４．道の駅の整備方針
４－１．整備に当たっての課題の整理
整備に当たっての課題
天城湯ケ島 IC（仮称）周辺への道の駅の整備を通じた、交通・観光機能の充足による天城北道路の

地域の現況
地域活性化

整備効果の最大化と、地域資源の発信や地域活動の展開による地域活性化によって、地域利用と観光

ている
・天城湯ヶ島 IC は土肥方面、三島方面、下田方面をつなぐ交通の要衝となるため、

観光

利用が両立された、天城湯ケ島地域が持つ魅力を高める交流拠点の形成

・周辺地域には、地元産食材やジビエ食材を提供する小売店やレストランが立地し

計画地は観光拠点としての役割を期待されている

遊び場

・周辺地域に、狩野川の水辺で安全に遊べる場所はあまり整備されていない

・地域に点在している活動や施設のネットワーク化

・路線バスの利用者は増加している

・地域内外に対する天城湯ケ島の魅力や「らしさ」の発信

交通

・市内の他地区と比較すると天城湯ケ島地区は乗合バスと自家用車の利用率が高い
・計画地周辺は 24 時間対応の道路休憩施設の空白地帯となっている

・施設再編等による地域コミュニティ希薄化に歯止めを掛ける地域活性化の取組み拠点の創出
・地域の人や資源を活かし育てる継続的な地域活動やビジネスの土壌づくり

・狩野川や市域の大部分を占める急傾斜の山地といった地形条件が、地域特有の風

自然

景をつくり出している

・狩野川をはじめとする地域の風景を形作る豊かな自然を楽しむことができる場の創出
・子どもが安全に遊ぶことができる場の創出
・周辺一帯や伊豆縦貫自動車道における道路休憩施設空白地帯の解消

地域等のニーズ

・自転車利用を促進する上での自転車利用環境の整備
地域

・地域の交通を支えるバス交通の円滑で快適な利用環境の確保

活性化

・交通の要衝、観光の拠点としての役割増加に対応する防災に関する備え

・地域の人や資源を活かした持続性のあるビジネスを道の駅や周辺地域で展開する
ことが重要
・収益確保と天城らしさの両立が重要
・可動間仕切りによって昼夜で利用を変えられ、地域サロンやキッズスペース等に

交流

共用可能な場がほしい
・交流イベントに使いやすい会場が地域に不足している

協議会・

観光

ワーキング
における

上位計画

遊び場

地域の意見
・天城湯ケ島 IC（仮称）周辺に、立地の優位性を活かした新たな産業活力の創出や定住

交通

の促進など、地域の振興に寄与する拠点の形成を図る
地域活性化

・交流型の観光案内や地域住民の活動等、多目的に活用でき、地域内外の人が活躍、交

自然

流する道の駅を目指す
施設計画

を発信し、住民と来訪者が交流し賑わう暮らしを実現する
保する
の創生
観光
遊び場
交通

・天城湯ケ島 IC（仮称）周辺に、交通利便性を活かした地域振興に寄与する観光交流・
商業集積機能を形成

自然

サウンディン
グによる
事業者
ニーズ

地域
活性化
観光
遊び場

・狩野川沿いのサイクリングルートや休憩所の整備

各種統計

・周辺環境と調和を図りつつ、地域内連携による６次産業化や産業創出など、地域特性

情報から
得られる

・豊かな自然資源を活かし景観の保全を図る

ニーズ・

・自然資源については、ウォーキング等のコースの整備によりネットワーク化を図ると

特性等

ともに、周辺を散策できる環境づくりを促進し、観光交流の場として活用を図る

・遊び場：目の届く範囲で子どもを遊ばせて母親同士が交流できる場があると良い
・雨に濡れずに乗降できるバスやタクシーの乗降場がほしい
・交通：自転車でのアクセスやサイクリストの利用を呼び込む工夫が必要
・施設は狩野川と一体的に計画されることが望ましく、駐車場や狩野川も含めた、
道の駅全体としての一体感を大切にする必要がある
・どこにでもある道の駅にならないように、立地を活かしたオリジナリティある施

・道の駅同士の連携も考えていけると面白い
・ここでしか買えない、体験できない等の目的地化が必要
・水際公園の空間をうまく活かすべきであり、大型の遊具等の導入も考えられる
・公園等の屋外空間には、屋根があることが望ましい
・天城湯ケ島地区は、伊豆市の中で修善寺地区に次いで観光客数が多い（平成 27 年）

・子どもの遊び場整備と親子の交流プログラムづくり

に応じた適正な土地利用を誘導する

・年齢に応じた遊び場、雨の日の遊び場が足りない

設にしてほしい

・地域コミュニティが希薄化しており、地域振興拠点へ交流施設等の日常生活機能を確
・中心市街地や周辺集落とのネットワーク強化による多世代交流の促進と地域の賑わい

・観光：地元食材を活かしたメニュー提供

・機能の効果的なつながり、連携が重要

・天城湯ケ島 IC（仮称）開設を契機に、温泉、文学、豊富な産品を活かして地域の魅力

交流

・インターネット検索では得られないコアな地域情報の発信をしてほしい

・伊豆市の滞在人口（休日）は、県内からの滞在が全体の 8 割以上を占め、県外か
らの滞在率が低い
観光

・伊豆市の滞在人口（休日）のピークは正午で、国勢調査人口の約 1.3 倍が滞在し
ている
・伊豆市の滞在人口（休日）は、観光・帰省シーズンは多いが、年末年始や梅雨時
は少ない
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４－２．整備コンセプト

風景と暮らしをつくる道の駅
伊豆半島のクロスポイントとなる天城湯ケ島 IC（仮称）と道の駅の整備を一つの契機として、人口減少社会
であっても、次世代へと引き継がれていく地域づくりを進めていきます。天城の山々、狩野川の清流等の地域の
風景を最大限活かしつつ、地域経済、地域交流を活性化する新たな賑わいの風景を創出する、天城湯ケ島の「風
景と暮らしをつくる道の駅」を目指します。

①天城湯ケ島の魅力を住民と来訪者が共有できる地域活性化プロジェクトの展開拠点づくり
来訪者への情報提供や休憩の場に加え、住民が天城湯ケ島で暮らす魅力を再発見でき、外部に発信し
ていく活動（ビジネス）を創出していける場づくりを目指します。そのため、周辺地域で今後展開して
いく狩野川の水辺や周辺の自然・農業体験や、文学の郷や温泉郷の回遊ツーリズム等の活性化プロジェ
クトの拠点としての道の駅となるよう、着地型体験観光機能や地場産品を活かした物販・飲食機能等を
具現化する施設計画とします。また、近年の自転車人気や伊豆市が東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会の自転車競技（トラックレース/マウンテンバイク）会場となっていることなど自転車機運
の高まりを受け、伊豆半島一周サイクルなどのロングライドの際などに、修善寺駅や天城会館などの既
存のサイクル拠点と並びサイクリストが気軽に立ち寄ることのできる場となるよう設備やサービスを整

□「天城湯ケ島 IC（仮称）周辺将来ビジョン」に係る中間報告（案）を踏まえたコンセプトづくり
（１） 天城湯ヶ島地区～ 伊豆半島南西部の玄関ロとして、伊豆市をはじめ伊豆半島の観光情報発信拠点、
非日常を味わえる農業などの着地型体験観光機能、地産地消の飲食機能や地場農水産物の物販機能など、
訪れた人をおもてなしする場づくりを目指す

→①天城湯ケ島の魅力を住民と来訪者が共有できる活性化プロジェクトの展開拠点づくり
（２） 地域の人たちが日常的に使え、子育て交流や多世代交流場といったコミュニティの拠点、さらには雇
用を生むことで、地元に愛される場づくりを目指す

→①天城湯ケ島の魅力を住民と来訪者が共有できる活性化プロジェクトの展開拠点づくり
→②地域住民の居場所となるコミュニティの拠点づくり
→⑤利用の変化に対応できる空間の柔軟性の確保
→⑥地域の人材の活用と次世代の育成、技術の継承に寄与する仕組みの構築
（３） 狩野川の自然や景観を活かし、地域住民、観光客双方のレクリエーションや憩いの場になるような環
境づくりを目指す

→③地形や周辺に馴染む道の駅の佇まいの実現
→④視覚的・空間的な狩野川の清流との繋がりの創出
（４） 伊豆半島中央に位置する広域道路網の結節点という立地、天城北道路という高規格幹線道路を活かし
た防災拠点づくりを目指す

→⑦防災拠点としての性能・設えの確保

え、自転車のまちづくりへと寄与します。

⑤利用の変化に対応できる空間の柔軟性の確保
②地域住民の居場所となるコミュニティの拠点づくり

いつも利用者に溢れている空間は、更なる利用者を呼び込みます。平日/休日、日中/夜間といった時

地域の人たちが日常的に利用し、子育て交流や多世代交流といったコミュニティの拠点となる場づく

間帯に応じて空間のタイムシェアリングを行うことで、限られたスペースを密度高く利活用することの

りを目指します。狩野川を望みながらくつろいだり子どもを遊ばせたりできる水際公園や、家族や友人

できる空間づくりを行います。道路管理者等との連携を密に行い、提供するサービスや利用の面でも一

との食事や茶話会、また地域の会合や料理教室などを行える施設計画とします。また、地域住民の買い

体性と柔軟性を確保します。また、担い手・地域産業の成長にあわせ、臨機応変にその使い方を変えて

物環境を支える場となることも目指します。

いくことのできるよう、空間の自由度の高い構造とし、中長期的な空間の可変性も担保した施設計画と
します。

③地形や周辺に馴染む道の駅の佇まいの実現
狩野川に向かって緩やかに下る既存の地形構造を活かし、駐車場から建築物、狩野川までの空間が自

⑥地域の人材の活用と次世代の育成、技術の継承に寄与する仕組みの構築

然風景と調和した道の駅をつくります。これは同時に、国道 414 号沿いの既存建物の生活環境の維持や

道の駅の施設運営や施設を利用した活動に対し、様々な知恵とノウハウを持つ地域の人材が直接関与

川へのアプローチの高低差の解消、地盤の安定性の確保にも繋がります。また、建物も地域で使いこな

を続けられる仕組みを構築することで、次世代を担う地域の人材の育成と持続可能な地域活性化を後押

すことができる適切な規模とし、周囲の建物のボリューム感に馴染む佇まいとします。駐車場等を整備

しします。また、地場の素材や工法・技法の採用等により、地域の林業・建設業等の産業が、整備後も

する道路管理者や、狩野川を管理する河川管理者等と密接に連携しながら、道の駅全体として一体感の

建物の維持管理にも関わり続けることのできる施設計画とします。

ある空間を実現します。

⑦防災拠点としての性能・設えの確保
④視覚的・空間的な狩野川の清流との繋がりの創出

十分な構造性能、耐久性の高い材料選定等によって、災害時にも安全で安心な施設とします。狩野川

狩野川は、清らかな流れで地域の生活と風景を支えてきただけでなく、ワサビ栽培やアユの友釣りと

に近い立地を活かした自然通風をはじめ、自然採光などの自然エネルギーの活用を検討し、災害に対す

いった地域の文化も育んできた重要な景観資源です。狩野川に隣接して整備される本道の駅では、テラ

る柔軟性を確保します。また、防災倉庫に帰宅困難者の備蓄を設ける等、高規格幹線道路を活かした防

スや水際公園、川に対して解放感のある設えとすること等によって、川との視覚的な繋がりを創出する

災拠点に必要な機能の検討をすることで、周辺の防災機能との連携を目指します。大規模災害時には、

とともに、狩野川との一体感を重視した施設計画とし、周辺のアクティビティとの連携を目指します。

道路啓開の拠点や緊急物資の供給拠点等として、また、国道 414 号（天城峠区間）、国道 136 号（船原峠

全国でも類を見ない川の魅力を活かしきった造りは、本道の駅の最大の特長として、多くの人を惹きつ

区間）に近いことから、積雪・降雨時の待機場所としての活用も検討し、道路への放置車両等の軽減に

けます。

寄与します。
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４－３．導入機能・施設内容
前述の施設計画コンセプトを実現するため、協議会およびワーキングでの意見を踏まえ、道の駅への以下の機
能の導入を図ります。

（２）物販スペース
物販スペースは、観光客に伊豆らしさを感じられる商品を提供すると
ともに、地元の需要がある品物（野菜等）を取り扱うことが重要です。
また、生産者情報の表示や調理方法の情報提供等によって、商品に付加

（１）情報提供スペース／サイクルステーション

価値をつけて販売します。商品の陳列と合わせた地域の観光情報（例：

地域の玄関口としての機能を担う情報提供スペースでは、体験型観光・

野菜が生産された畑での収穫体験）の表示や、地域に縁のある文筆家の

まち歩き等の周辺地域での活動や、地元のコアな情報も含めた情報発信を

作品・地域の風土に触れることができる書籍の取り扱い等によって、物

行います。また、観光客だけでなく地域の人も井戸端会議やちょっとした

販スペースに情報提供機能の役割も持たせることが考えられます。施設

休憩に利用できるよう、気軽に立ち寄れるスペースとなるような設えや雰

運営上、収益を上げることが求められる機能ですが、同時に天城らしさ

囲気づくりを行います。

とのバランスや、地域の生産者の生きがいづくりに考慮した運営を行う

また、伊豆市が東京 2020 オリンピック・パラリンピックの自転車競技

ことが重要です。

会場（トラックレース／マウンテンバイク）となっている機会を活かし、
近年増加傾向にあるサイクリスト需要を取り込むため、サイクルステーシ

【協議会・ワーキング・あまぎ認定こども園保護者ヒアリングでの主な意見】

ョン機能を導入します。隣接する事務室の対面窓口がサイクルステーショ

・生産者がわかる地場農産物を販売したい（野菜は地元の需要もある）

ンの窓口も兼ね、レンタサイクルの受付やサイクリングコースの案内、自

・商品と合わせて調理法の情報提供も行いたい

転車用品・工具の貸し出し、更衣室の貸し出し等を行うなど、快適な自転
車利用環境を提供することが重要です。

・物販と加工のつながりを大切にしてほしい
・収益確保と天城らしさを両立させたい
・店舗は人の目につきやすい場所に配置してほしい
・エントランススペースで銘品の試食を行いたい

【協議会・ワーキングでの主な意見】
・井戸端会議やサロン、キッズスペース、町内会の集会や道の駅の運営会議など共用して使える場にしたい
・地元のコアな情報を発信したい
・地域の観光案内機能は集約したい
・Wi-Fi の利用やタブレットなどの検索機能が必要
・井戸端会議をしたい

（３）レストラン
地元食材（わさび、シイタケ、あまご、イズシカ等）を活かしたメニ
ューや、郷土料理等の提供により、特色のあるレストランとすることで、
周辺地域と連携していくことを検討していきます。狩野川や周囲の山々

・気軽にいつでも立ち寄れる場所になると良い

の眺望を楽しみながら、ゆったりと食事や喫茶ができる設えとし、駐車

・誰でもふらっと休憩できるスペースがほしい

場からのアクセス性や視認性にも配慮したバリアフリーな空間としま

・観光客が気持ちよく過ごせる場所にしたい
・自転車でのアクセスやサイクリストの利用を呼び込む工夫が必要
・伊豆半島一周サイクリングやライド＆ライド狩野川時の休憩ポイント等、サイクリストの拠点となるようにしたい

す。また、空間演出性の高い場となることから、結婚式の二次会やイベ
ント等にも利用しやすい間取りとします。

【協議会・ワーキング・あまぎ認定こども園保護者ヒアリングでの主な意見】
・地元食材を活かしたメニュー、郷土料理、周辺旅館の一品提供など特色あるレストランにしたい
・ジビエ食材を気軽なファストフードで提供したい
・レストランとオープンキッチンは分けた方が良い
・バリアフリーや入りやすさに配慮してほしい
・子どもを連れて入りやすい雰囲気で、価格的に気張らずに利用できる店が欲しい
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（４）加工所／工房

（７）事務室

今後、施設運営予定者との調整を行いながら、地場産品を使用した商

事務室には、施設全体の管理運営を行うスタッフが常駐することを想定

品開発や、6 次産業加工等を行う加工所／工房を導入することが考えら

します。また、レンタサイクルの受付やサイクリングコースの案内、自転

れます。導入時には、物販スペースとの視覚的・空間的つながりのある

車用品・工具の貸し出し、更衣室等の貸し出しを行い、サイクルステーシ

設えとし、地域の人が調理・生産・製作した商品を物販スペースでの販

ョンとの連携を行うことが考えられます。また、狩野川でのバーベキュー

売する等の連携を図っていきます。

等、アウトドア用品のレンタルの導入についても検討します。

【協議会・ワーキングでの主な意見】
・オープンキッチンで商品開発、6 次産業、料理教室など食のブランディングと発信を行いたい

【協議会・ワーキングでの主な意見】

・家庭で行っている調理／生産を集まって行い、商品開発／6 次産業／調理体験に発展させるための場がほしい

・地元のコアな情報を発信したい

・物販と加工のつながりを大切にしてほしい

・コンシェルジュを配置したい
・地域の観光案内機能は集約したい

（５）多目的スペース
道の駅のイベントや地域の交流等、様々な目的にあわせて利用できる
場として多目的スペースを導入します。可動間仕切り等によって、物販
スペースやテラスと一体的な空間利用を目的に応じて柔軟に行える設
えとし、限られた施設面積の有効活用や観光利用・地域利用のすみ分け
が行えるように配慮します。また、オープンキッチンを設置することで、

・観光客が気持ちよく過ごせる場所にしたい
・狩野川でバーベキューがしたい
・サイクルステーションはバーベキュー等のアウトドアの活動との相性が良い

（８）農産物集配センター
地元等の取れたて野菜を一時的に収集し、レジ登録等の出荷準備を行
うための農産物集配センターを導入します。冷蔵設備等、農産物の鮮度

料理教室の開催や集会時のお茶出し等、多目的スペースでの活動の幅を

を保つための設備の整備や、搬入車や物販スペースとのスムースな動線

広げ、物販スペース・加工所／工房・レストランと連携しながら、
「食」

の確保、複数の生産者が同時に出荷準備を行うための作業スペースの確

をテーマとした活動を展開させていくことが重要です。

保について考えていきます。

【協議会・ワーキングでの主な意見】

【協議会・ワーキング・事業者ヒアリングでの主な意見】

・会議利用が一般利用の雰囲気を壊さないよう配慮してほしい

・地元生産者の野菜を取り扱うことで、生きがいづくりにもつながると良い

・可動間仕切りによって昼夜で利用スペースを変えたい（平日昼の子育て支援、平日夜の集会等）

・生産者は高齢の方が多いので、搬入ルートの検討は重要

・オープンキッチンが欲しい（買う／調理する／食べるという流れで食の価値を高めたい）
・オープンキッチンは物販と連動できるように多目的スペースに設置したい
・オープンキッチンで商品開発、6 次産業、料理教室など食のブランディングと発信を行いたい
・物販と加工のつながりを大切にしてほしい

（９）倉庫
多くの観光客が利用する施設であり、地域活動の拠点となる施設でも
あるため、災害時に利用者や周辺住民への臨時的支援に寄与できるよう

（６）キッズスペース
地域から要望の多い屋内の子どもの遊び場として、キッズスペースを導
入します。キッズスペースは、物販スペースでの買い物時や多目的スペー

に、防災倉庫を設け、十分な防災用品の備蓄を行うことが重要です。ま
た、テラスや広場でのイベント開催や、物販スペースや多目的スペース
のテラスとの一体的な利用のため、適切な場所に、椅子やテーブル、パ
ラソル等の備品を収納する外部倉庫を設けることを検討します。

スの利用の際等に、一時的に子どもを遊ばせることができる場としても機
能します。また、多目的スペース内に設置することで、保護者の目が届く

【協議会・ワーキングでの主な意見】

状態で安心して遊ばせることができます。テラスとのつながりを考慮し、

・倉庫が防災機能を持つことは重要である

屋外空間と行き来しやすくすることも重要です。

・地元避難所との区別が必要
・帰宅困難者への備蓄（水・毛布等）を補完する場所が必要

【協議会・ワーキング・あまぎ認定こども園保護者ヒアリングでの主な意見】
・雨の日も子どもが遊べる場所が必要
・食事できる場所が一緒だと長時間滞在できて良い
・柔らかいブロックや絵本等、遊び道具がほしい
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（１０）広場
駐車場から施設へのアクセス部に空間的なゆとりを確保するとともに、

（１２）水際公園
屋外空間は、狩野川横断高架橋によって北側と南側に分かれています。

ファーマーズマーケットや朝市等のイベントが開催可能な広場を設けま

狩野川との距離が近い北側の公園的空間は、テラスと一体的に利用でき

す。本施設は地域交通の結節点としての機能も担うため、バスシェルタ

る、狩野川と道の駅を緩やかにつなぐ空間とし、風景を眺めながらのん

ーを設け、雨に濡れず快適にバスへの乗り降りができるように配慮しま

びり過ごせる場とします。また、狩野川へとつながる動線的なつながり

す。

も重要です。南側の公園的空間は、地域から要望の高い週末に子どもが

また、自転車利用の促進のため、組み立てやメンテナンスができる屋

自由に遊べる場とし、安全に遊べる浅い池や遊具、築山の設置を検討し

根付き駐輪スペースやレンタサイクルを導入し、サイクルステーション

ます。歩行者動線を既存の道路に接続することで、地域の人の道の駅へ

機能を補完します。

のアクセスを確保し、散策や犬の散歩等にも利用できる緑の散歩道とし
ます。

【協議会・ワーキングでの主な意見】

【協議会・ワーキング・あまぎ認定こども園保護者ヒアリングでの主な意見】

・ファーマーズマーケットを開催したい

・橋の南側は、子どもが安全に遊べる場にしたい

・地域の人も利用できる朝市を開催したい

・強風対策や自動車との分離等、安全性が重要

・広場に屋台を出して、チャレンジショップを展開したい

・橋の北側の芝生エリアはゆっくり過ごせる空間としたい

・ミニバスやタクシーの乗降場、待合所が欲しい

・日陰とベンチがあれば親子で休憩でき、長時間いられて良い
・公園でもバーベキューを行いたい

（１１）テラス
狩野川への眺望を活かした屋外の憩いのスペースとして、風景を眺め

・大きな遊具や、芝滑りや水遊びができる場がほしい（きれいな水質の浅い池や釣り堀、ミストや噴水等）
・気軽に犬を散歩できる場と案内サインがほしい

ながらのんびり過ごせる場とします。物販スペースの拡張や、多目的ス
ペースとの一体的な利用によるイベントの開催等、建物内の機能との連
携を行っていきます。芝生等の周辺の緑と調和し、利用者が屋外での活
動をしたくなるような空間となっていることや、狩野川との動線的なつ
ながりが確保されることも重要です。
【協議会・ワーキングでの主な意見】
・狩野川を見ながらリラックスできる場にしたい（読書、ハンモック等）
・ウェディング、ビアガーデン、音楽イベントにも利用したい
・フリーマーケット等の小規模イベントも開催したい
・芝生エリアや施設内一体的に利用したい
・屋根付きの場所もほしい
・椅子やテーブルを十分に配置したい
・芝や屋内と一体的に利用したい
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４－４．施設規模
（１）計画交通量の設定

（２）駐車マス数の設定

国土交通省の検討を基に、道の駅施設の計画交通量として、天城北道路（平成 27 年度再評価時）の平成 42

既存の高規格幹線道路の道路休憩施設（パーキングエリア）としては、東名高速道路名古屋方面の「愛鷹 PA」

年推計交通量である天城北道路 12,600 台/日及び国道 414 号 600 台/日（月ヶ瀬地区直近交通量）を用います。

と東名高速道路東京方面の「駒門 PA」が存在し、それぞれ計画地から 40km と 50km の関係にあります。また、
計画地は伊豆縦貫自動車道延長約 60km の中間地点に位置することから、
天城北道路の計画交通量に対しては、
分担する区間延長を最大の 25km に設定し、駐車マス数を算出します。

計画交通量
項目

一方、一般道路上には、計画地の約 11km 北方に道の駅伊豆のへそ、約 10km 南方に道の駅天城越えが存在し

24 時間交通量

高規格幹線道路

小型車交通量

10,700 台/日

（天城北道路）

大型車交通量

1,900 台/日

小計

ていることから、一般道路については、最も近接する道の駅天城越えとの離隔距離を分担する区間延長に設定
し、駐車マス数を算出します。

12,600 台/日

一般道路

小型車交通量

600 台/日

（国道 414 号）

大型車交通量

0 台/日

小計

600 台/日

合計

13,200 台/日

駐車マス数の算出（高規格幹線道路）
分担区間延長※1

車種
小型車
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24 時間交通量

km あたり

ラッシュ

立寄率※2

率※3

10,700

台/日

0.007

1,900

台/日

0.008

占有率※3

駐車マス数

0.1

0.25

47

台

0.1

0.33

13

台

2

台

1

台

63

台

km

大型車
身障者用

(48 台+14 台×2)/50=1.5 台

※4

特殊大型車
合計

※1：東名高速道名古屋方面の愛鷹 PA からは 40km、東名高速道路東京方面の駒門 PA からは 50km の距離に位置することを踏
まえ、
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）を基に、区間延長を最大の 25km

に設定
※2：
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）

ETC2.0 のプローブデータを基にした国土交通省の分析でも、伊豆道の駅ネットワークの各駅の平均立寄率は 8％
※3：
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）

※4： N＝（小型車駐車台数＋大型車駐車台数×2）÷50、
「生活福祉空間ガイドライン」
（建設省、平成 8 年 6 月）

駐車マス数の算出（一般道路）
車種

分担区間延長※5

小型車
9.5
大型車
身障者用

km あたり
24 時間交通量
立寄率

ラッシュ

※6

600

台/日

0.007

0

台/日

0.008

率※7

占有率※7

駐車マス数

0.1

0.25

1

台

0.1

0.33

0

台

0

台

1

台

km
(1 台+0 台×2)/50=0 台

※8

合計
※5：近傍の道の駅天城越えから 9.5km の距離にあることを踏まえ、区間延長を 9.5km に設定
※6：
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）

ETC2.0 のプローブデータを基にした国土交通省の分析でも、伊豆道の駅ネットワークの各駅の平均立寄率は 8％
※7：
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）

※8： N＝（小型車駐車台数＋大型車駐車台数×2）÷50、
「生活福祉空間ガイドライン」
（建設省、平成 8 年 6 月）
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以上の検討から、道の駅として必要な駐車マス数は下表のとおりとなります。上記の駐車台数に加え、職員
用の駐車スペースとして、一定台数分の駐車マスを近傍に確保することが望まれます。

（４）地域振興施設の各導入機能の規模設定
１）トイレ
「道路設計要領」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）には、駐車マス数 50 台当たり
の標準的な便器数が示されており、それを参考に個々の施設の規模等に応じて計画することとされています。

駐車マス数（高規格幹線道路、一般道路合計）
車種

計画交通量をベースに算出した駐車マス数（64 台）を基に便器数を算出すると、小便器 6 器、男子用大便

駐車マス数

小型車

48

台

大型車

13

台

身障者用

2

台

特殊大型車

1

台

64

台

合計

器 3 器、女子用大便器 8 器となります。
当該トイレは、道路休憩施設として市整備と連携しつつ、道路管理者が整備することとなります。

便器数の算出
駐車マス 50 台
項目

あたり便器数※9

小

4

基

大

2

基

6

基

駐車台数

便器数
6

基

3

基

8

基

1

基

男
女

64

台

多機能
※9：
「道路設計要領

－設計編－」
（国土交通省 中部地方整備局 道路部、平成 26 年 3 月）

２）物販スペース
全国の道の駅に設置されている物産販売所の平均面積 412 ㎡を参考に、物販スペース（情報提供スペース
／サイクルステーション及び休憩スペース含む）の面積規模は 400 ㎡程度とします。
これは、本道の駅で想定される 2～3 億円規模の年間販売金額を達成している農産物直売所の規模感とも
概ね一致しており、妥当であると考えられます。

全国の道の駅内の物産販売所の施設面積
出典：「『道の駅』を拠点とした地域活性化調査研究報告書」（財団法人地域活性化センター、平成 24 年 3 月）の特産販売所
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４）加工所／工房

農産物直売所の販売金額と売場面積等の関係

直売所数
31 ヶ所
58 ヶ所
107 ヶ所
266 ヶ所
380 ヶ所
1276 ヶ所
2118 ヶ所

販売金額
5億円以上
3～5億円
2～3億円
1～2億円
5千万～1億円
5千万円未満
合計（平均）

従業員数
25.5 人
14.9 人
11.8 人
8.3 人
6.3 人
5.9 人
7.1 人

売場面積
909 ㎡
487 ㎡
397 ㎡
234 ㎡
203 ㎡
108 ㎡
286 ㎡

販売効率
84.2 万円/㎡
76.3 万円/㎡
60.7 万円/㎡
60.6 万円/㎡
34.9 万円/㎡
16.5 万円/㎡
42.1 万円/㎡

10 人規模の作業空間を想定します。
日本建築学会が示している動作別の一人当たりの単位空間（調理： 2.7
㎡）から、加工所／工房の面積規模は 40 ㎡程度とします。

加工所／工房面積の算出

項目
作業空間

「農産物直売所の経済分析」（農林水産政策研究第 16 号、平成 21 年）を基に作成

単位空間※14

作業人数

2.7 ㎡/人
前室等付属室※15
合計

10 人

※14：「建築設計資料集成

３）レストラン

加工所／工房面積
27 ㎡
13.5 ㎡
40.5 ㎡

3 単位空間Ⅰ」
（日本建築学会、昭和 55 年 7 月）

※15：作業空間の 50％と想定

類似施設であるサービスエリアの規模設定基準を準用し、駐車マス数を基にレストランの座席数及び面積
を算出すると、下表のとおり、座席数は 62 席、厨房やレストラン専用のトイレを含むレストランの面積規
模は 180 ㎡程度とします。

レストラン面積の算出
車種
小型車
バス※10
貨物車※10
身障者用
特殊大型車

駐車マス数
48
5
8
2
1

台
台
台
台
台

駐車場
回転率※11
2.4 回/時
3 回/時
2 回/時
2.4 回/時
2 回/時
客席小計

平均乗車人員
2.2
24
1.1
2.2
1.1

人/台
人/台
人/台
人/台
人/台

レストラン
利用率※11
30%
10%
30%
30%
30%

レストラン
利用人数
76 人/時
36 人/時
5 人/時
3 人/時
1 人/時
121 人/時

レストラン
回転率※11

厨房※12
その他付属室※13
合計

2 人 / 時

席数
38
18
3
2
1
62

席
席
席
席
席
席

一人当たり レストラン
面積
面積※11
60.8 ㎡
28.8 ㎡
1.6 ㎡ / 人 4.8 ㎡
3.2 ㎡
1.6 ㎡
100 ㎡
40 ㎡
40 ㎡
180 ㎡

一人当たりの単位空間（調理）
出典：建築設計資料集成 3 単位空間Ⅰ（日本建築学会、昭和 55 年 7 月）

※10：バスと貨物車の比率は、
「設計要領 第六集 建設施設編」
（東日本高速道路株式会社、平成 28 年 8 月）を基に設定
※11：「設計要領 第六集 建設施設編」
（西日本高速道路株式会社、平成 28 年 8 月）
※12：「設計要領 第六集 建設施設編」
（西日本高速道路株式会社、平成 28 年 9 月）に基づき客席面積の 40％と設定
※13：客席面積の 40％と想定
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５）多目的スペース

６）事務室

30 人規模（スクール型、3 人掛けテーブル使用時）の会議等の開催を想定し、日本建築学会が示している
レイアウト別収容人数から、多目的スペースの面積は 65 ㎡程度とします。

3 人規模の事務室を想定します。日本建築学会が示しているレイアウトモデルから、事務室の面積は 20
㎡程度とします。

会議のレイアウト別収容人数（スクール型）

執務空間におけるデスクレイアウト例

出典：建築設計資料集成 4 単位空間Ⅱ（日本建築学会、昭和 55 年 12 月）

出典：コンパクト建築設計資料集成（日本建築学会、平成 17 年 3 月）

＜参考＞プレイルーム
多目的スペースの一部をプレイルームとして活用することも考えられるため、プレイルームとして必要な
面積についてもあわせて検討を行います。
未就学児人口比（全国）を基に、未就学児（6 歳未満）のピーク時利用者数を算出し、1 人当り面積を乗
じると、プレイルームの面積として 20 ㎡程度が必要となるため、多目的スペースの中に十分に設置するこ
とが可能です。

プレイルーム面積

項目

計算式
※16

×0.049

※17

ピーク時利用者数（6 歳未満）

N=200 人

=9.8 人

面積

S=9.8 人×1.98 ㎡/人※18=19.4 ㎡

算出値
9.8 人
19 ㎡

※16：ピーク時利用者数の想定
※17：N＝ピーク時利用者数×未就学児人口比（全国）
出典：人口推計（平成 26 年 10 月 1 日）

※18：S＝ピーク時利用者数（6 歳未満）×保育所における遊戯室の設置基準面積
出典：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省 平成 28 年 8 月最終改定）
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４－５．施設整備方針
前述の整備コンセプトや施設規模・施設内容等を踏まえ、以下に施設整備方針を示します。

◯狩野川に向かい、風景と調和した施設配置

◯地域拠点・観光拠点としての機能充実

・狩野川に向かって緩やかに傾斜する地形を活かし、駐車場も含めた道の駅全体が地形に馴染んだものになる

・近年増加傾向にあるサイクリスト需要を取り込むため、サイクルスタンドや更衣室等を設置し、

ことを目指します。

サイクルステーションとして整備します。

・施設のボリュームを抑え、地形に沿って配置することで、周辺の自然景観と調和した道の駅とします。

・公衆無線 LAN や EV 充電器の設置、案内表示の多言語化など、道の駅としての機能充実を目指します。

・狩野川を近くに感じられるように施設を低いレベルに配置します。また、駐車場側から見たときに建物が突

◯地場の資源を活かした素材・工法の選定

出せず、周辺のスケールに合った佇まいとします。

・天城のスギやヒノキ等、地場の木材を活用した木造や木質化を検討します。

◯ 防災拠点としての設え
・十分な構造性能、耐久性の高い材料選定などによって、災害時にも安全で安心な施設とします。
・防災備蓄倉庫など、高規格幹線道路を活かした防災拠点に必要な機能を設置します。
断面イメージ

・狩野川に近い立地を活かし、自然通風や自然採光など自然エネルギーの活用を検討します。

◯分かりやすさや利便性に配慮した機能配置と設え
・駐車場に近い広場に面する位置に「情報提供スペース／サイクルステーション」「物販スペース①」および
「レストラン」を配置します。これらを道路休憩施設と合わせて広場を取り囲むように配置することで、利
用者の目につきやすくなり、分かりやすさが向上します。また、各機能からは狩野川への眺望が得られ、朝
市などのイベント時には広場スペースと連携した利用も可能です。
・１階レベルには「物販スペース②」や「多目的スペース」「農産物集配センター」を配置します。物販スペ
ース②は搬入動線に配慮するとともに、大きな吹き抜けや開口部によって狩野川やテラス、水際公園との視
覚的・空間的な繋がりを創出します。多目的スペースはイベントや地元の集まり等の多様な利用を想定し、
可動間仕切やサッシによって物販スペース②やテラスとの一体的な活用ができるような設えとします。
・施設中央部に大きな外部階段を貫入することで、広場とテラスの空間的繋がりや狩野川への「抜け」を創出
します。
・テラス(ウッドデッキ)は、施設や水際公園と連動した賑わいの場となるとともに、狩野川や周辺の山々への
眺望スペース、河原へのアプローチ空間とします。
・水際公園には、小さな子どもたちも安心して遊ぶことができる築山や親水池などの整備を検討します。また、
狩野川を眺めながらリラックスできる場も創出します。

機能配置ゾーニング図

物販スペースイメージ

レストランイメージ
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