る（土地所有者との交
渉が必要）

原則民有地の活用とな
る

全て公有地であり問題
ない

既存の直売所敷地は問
題ないが、周辺の敷地
については民地（農
地）で占められている

△ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △

近隣に道の駅有（ころ
柿の里しかの10km圏
域）

近隣に道の駅有（ころ
柿の里しかの10km圏
域）

近隣に道の駅有（ころ
柿の里しかの10km圏
域）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

近隣に道の駅設置予定

（道の駅鹿島の10km圏
域）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

近隣に道の駅はない
（競合しない）

△ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

－ －

敷地周辺が国指定史跡
（寺家遺跡）に指定さ
れたため、新規施設整
備は困難

冬季の風雨の影響が大
きい（悪天候時はなぎ
さドライブウェイが通
行不可）

能登有料道路無料化に
伴い交通量の増加が見
込まれる※４）

能登有料道路無料化に
伴い交通量の増加が見
込まれる※５） － －

農村公園内に設置する
ことにより、公園内施
設との相乗効果が見込
まれる

－

× × ○ ○ ○

ロケーションは優れて
いるが、近隣に道の駅
があり、敷地の確保も
容易ではない

ロケーションは優れて
いるが、近隣に道の駅
があり、敷地の拡張も
容易ではない

ロケーションは優れて
いるが、敷地周辺が文
化財指定されたことに
より道の駅設置は困難

主要幹線道路沿いでは
ない点、また通年型利
用が困難と考えられる
ため、道の駅設置は難
しい

能登有料道路無料化に
伴い交通量の増加が見
込まれ、また既存施設
との連携が見込まれる

市道沿いではあるが、
千里浜ＩＣに近く、既
存施設との相乗効果が
見込まれる

立地条件に優れている
が、民間施設の活用が
前提となる点や、敷地
拡張が困難な点が課題
である

主要幹線道路沿いに位
置するが、敷地の確保
が困難である

観光施設沿いではない
が、主要幹線道路沿い
に位置し、かつ敷地の
確保が容易である

既に直売所等の整備が
行われているが、敷地
の拡張や、周辺観光施
設状況を考慮すると他
の候補地よりも可能性
が低い

△ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △

その他（気象条件
等）

立地条件（道路網等）

⑦国道415号兵庫交
差点付近

⑧国道159号酒井町
付近

近隣道の駅の有無

農産品・特産品等の
品揃えにおけるメ
リット

観光情報発信拠点
（周辺観光資源の有
無）

④千里浜海岸沿い
⑥千里浜インター線
沿い

用地取得（もしくは
借用）の可能性

※１）能登有料道路交通量（14,895台／日）H22道路交通センサス
※２）国道249号交通量（9,686台／日）＋国道415号交通量（7,060台／日）を想定
※３）旧国道415号交通量（7,554台／日）＋広域農道計画交通量（4,200台／日）を想定
※４）能登有料道路無料化後の将来交通量（17,274台／日）：石川県試算
※５）能登有料道路無料化後の将来交通量（11,327台／日）：石川県試算

⑩神子原農産物等直
売所

⑤能登有料道路沿い

第
１
次
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ

評価

①国道249号妙成寺
　入口

②国道249号滝ロー
ドパーク付近

③国道249号寺家工
業団地付近

⑨邑知の郷公園

候補地の選定理由

道の駅候補地比較検討（一覧表）                                   ○優れている、△やや相応、×困難 



千里浜インターチェンジ周辺地図 

 

 

千里浜ＩＣ 

千里浜レストハウス 

ユーフォリア千里浜 

ちりはまホテルゆ華 すぱーく羽咋 


