３．ニーズの把握
３－１.協議会・ワーキングにおける地域の意見

（２）地域の意見概要
意見まとめ

（１）協議会・ワーキング等の実施経緯

目指すべき方向

・本計画の検討にあたり、天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討協議会から提出された「天城湯ケ島 IC（仮称）

性＜コンセプト

周辺将来ビジョン」にかかる中間報告をもとに、空間づくりや管理運営のあり方についての検討を進めまし

＞について

た。

・地域の人や資源を活かしたビジネスを、道の駅や周辺地域で展開していくことが重要。
周辺の整備やまちづくり、活性化プロジェクトの検討が必要。
・小学生や小さい子など年齢に応じた遊び場、雨の日の遊び場、交流イベントに使いやすい
会場が足りない。道の駅に、目の届く範囲で子どもを遊ばせて、お母さん同士が交流できる

・平成 28 年度には、中間報告で示された目指すべき方向性＜コンセプト＞や導入機能ごとのあり方について

場があると良い。地域の親子の出かけ先の選択肢が増えるとよい。

具体化するため、３回の協議会、６回のワーキング、子育て世代の意見を収集するためのこども園ヒアリン

・可動間仕切りによって昼夜で利用を変えられ、地域のサロン、キッズスペース、集会などに共

グ、観光交流に関する活性化意向把握するための観光協会・旅館組合ヒアリングを行いました。

平成 28 年度天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討協議会 実施概要
会議名

用して使える場を。
道の駅全体のあ

・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。

り方について

・トイレ・情報提供施設と地域振興施設の合築が望ましいが、分築になってもトイレの

実施日

第１回 天城湯ケ島IC（仮称）周辺構想検討協議会

平成28年６月29日

第２回 天城湯ケ島IC（仮称）周辺構想検討協議会

平成28年10月28日

第３回 天城湯ケ島IC（仮称）周辺構想検討協議会

平成29年３月10日

デザインは地域振興施設と一体的になるよう地域の意見を反映させてほしい。
・施設は狩野川と一体的に計画されることが望ましい。狩野川へのアクセス性の悪さが
課題であり、空間として施設とうまくつなげることが重要。
・限られた予算とスペースであるため、機能の効果的なつながり、連携が重要。
・運営者の意見も計画案に反映されるとよい。
・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設に。

平成 28 年度天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング 実施概要
実施日

導入機能ごとの

①地産地消のカフェなどの飲食、地場農水産物の物販機能

第１回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成28年６月29日

あり方について

・地元利用向けの品揃えや収益確保と天城らしさの両立、物販と加工のつながり、商品

第２回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成28年８月４日

第３回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成28年９月12日

②伊豆市をはじめ、伊豆半島の観光情報発信機能

第４回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成28年10月20日

・観光協会と旅館組合と連携して、天城湯ケ島の自然や文化に特化した情報の発信を。

第５回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成28年12月19日

③農業などの着地型観光体験機能

第６回 天城湯ケ島 IC（仮称）周辺構想検討ワーキング

平成29年２月28日

・周辺地域の資源や人材を活かしてお金を稼ぐ仕組みをつくり、情報の整理・発信を。

会議名

開発やブランディング、地元食材を活かしたメニュー提供を。

④狩野川の自然や景観を活かした広場空間、イベントスペース機能
・狩野川は大人の利用を中心に、テラスの川側の公園的空間は川を眺めながら過ごす利

子育て世代ヒアリング 実施概要
会議名

用を中心に、橋の南側の公園的空間は子どもの遊び場としての利用を中心にする。

実施日

あまぎ認定こども園 園長

平成29年１月27日

あまぎ認定こども園 保護者 （保育園部）

平成29年１月27日

（幼稚園部）

平成29年２月 1 日

・狩野川は安全対策やアユ釣りとの共存方法の検討が必要。
⑤高規格道路を活かした防災拠点機能
・周辺地域のための防災備蓄は集会所にあるが、来訪者の防災用備蓄は必要。
⑥バスターミナルなどの公共交通機能
・雨に濡れずに乗降できるミニバスやタクシーの乗降場を。

観光協会・旅館組合ヒアリング 実施概要
会議名
伊豆市観光協会
伊豆市観光協会天城支部
天城湯ケ島旅館組合

・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を。

実施日
平成29年１月26日

管理運営のあり
方について

・収益確保のためのテナントと、伊豆市に魅力を感じて移り住んでもらう、今住んでい
る人の満足度を高めるといった公共性の高い空間に応じた管理を検討し、持続可能な
管理運営にしていく必要がある。難しい場合は市の財政投入も必要になる。
・ワーキングの意見を運営に反映させる仕組みづくりや事業者の選定が重要である。
・地場農産物の販売に向けては、早くから生産者と連携しておく必要がある。
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＜参考＞ワーキング・協議会の意見—導入機能ごとの使い方、空間のあり方と配慮事項
導入機能

使い方、空間のあり方と配慮事項

導入機能

使い方、空間のあり方と配慮事項

①地産地消のカ

物販施

・収益確保と天城らしさの両立を

④狩野川の自然

フェなどの飲

設

・生産者がわかる地場農産物の販売

や景観を活かし

る場に（読書、ハンモック等）。

を（野菜は地元の需要もある）。

た広場空間、イ

・ウェディング、ビアガーデン、音

・物販と加工のつながりを大切に。

ベントスペース

・オープンキッチンで商品開発、6

機能

食、地場農水産
物の物販機能

テラス

楽イベントにも利用。
・椅子やテーブルを十分に配置。

次産業、料理教室など食のブラン
ディングと発信を。

・芝や屋内と一体的に利用（大人と
施設イメージ案： 2 階から見る 1 階物販ス
ペース

子どもの利用が干渉しないよう

・店舗は人の目につきやすい場所に。

橋の北側の芝は休憩空間に）。

・地元の人に利用してもらうために鮮度と価格（安さ）を重視し、品揃え
確保のため生産者の範囲は伊豆半島とするが、「天城湯ケ島らしさ」に

・橋の南側を子どもが安全に遊べる場に。

園

・大きな遊具や、芝滑りや水遊びができる場、裸足で遊べる場を（きれいな水
質の浅い池や釣り堀、ミストや噴水等）
。

※わさび、椎茸、月ヶ瀬の梅、天城軍鶏、イズシカ、天城の紅姫あまご、

・気軽に犬を散歩できる場と案内サインを。

鮎、天城の卵、天城杉など

設

施設イメージ案：テラスの様子

水際公

なる商品※には付加価値をつけて食文化の発信をする。

飲食施

・狩野川を見ながらリラックスでき

狩野川

・地元食材を活かしたメニュー、

・川遊びで滞在時間を延ばす。
・台風や大水の際は荒れる場所なので、増水時の防災に関する検討を。

郷土料理、周辺旅館の一品提供

・子どもの安全を考慮して、安全な支流や淵を川遊びの場に。

など特色あるレストランに。

・河原で手ぶらでバーベキューができるように。

・プロポ―ザル計画案のレストラ

・河原は自然のままに。

ンは広すぎる。

・アユ釣りとの共存を。橋脚周辺から下りられて釣りができる親水護岸など。

・レストランとオープンキッチン

・対岸に渡れる橋や器具等も。

の併用は難しい。
・バリアフリーや入りやすさに配
慮する。

施設イメージ案：川が見えるレストラン

⑤高規格道路を

・防災用の備蓄は必要（周辺地域のための防災備蓄は集会所にある）。

活かした防災拠

・農業用水路がなくなると火災時の水利がなくなるので、河川敷にポンプ車が

点機能

下りられると良い。

②伊豆市をはじ

情報提

・道路情報と地域の観光情報を一緒に提供することが重要。

⑥バスターミナ

乗降場

・ミニバスやタクシーの乗降場を。

め、伊豆半島の

供施設

・コンシェルジュの配置と天城湯ケ島の自然や文化に特化したコアな地元情報

ルなどの公共交

等

・バス乗り場には雨に濡れずに乗降できるよ

観光情報発信機

の発信を。

能

通機能

うシェルターを。

・Wi-Fi 利用や検索タブレットなど検索設備も。

・周辺道路は幅員が狭く自転車が走行しにく

・地域の観光案内機能を集約する（観光協会、旅館組合等）
。

いので、自転車でのアクセスやサイクリス

・観光客が気持ちよく過ごせる雰囲気づくりを。

トの利用を呼び込む工夫を。

・サイクリスト関連の機能を導入する。
広場

・広場で朝市やファーマーズマーケット（地元の人も利用する）。

③農業などの着

（周辺

・周辺地域で地元資源や人材を活かしてお金を稼ぐ仕組みをつくる（畑の見学

地型観光体験機

地域と

能

連携）

その他

集会・会
議施設

施設イメージ案：屋根付きの乗降場

・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。
・雨の日も子どもが遊べる場所、目の届く範囲で子どもを遊ばせて、お母さん同

ツアーの実施等）。

士が交流できる場があると良い。

・地域外に知られていない活動が数多くあるので、情報の整理、発信をする。

・会議利用が一般利用の雰囲気を壊さない配慮を。
・可動間仕切りによって昼夜で利用スペースを変える（平日昼の子育て支援、
平日夜の集会等）。
トイレ

・地域振興施設一体的で、天城らしさを取り入れたトイレをつくりたい。デザ
インに意見の反映を。

駐車場

十分な駐車台数や従業員用駐車場の確保と、公園との近接性等も考慮を。
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３－２.サウンディングによる事業者ニーズ
（１）サウンディングの実施経緯

サウンディング実施概要

・施設計画及び管理運営方法の検討にあたり、静岡県内の類似施設の運営事業や天城湯ケ島地区の事業者の意
見収集を行うため、下記のサウンディングを実施しました。

会議名

実施日

Ａ社サウンディング

平成28年12月19日

Ｂ社サウンディング

平成29年２月１日

Ｃ社サウンディング

平成28年12月19日

Ｄ社サウンディング

平成29年２月２日

事業者意見概要
Ａ社
（生鮮品販売店、飲食店等の運営事業者）

Ｂ社
（地場農水産物販売施設の運営事業者）

Ｃ社
（地場農水産物販売施設等の運営事業者）

Ｄ社
（道の駅運営事業者）

業態
天城湯ケ島Ｉ
Ｃ（仮称）周
辺の市場性、
や課題
伊豆市の農と
食文化につ
いて

協同組合

協同組合
・平日は、近隣のリピーター、休日は観光客が主要
な客層である。

株式会社
・立地は良くないので、ここでしか買えない、体験
できない等の目的地化ができないと厳しい。
・観光客から粗利を取りつつ、2、3 回は来訪する施
設づくりを行うことが重要

株式会社
・自動車交通量は多いため、観光客はきっと立ち寄
ってくれる施設となるであろうが、平日の日中に
地元の人にいかに利用してもらうかが経営の鍵を
握る。

施設計画に
ついて

・滞在型の施設を目指すには、駐車場台数が不足し
ている。
・食の加工と物販をセットで考えることが重要。

管理運営に

・物販、飲食、着地型観光のノウハウがあり、道の
駅は運営可能。
・着地型観光については、既にイベント運営に取り
組み始めている。
・経営やブランディングは専門家の支援を受ける。

ついて

参画・連携可
能性につい
て

・コンセプトに沿った運営を行うべきであり、施設全体の
管理運営を行うことができることが理想的である。
・施設管理の範囲は、管理費を賄うための活用や、部分
的な委託も含めて検討できるとよい。
・店子として道の駅に関わる場合、管理運営者と対等に
意見交換を行えることが条件。

・地域のブランド米「伊豆の恵」や、しいたけ、わ
さび、あまご、天城軍鶏、茶等が地域の人気商品
として可能性がある。
・朝採れ野菜を目当てに来店する方が多い。
・高齢者の利用が多くなることが考えられることか
ら、バリアフリーについて考えることが重要。
・館内を冷やす工夫について考えた方が良い。

・物販機能は 2 階に配置し、その他の利用頻度の低 ・水際公園の空間をうまく活かすべきであろう。大
い機能は 1 階に配置すべきである。
型の遊具や造雪機の導入も考えられる。
・物販機能の面積を増やすことが望ましいが、規模 ・公園等の空間には、屋根があることが望ましい。
に応じた運営も検討可能である。
・加工所／工房は、運営事業者次第のところもある。
・出荷者数の不足が課題。運営サイドで、季節によって ・当社が指定管理を受けて運営することで、ブラン ・収益部門のみの管理運営がベストであるが、施設
ドを活かした運営が可能である。
全体を一括管理・運営を行うことも可能性がある。
偏りのない出荷を促す努力を日々行っている。
・地場産材を使用した商品開発のノウハウを、活か ・水際公園については、土日祝日は料金を徴収し、
・客寄せ、客単価向上のためには、加工品販売も必
すことができる。
プレミア感のある公園とし、それを管理費に充て
要であるが、土産物中心の構成としないことが重
・当社が運営する施設では、農家の方をプロデュー
るようなことができると良いであろう。
要。土産物を出す場合も、地域の土産物を取り扱
スすることで売り上げを増やし、生活を変えるこ
うことが重要。
とに成功している。
・安定的な出品を考えると、仕入れ野菜も必要。
・常に鮮度の高い商品を提供できているから成功し
・デジタルサイネージを陳列棚の上部に設置し、商
ている。
品が栽培・収穫・加工されている様子等を流すこ
・魚類の取り扱いは、月ケ瀬では人件費的に採算に
とで、人件費をかけずともストーリー性を持って、
合わない。
利用客に PR することができるのではないか。
・肉、魚の販売は、専門業者を丸々入れないと、営
業的には厳しい。レストランも一体的に運営する
ということであれば、可能性はあるかもしれない。
・物販エリアへの参画については、建物を市側で整 ・適切な指定管理料が支払われれば、施設全体の管 ・参画はありうる。
備してくれるのであれば、リスクは少ないため、
理も可能。
・当社の運営施設と天城湯ケ島で、道の駅同士の連
可能であろう。但し、10 年後に有効生産者が確保 ・当社のブランドイメージに見合うような施設計画
携も考えていけると面白い。
できるかということを考えると、生産者の高齢化
への変更が条件である。
が進んでおり、難しさがある。
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３－３．各種統計情報から得られるニーズ・特性等

（２）滞在人口

（１）年間観光客数

１）平日の滞在人口内訳

・平成 27 年度の天城湯ケ島地区の観光客数は 1,168,031 人で、伊豆市の中では修善寺地区に次いで観光客数

・静岡県内からの滞在が全体の 96.7%を占めており、県外からの滞在は 3.2%と低くなっています。
・県内からの滞在は、市内が全体の約 6 割を占め、市外では伊豆の国市、沼津市といった近隣の市町村が多

の多い地区となっています。

くなっています。

・昭和 63 年からの観光客数推移をみると、中伊豆地区を除く地区で大きく減少しています。
・近年は、減少傾向は解消されており、修善寺、土肥、天城湯ケ島地区は増加傾向に、中伊豆地区では横ばい

・県外からの滞在は、神奈川県が最も多く、次いで東京都が多くなっています。

傾向にあります。中でも、天城湯ケ島地区の増加率が最も高くなっており、平成 27 年は平成 25 年比で約 66%
増加しています。
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
修善寺

2,500,000

天城湯ケ島
土肥

2,000,000

中伊豆
1,500,000
1,000,000
500,000
0
S63 H1

H2

H3

H4

H5

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

地域別の年間観光客数の推移
出典：伊豆市資料

平日の滞在人口内訳
出典：RESAS 地域経済分析システム
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２）休日の滞在人口内訳

３）滞在人口の時間別推移

・静岡県内からの滞在が平日より約 4,000 人増加しているのに対し、県外からの滞在は約 8,000 人増加して

・夜間から午前 7 時ごろまでは、平日・休日ともほぼ同様の推移となっています。

おり、県外のシェアが平日と比べて約 10%増加しています。
・県内からの滞在は、平日と同様に近隣の市町村からの滞在が多くなっています。また、富士市からの滞在
人口が大きく増加しています。

・平日は午前 8 時以降が減少しており、通勤・通学等で市外への流出が発生していると推測されます。一方
で、休日は午前 8 時以降も増加しており、観光客等の流入が発生していると推測されます。
・休日のピークは正午で、滞在人口は 44,700 人となっており、国勢調査人口（34,202 人）の約 1.3 倍が地

・県外からの滞在は、平日と同様に神奈川県が最も多く、次いで東京都が多くなっています。平日と比較し

区に滞在しています。

て、より広域な地域からの滞在が発生しています。

滞在人口の時間別推移
出典：RESAS 地域経済分析システム

４）滞在人口の月別推移
・休日の滞在人口は、夏季休暇やお盆休みのため観光・帰省シーズンとなる 8 月の滞在人口が 87,700 人と
最も多く、次いで梅や桜のシーズンとなる 3 月が 85,200 人と多くなっています。大型連休のある 5 月、
紅葉のシーズンとなる 11 月も、滞在人口が多くなっています。
・平日の滞在人口は、8 月が 76,900 人で最も多くなっています。休日の滞在人口が 8 月に次いで多かった 3
月が他の月とあまり変わらないことから、8 月の平日の滞在人口が多い要因の一つは夏期休暇等であるこ
とが推測されます。

平日の滞在人口内訳
出典：RESAS 地域経済分析システム

滞在人口の月別推移（2015 年）
出典：RESAS 地域経済分析システム
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（１）目的地検索回数
１）年間検索回数
・伊豆市内の目的地検索回数は、浄蓮の滝が 1,093 回で最も多く、次いでラフォーレ修善寺温泉スパの 829
回、自転車の国サイクルスポーツセンターの 816 回となっています。

目的地検索回数（2015 年）※
出典：RESAS 地域経済分析システム

※スポーツ施設、レジャー施設工場/工房、宿泊施設/温泉、商業施設、道の駅/ドライブイン、博物館/美術館、名所/
景勝地が分析対象

２）検索回数の月別推移
・梅や桜のシーズンとなる 3 月、大型連休のある 5 月、夏休み期間の 8 月、紅葉のシーズンとなる 11 月に、
概ね検索回数が増加する傾向があります。
・梅雨時の 6 月、年末の 12 月は検索回数が減少する傾向にあります。
・2014 年と 2015 年の月別推移を比較すると、概ね同様の推移傾向にあります。

目的地検索回数月別推移
出典：RESAS 地域経済分析システム
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