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第３回 観光交流拠点づくり推進委員会 

 

                                       日時 平成26年7月17日 19時～ 

                                         場所  羽咋市役所 ２０３会議室 

 

  １ 開 会 

 

 

 

 

  ２  委員長あいさつ 

 

 

 

 

 ３ 先進地視察研修の振り返り（岐阜県郡上市）･･･Ｐ２ 

 

 

 

 

 ４ 千里浜インター周辺整備の方向性 

 

（１） 千里浜インター観光交流拠点施設の配置（レイアウト）方針について･･･Ｐ６ 

 

 

 

（２） 羽咋市の観光交流拠点施設整備に係るコンセプト及び機能について･･･Ｐ８ 

 

 

 

 

 

５ その他 
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１ 先進地視察研修の振り返り（岐阜県郡上市）     ＜各委員及び職員からの意見＞ 

 （１） 駅全体（印象、明るさ、駐車場、施設配置、施設内容） 

  ◇そこに「道の駅」がある必然性（名物や伝承等）をはっきりと打ち出すことが必要。 

◇夕日が望め潮風が吹き抜ける感じをイメージした施設。 

  ◇一部でいいので、日本海・夕日を見ることができる展望台があればいい。 

  ◇羽咋の良さをアピールでき、松林と千里浜サンセットがコラボする、明るく、集客者がリ

ピートする道の駅になればと思う。 

  ◇樹木を多く配置し、快適でゆったりできる空間づくり。 

  ◇ユニークな看板が大事（インターの案内板も含め） 

◇景観や外観とのマッチングを生かす大きさに。一方では、ひとつひとつは「ゆとり」を

持たせること（駐車各スペース、トイレ個室、飲食店の机やイスの間隔）。 

◇天井を高めにするなど明るくすること。 

  ◇のと里山海道からのアクセスが必要である。「いかに入りやすく」をポイントに回遊性を

高める必要がある。 

  ◇人に集まっていただく施設にするためには、「にぎわい感」が非常に重要です。楽しそう

だと思っていただかないといけませんし、それを継続していかなければなりません。 

例えば、常にイベントを開催しているとか、地元の商店や農家さんたちが、いつも外で

対面販売をしているとか、そういった地域との連携が出来るよう、これから準備してい

ったらいいと思います。 

  ◇施設内容については、地域にあるものを、ただ漠然と並べるだけの道の駅であれば、やめ

た方が良いと思います。「誰かに、何かを、どうしても、伝えたい」というものがあって、

そのために、羽咋市は、この道の駅を開設するというような物語は必須です。施設の外観

や大手企業の出店に頼るようなやり方は、大手企業に任せておけばいいのであって、地域

でつくる道の駅のやり方は、ここに来ないと食べられないもの、ここに来ないと手に入ら

ないもの、ここに来ないと触れ合えない人、ここに来ないと感じられない地域の思いなど

で一杯にすることです。 

  ◇大き過ぎないことも大事。奥行きのない作りも◎。各施設同士の近さも大切。 

  ◇施設配置については、よくあるショッピングセンターのような施設配置はやめたほうがい

いと思います。「やまと」のように立体感を出したほうが、差別化もできるし、楽しんで

いただけるのではないでしょうか。ただし、従業員やお客様の導線はしっかりと考えて配

置しなければならないと思います。 

  ◇駐車場の広さも大事だが、施設配置により館内に魅力的な充実した設備（足湯や中庭の憩

いの場、レストランほか） 

  ◇駐車場は出入りしやすく、導線ははっきり分かりやすく。 

  ◇駐車場については、千里浜インターのそばにするのであれば、車の導線が課題になってく

ると思います。平日でも混雑している場所ですし、その割に道路の整備もされていません。

「入りやすい」「駐車しやすい」「気持ちよく出られる（帰れる）」といった印象を与える

ことで、お客様に施設に来ていただく敷居を下げることができますし、施設の全体的な印

象も変わります。道路（通路）整備は多少コストがかかっても、しっかりと整備する必要

があると考えます。 

  ◇清潔さを保ち、駐車場は施設の中心に位置する。 

  ◇駐車場は、台数をかせぎたくても、ゆとりを持った配置（バックしなくても駐車できるレ

イアウト）が望ましい。 
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 （２） トイレ（印象、清潔度、内容） 

  ◇「こんなトイレ見たことがない！」というほどのインパクトを与える作りが必要。 

  ◇トイレは、細部にいたるまで女性の意見をお聴きして、幅広い年代層のニーズにあったも

のにできるよう、コストをかけるべきだと思います。 

  ◇トイレは費用をかけるべき（神葉手、漆を使った蒔絵、金箔作者(羽咋在住者あり)） 

  ◇駐車場から分かりやすい場所にあり、明るく清潔で機能も充実している（女子トイレの数

は多くすること！） 

  ◇個数よりも、入口に開放感をもたせ、ゆったり感を与える。 

  ◇場所は分割にし、各場所に和式を１個配置すること。 

  ◇分かりやすい場所に置く。数は少なくないように、また、暗くならないように。 

  ◇向き合ったトイレの間も少し広めに、フック（荷物掛け）にも配慮する。また、鏡は大き

く、手の乾燥器もつけ、お花も飾られたら最高です。荷物置き場や便器の消毒を配備。 

  ◇きれい、におい（生花置くことは見た目＆消臭効果） 

  ◇２ケ所以上は設け、便座もヒート熱が入り切りできるものが良い。 

  ◇広くて清潔な洋式トイレ（ウォシュレット、暖房便座） 

  ◇主に様式で、便座クリーナーをセットすること。 

  ◇障害者用、ベビー用設備も完備すること。 

  ◇千里浜を通ることを想定し、自動掃除機を配備し床の砂を常時取り除く設備を。 

 

 

 （３） 情報発信機能 

  ◇羽咋の道の駅のコンセプトを、できる限り絞って、分かりやすく伝えることが必要と考え

ます。あれも、これも、良いから伝えたいでは、かえって伝わらないこともあります。情

報案内所には、羽咋に興味、関心を持っていただく「きっかけ」だけ置いてあれば、それ

でいいのではないかと考えます。 

  ◇羽咋市周辺の観光情報が楽しく入手できる仕掛けが必要。 

  ◇羽咋市内の情報をより多く置き、市内へと導く仕掛けを。 

  ◇のと里山海道千里浜インター出口から、大きく道の駅に立ち寄りたくなるような案内表示

をすること。 

  ◇データは、能登、加賀、越中、越前のもので、宿泊可能なものを周知できるようにする。 

  ◇拡大視できるタッチパネルによる情報システム機を採用。 

  ◇近隣の道路情報まで分かる広域表示型が良い。 

  ◇目に付きやすい所にテレビ等を設置。 

  ◇大型モニターによる歴史、文化、施設等の案内ＰＲ 

  ◇観光案内所の機能も 

  ◇インフォメーションは中央に設置（トイレ、情報） 

  ◇明るく、天井が高く、休憩場所も兼ねると良い。 

  ◇パンフレット種類は絞り、入口から遠くに配置しないこと。 

  ◇分かりやすい地図や目に付くところに道路情報地図を置く。 

  ◇中央入口に、羽咋市の見どころスポットの大きな看板を配置。 

  ◇他の道の駅では、あまり重要視されていなかったので、必要最低限のスペースで。 
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（４） 物販（印象、明るさ、品揃え、配置、陳列、鮮度、メーカ、価格帯、態度） 

  ◇「お客様に選んでいただくためには、私たちがお客様を選ばなければならない」という言

葉があるように、対象にするお客様は、できる限り細かく設定したらいいと思います。そ

して、対象としたい方の話を聴いて、そのお客様に対して、私たちがお役に立てられるこ

とは何か？という発想で、一貫した「物販」を行っていけばいいと思います。 

  ◇ジアス（世界農業遺産）をコンセプトとした品揃え、陳列で他の駅との差別化。 

  ◇羽咋の物産と能登の物産も陳列すれば、地元の生菓子や食品製造業者も共に利益を上げら

れるように（試食品あり）。 

  ◇地場産中心に海の物、山の物等できるだけ多品種をそろえ、できるだけ安価に物販する。 

  ◇アイテム数、商品揃えは多めにすると楽しそうに見える。 

  ◇女性は特に、地元産野菜コーナーや小物、土産品売り場に集中すると思うので、地元のお

菓子や土産品等は高い物があってもいいのですが･･･。（500～700円位で買えるものを求

める人が多い） 

  ◇地元の人に多く利用してもらうためには、野菜もスーパーより５円でも安くて新鮮な品を

置いてほしいとの要望をよく聞いている。 

  ◇毎日の採れたては好印象（朝市） 

  ◇肉や魚、生鮮野菜の充実 

  ◇農産物の販売は、生産者も活気が出るし新鮮で安価が良い。 

  ◇テントコーナーや配台コーナーで特産品を並べるのも一案。 

  ◇試食は喜ばれるので置くべき。 

  ◇どこにでもある品ではなく、ここでしか買えないコーナーを設置する。 

  ◇多い方が良いが、常に準備できるものと、季節のものを周知できるように（地域のものも

含めてデータ提供） 

  ◇店員はレジに立っているだけだと活気なく見えてしまう。 

  ◇地元の民芸品や手作り加工品を取り入れる。 

  ◇価格については安い必要はないが、地域のもの（地物）であることが肝心。 

◇時間帯や季節などで品揃えが悪くならない仕組みづくり。 



－ 5 － 

 

 （５） 飲食（印象、明るさ、メニュー、配置、態度、価格帯、コスパ） 

  ◇その場で食べていただき、その場で喜んでいただくことが、売り手にとっても買い手にと

ってもモチベーションの維持・向上につながるので、道の駅の一貫したコンセプトにそっ

た、美味しい、安全安心プラスアルファの「飲食」を一から考えていけばいいと思います。 

  ◇飲食コーナーは広いスペースではなく、席数は少ない方が良い。 

  ◇食事だけでなく、気軽にコーヒーを飲んで、コミュニケーションを図りたいと思わせるテ

ーブル配置や仕切り等で、ゆっくりと過ごしたい気分になれるような雰囲気の場としたい。 

  ◇軽食からレストラン（海鮮丼やバーベキュー他）、お手頃に利用できるテナントスペース

など。テラスを広く、オープンスペースを利用して明るい雰囲気にする。 

  ◇入口や外から中が見えた方が安心感を持てて良い。 

  ◇入口の看板は楽しそうに 

  ◇各店違うイメージにする。 

  ◇外で食べられる軽食を置き、気軽に食べられる地元らしいもの 

  ◇少品目で特徴あるメニューが良い。 

  ◇メインとなるものを作る。 

  ◇地元の食材を用いる。 

  ◇地元市民が利用したくなるメニューを考案（レシピの公募など） 

  ◇1,000円を超えないメニューを含める。 

  ◇写真付きメニュー◎。 

  ◇千里浜、ジアスをメニューに 

  ◇時間をあまりとらない人のため、地元ジャンクフード（いか団子）は売れると思う。 

◇子ども用の椅子がおいてある。 

  ◇アレルギー対応として成分やカフェイン含有などの表示がある。 

 

 （６） その他施設（印象、内容、その他） 

  ◇結局すべては、道の駅にかかわる人によるのだと思います。「やまと」のように、道の駅

は常に動き続けていなければなりません。そのためにも、無限である人の思いを大切にす

る運営体制は前提条件になるのだと思います。 

  ◇ゆ華とは、どう結びつけるか。今のままでは、宿泊料金やお風呂の入浴券も高いので、検

討する余地あり。 

  ◇ゆ華とユーフォリアをどのように動線で結びつけるか。それぞれ単独で経営するのではな

く、利用者が、１日ゆったり過ごせる道の駅になれば良い。（散策道などベンチを置く） 

  ◇ゆ華の温泉を利用した足湯をつくり集客する。 

  ◇将来的に、近くにサッカー場（公式試合できる）を作るのもいいのではないか。試合で訪

れる人はかなり多くなると思うし、必ず千里浜インターからの乗り入れで、道の駅も賑わ

うはず。 

  ◇市民とのふれあい場を設け、交流を促進する企画。 

  ◇千里浜の景色が堪能できるスペースづくり。 

  ◇高い所から千里浜が見える（ソファやカップルシートを配置する）。 

  ◇大型バスも停められる駐車場。大社焼、砂像、体験コーナー 

  ◇ＡＴＭの配備 
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２ 千里浜インター周辺整備の方向性 

（１） 千里浜インター観光交流拠点施設の配置（レイアウト）方針について 

＜観光交流拠点整備検討地＞ 

 駐車場、トイレ、情報発信・休憩、 

 物産販売、レストラン 

 ※千里浜財産区管理地（12,290 ㎡） 

すぱーく羽咋 

全天候型ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 

宿泊温泉施設（ゆ華） 
（Ｈ25：10,787 人） 
土地：16,527.39 ㎡ 
建物：4,330.07 ㎡ 

調整池 

6,938 ㎡ 

市が想定の 
「道の駅」 

エリア 

ユーフォリア千里浜 
 （Ｈ25：190,570 人） 
健康増進機能 

温泉プール・温泉・レストラン 

千里浜レストハウス 
 （Ｈ25：96,531 人） 
食事・土産物 

千里浜ＩＣから市内へ誘導 

の
と
里
山
海
道
 
 

千里浜なぎさ 
ドライブウェイ 

 （Ｈ25：856,100 人） 

ピンクの点線で囲まれた部分が

市の想定している「道の駅」エ

リアですが、その他に想定でき

る箇所がございましたら、当図

上に、黒マジックでお示しくだ

さい。また、その選定理由は、

委員会当日にお聞かせいただき

ます。 
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＜委員からの意見＞ 
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（２） 羽咋市の観光交流拠点施設整備に係る機能について  ＜各委員及び職員からの意見＞ 

 ＜コンセプト＞ 

 ◇千里浜なぎさドライブウェイを体感できる道の駅 

 ◇砂が創る不思議な世界「千里浜」 

 ◇夕日と神秘の砂浜「羽咋市・千里浜」 

 ◇世界に誇れる千里浜の魅力を発信する。 

 ◇市民と来訪者に愛され、多くの人が集い交流する場 

 ◇地域住民と連携しながら運営していく道の駅 

 ◇能登を自覚でき、清潔さを強調する。 

 ◇羽咋の“ステキスポット”を発信する。 

 ◇「人と宇宙人が共存できる町 はくい」 

    羽咋市では、人はもとより、宇宙人に対する配慮を、町をあげて行っており、たとえば、

食べ物では、健康や環境に対して全く負担をかけない宇宙でも最先端の農業技術で育てら

れたお米、野菜を使った料理が食べられます。他にも、古代UFOの発着場であった千里浜、

宇宙人も喜ぶ宇宙屈指の宇宙博物館、宇宙人認定の神社仏閣．．．などがあります。 

 ◇能登の玄関口の道の駅 

加賀・金沢方面から来た場合、能登でひとつ目の道の駅になるのではないか。その機

能として、羽咋の情報・魅力発信＋能登の情報発信機能が必要ではないか。それを目的

に立ち寄ってもらえたら良い。 

 

＜休憩施設（トイレ、駐車場、広場ほか）＞ 

◇駐車場から分かりやすい場所にあり、明るく開放的で清潔であり、機能も充実している。 

◇トイレは施設の端ではなく、中央に近くインフォメーションや休憩場所との動線を考える。 

 ◇各施設側に設置する。 

 ◇トイレの場所は分かりやすい所に配置。 

◇トイレの位置は、防犯対策として奥まった位置に配置しないこと 

◇トイレは、明るくかつ開放的な雰囲気づくりに配慮 

◇女性が長時間待つケースが多いため、女性用トイレの個数に配慮 

 ◇洋式でウォシュレット付を多く配置する。 

 ◇子どもを置けるシートを配備するなど、ゆったりとした気持ちになれる広さに配慮。 

 ◇観光案内ができるモニターの付いたトイレ 

 ◇トイレに生花を置く。 

 ◇子どものオムツを替えるスペースを女性トイレの中に置かず、授乳室とオムツ交換所を兼ね

た専用スペースを作り、男性も入れるようにする。 

◇駐車場から中に何があるか分かるようにする。 

◇冬場の雪、みぞれ対策も兼ね、通路には透明屋根又は取り外し可能な簡易な素材を使用する。 

 ◇コンビニ駐車場のような余裕のあるレイアウトと白線 

◇大型バス、バイク、障害者用の駐車スペース 

◇外で砂を落とす水道、足洗い場の設置 

 ◇能登ふるさと博紹介、体験広場 

◇仮設駐車場やテント物産ブースとして利活用できる広場の配置 
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＜情報発信機能＞ 

 ◇１か所しかない道の駅を観光誘導施設として最大限に利用する。 

◇能登半島の玄関口としての能登観光情報の発信 

◇世界農業遺産のゲートウェイとして案内情報等を提供 

 ◇千里浜でのイベント情報の発信 

◇自然・歴史文化・その他（宇宙など）各分野における羽咋市独自の観光情報の提供 

 ◇羽咋の文化遺産、羽咋の伝統行事、羽咋の農産物（スイカや米）、羽咋の自然（カメ、サン

ショウウオ、白鳥）などの情報発信 

 ◇観光分野、自然分野等各情報誌を地図入りで作成する。 

 ◇大型テレビには、羽咋の紹介等お客様が選んで案内が見れるものを。 

 ◇大型液晶テレビを利用した動画による情報提供 

 ◇個室形式にならないように、ガラス越しにも何をしているか分かる形式に。 

 ◇ゆったりとくつろげる場になればベスト。 

◇天井は高く明るく、休憩場所にもなり、ゆったりとしたスペースを確保。 

◇のと里山海道千里浜インター出口から、大きく道の駅に立ち寄りたいような案内表示をす

ること 

◇利用者とのコミュニケーションを図ることができるよう、案内人の配置 

 ◇案内人はいた方がいい。 

 ◇羽咋のことをよく知っていて、魅力ある羽咋を話せるスタッフを置く。 

◇湯茶のサービスも設置すると良い。 

 ◇意見書、アンケート等し（住所氏名を書いてもらう）、リピーターになってもらう。 

 

＜地域連携機能（物産・飲食施設ほか）＞ 

「物産」 

◇農水産物の付加価値を高めることができる新たな商品開発、ブランド化 

◇自然栽培の野菜とその加工品の販売 

 ◇ＪＡはくいと一緒に取り組みを強化し、有機農産物販売や特産品の加工、付加価値産物の販

売 

 ◇羽咋の物産をメインとして、能登全体の産品を品揃えし、豊富感を演出する。 

 ◇羽咋の物産と能登の物産も陳列することで、利用客がチョイスできて良い。羽咋のブラン

ドで、はとむぎ茶や神子原米以外に何ができるかが今後の課題。 

 ◇海産物や生菓子など製造業者も共に利益が上がるように考えていく。 

 ◇地元産野菜の販売は、生産者の活力につながる。 

 ◇山野草協会と協同し、山野草や花木も扱ってはどうか。 

 ◇薬草や健康食材も扱ってはどうか。 

 ◇海水滅菌装置の導入により、魚介類がまろやかな味になる。 

 ◇いろいろな趣味人をターゲットに、手作り品等を置いてもらう。 

 ◇リピーターを増やすための仕組み 
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「飲食」 

 ◇夕日が見れる展望レストランの設置 

◇浜まで行かずにサンセットが見れる展望レストランの設置が可能であればすばらしい。 

 ◇ドライブウェイと夕日が見れる場所があるといい。 

 ◇無料飲食スペースも併用した方が良い。 

◇屋外バーベキュー（肉、魚介、野菜など）施設と設備の設置 

 ◇海が見える浜焼き（自分で取ってこれる）コーナー（屋内外両方でできる） 

 

＜その他の機能（体験施設ほか）＞ 

「体験」 

 ◇アクティビティが可能な体験施設やレンタル機能（自転車や釣具等）の配備 

◇永光寺での参禅や妙成寺での写経体験 

 ◇正覚院での護摩、気多大社での巫女体験など 

 ◇大社焼、砂像展示館、体験広場を施設のメインとする。 

 ◇砂像体験コーナーやビーチバレー、自転車ロードの活用 

 ◇夕日が「にこちゃんマーク」やハート、ＵＦＯなど、いろいろなものに見える体験コーナー 

 

「防災」 

 ◇地域住民や観光客の安全確保の観点から、非常用自家発電装置や緊急時の一部電力として活

用可能な太陽光発電設備、備蓄品を貯蔵する防災倉庫の設置、飲料水の確保（受水槽の設置）

などの配備を検討 

 

「自然体験」 

 ◇古墳めぐり（的場、一ノ宮、滝など） 

 ◇ヨット、カヌー（滝マリーナ、柴垣弁天島、交流の家） 

 ◇湖、堤探索（寺家、一ノ宮、柴垣、交流の家中心に） 

 

「その他」 

 ◇地元の有志の活動の場としてイベント（コンサート等）を開催する。 

◇他の「道の駅」との差別化が可能な羽咋オリジナルブースの設置 

 ◇雨天、積雪時など進入禁止の際に通行ができる車道を整備（里山海道とドライブウェイの間

に）し、レストハウスまでの間を回遊できるようにする。 

 ◇レストハウスと一緒になって、道の駅⇔レストハウス間を自転車などで移動してもらう。自

家用車であれば、代行で車を届けてあげるなど、必ず海を見える渚を体感してもらう。 

 ◇レストハウス、ユーフォリア、ゆ華との差別化、相乗効果を十分に検討する。 

◇近くの施設（ゆ華とユーフォリアの温泉）との融合を考えた総合的な道の駅になればすばら

しい。 

◇道路の横断をどう解決していくかが課題。陸橋では高齢者に向かないのでエレベーターを利

用して通路で結ぶ方向もある（サンセットを見える場所）。 

 ◇将来的には、レストハウスの北側に里山海道の上り下りのインターを整備する。 

 ◇屋内にも、子どもが遊べる場所がある。 


