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沖 縄 本 島東 海岸 初の道の駅
東海岸の観光拠点を目指して

宜野座村長
當眞 淳
宜野座村にこの度、沖縄本島東海岸に唯一の道の駅
「ぎのざ」がリニューアルオープン致しました。今回、
新たに観光拠点施設を整備し、大型遊具や水遊び広
場など、子どもが中心になって遊べる場所や、道の
駅本来の目的である観光情報の発信など、休憩場所

東 海岸 唯一 の道の駅 が
リニューアルオープン！！

としての役割もさらに充実させております。施設は、
村内の観光拠点としての位置づけに加え、沖縄本島
内の東海岸の拠点としての役割も担っており、近隣
市町村とも手を取り合いながら地域活性を目指して
いきたいと考えます。宜野座村の魅力でもある「適
度な田舎」を保ちながら、生まれ変わった道の駅「ぎ
のざ」に足を運んで頂き、宜野座村の魅力を発見し
ながら満喫して欲しいと願っております。

リニューアル
オ

ープ ンに あた
ってのご 挨 拶

道の駅 インタ
ビュー
休憩所の目的を越え

道の駅「ぎのざ」を全国へ

道の駅「ぎのざ」駅長
比嘉 雅貴
道の駅「ぎのざ」は、平成27年度に地方創生に資す
る地産地消の販促及び小さな拠点の形成を目指し
た重点「道の駅」
として県内初の選定を受けることが
出来ました。特産物を県外の道の駅で販売した実績
もありますので、今後も他の道の駅とも連携を取り
地域間交流も深めてまいります。
また、
この度完成し
た宜野座村観光拠点施設には、観光情報センター
や、24時間のトイレなど道の駅の目的であるたまり
場空間としての役割だけでなく、交通上の安全と渋
滞緩和にも役立つ施設だと考えております。特に、
ご
当地キャラクター（ぎ〜のくん）を冠した大型遊具が
ある公園は全国の道の駅でも珍しいと思いますの
で、ぜひ北上の際には東海岸を利用して道の駅「ぎ
のざ」へお立ち寄り下さい。
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見どころ遊びどころが満載！沖縄で一番新しい道の駅の新施設
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一日中遊んじゃうよ！
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公園側駐車
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駐車場
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①

大型遊具は4階構造となっており、
トランポリンや各種滑
り台など遊べる仕掛けが詰め込まれ、お子様が存分に楽
しめる空間。ぎ〜のくん広場では、
ステージもあり野外イ
ベントや手作り市など幅広く活用できます。

1階正面には宜野座村観光協会が対応する観光情報センターがあり、村内外の情報が得られます。
また、
センター内には
『みらいスイーツ』
も併設されており、宜野座産のイチゴ、
マンゴー、パインなど季節の果物をふんだんに使った宜野座ス
イーツが楽しめます。その他にも阪神資料館や水広場、広々とした屋内飲食スペースがあり、施設でたっぷり遊んだ後や、
ドライブ帰りの休憩などにもおすすめ。新施設には色んな顔があります。

友好
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遊び・観光・学びまで、盛りだくさんの新施設に注目です！

GINOZA ROADSIDE STATION PARKING

道の駅「ぎのざ」周辺駐車場
①道の駅ぎのざ駐車場（82台完備）
②第２駐車場（２６台完備）

研修室

（2F/ 多目的ルーム）
学びの場として利用していただきたい多目的
研修室はなんとガラス貼り。
会議室やフラダン
スの教室としてもご利用可能です。

展望台・ホール

（3F/ 写真展示なども開催）
３Fは休憩スペースの利用や展示などを行っ
ており、
そこからの展望は大パノラマ。
手つか
ずの自然や海岸の絶景は一見の価値あり
！

GINOZA FARM LAB

（2F/ 休憩室、カフェ）

地元の食材を使った絶品料理を提供。
店内か
ら海を一望でき、
ギノザクラシックバーガーと
珈琲をほおばる贅沢時間を過ごせます。

キッズルーム

（1F/ 授乳室あり）

キッズルームでは乳幼児専用の室内遊具や
授乳室を完備しているので安心してお子さ
んと遊んでもらう事ができます。

③公園側駐車場（43台完備）
④●●●駐車場（35台完備）
駐車禁止エリア

道の駅ぎのざ駐車場

ROADSIDE STATION GINOZA

道の駅新施設のオープンを記念して

盛大な落成式が行われました

に
目印てね！
を
ボクびに来
あそ

ぎーのくん

GINOZA information
夏といえば沖縄！沖縄人（うちなーんちゅ）に愛される穴場的
ビーチから川遊びやキャンプまで。宜野座村で体験しよう！

川遊び
River Activities
村内には、水に親しむ場所がいくつか点
在します。道の駅観光情報センターで情
報をゲットして、ぎのざ探訪へGO！

漢那ビーチ
Kanna Beach

緩やかなアーチ状に広がるビーチは波も緩やかで透明度も高く海水
浴にも最適。手つかずの自然をたっぷり堪能できます。

宜野座村産業まつり

漢那ダムまつり

Ginoza Industry Festival

Kanna Dam Festival

村内で生産・加工された農水産物や商
工業品を展示、販売しており、その他
多くのアトラクションも楽しめます。

ダム堤内の見学や木工教室水や自然と
触れ合えるカヌー体験などイベントが盛
りだくさん。森と湖に親しみ森林やダム、
河原等の重要性も親子で一緒に考え、
肌で感じられるまつりとなっています。

日時：7月28日
（土）13：00〜19：00
7月29日
（日）10：00〜19：00
会場：道の駅「ぎのざ」

Pick Up Event

新施設オープンを記念する落成式が盛大に行われました！

日時：7月29日
（日）10：00〜17：00
会場：漢那ダム

Kariyushi Kanna Thalasso Laguna

3世代で楽しめるウェルネスステーション
魔法の海水でカラダを元気に！
海からの贈り物があふれる
「かりゆしカンナタラソラグーナ」。海の力を生か
した海洋療法・タラソテラピーが健康と美、そして癒しをもたらします。赤ちゃ
んからお年寄りまでいっしょに過ごせる幸せ空間で木々のざわめき、波の音
を聞きながら非日常時間を、こころゆくまでお過ごしください。
かりゆし カンナ タラソ ラグーナ
TEL. 098-983-2323

Rehabilitation
Sports
Relaxation
Body care

海水の力でじんわりゆっくり機能回復を
アクティブレストで疲れ知らず
海水の魔法にかかって心と体を癒す
自然の恵みで
「キレイ」を究める

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1817番地

営業時間／10:00〜22:00（最終受付21:00） 休館日／年中無休

カンナタラソ

HP／http://www.kanassa.jp/

検索

Ginoza vill. Home town tax initiative

ZA
GINOICS
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ふるさと納税で宜野座村を応援しよう！
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとを応援したい」「ふるさとに貢献
したい」という想いを寄附の形で実現する制度です。生まれ育ったふるさと以
外でも寄附は可能です。皆様から寄せられた寄附は、教育・文化・健康・福

アガイティーダの日差しを受けながらのテープカット後には、
関係者の方々へのお披露
目が執り行われました。
ぎ~のくんランドの除幕式では大人も目を輝かせていました。

四つ竹の音色がオープニングを盛り上げます

祉など条例で定めた事業へ活用いたします。

新拠点施設建設の概要を確認しました

宜野座村 ふるさと納税

宜野座村役場（総務課） TEL. 098-968-5111

検索

Email：furusatonouzei@vill.ginoza.okinawa.jp

《道の駅施設の利用時間》
未来ぎのざ

8:30 - 19:00

みらい食堂

11:30 - 14:00

年始1-3日

みらいスイーツ

休／水・木曜

GINOZA FARM LAB

喰遊（クーユー）

9:30 - 18:00

休／火曜

観光情報センター・道の駅施設

天ぷら屋てぃーだ

11:00 - 17:00

休／月曜

水遊び場

からあげまんじろう

11:00 - 売切終了

不定休

11:00 - 17:00

休／木曜

8:00 - 18:00
19:15 - 18:00
10:00 - 18:00
※土日祝 12時〜14時はメンテナンスのため使用を禁止しています

一般社団法人 宜野座村観光協会

ACCESS

道の駅「ぎのざ」宜野座村観光拠点施設内
〒904-1304 宜野座村字漢那1646-4
TEL.098-968-8787
FAX.098-968-8331

沖縄自動車道 宜野座
I/Cから南向け車で約５分

フェイスブック／https://ja-jp.facebook.com/ginozakanko/
道の駅「ぎのざ」HP／https://ginozanavi.com/

※スマホでQRコードを読むと
グーグルマップでアクセス
マップが見れます。

MAPCODE：206 204 344

漢那ダム

←金武町

宜野座I/C

道の駅「ぎのざ」
宜野座村観光協会

329

漢那ビーチ● ●かりゆしカンナ
タラソリゾート

名護市↑

沖縄

自動車道

村総合運動公園
●
名護→
●宜野座村役場

●がらまんホール

●
宜野座カントリー
クラブ

子どもからお年寄りまでファミリーみんなで

②

宜野座の魅力と文化のつまった特産品加工直売センター

一日中楽しめる沖縄県東海岸唯一の道の駅

第２駐車場

道の駅 ぎのざ へ
行こう！

かんなパークゴルフ場は
※
利用者以外の駐車はご遠慮下さい

車場

MIRAI GINOZA

所

村特産販売

た宜野座
域に根付い

地

アウトドア気分で楽しめる、未来ぎのざの飲食コーナーでは、
さわやかな東海岸の風にふかれながら
開放感あるお食事が楽しめます。

地元の野菜や果物販売、加工食品がずらりと並ぶ
特産品加工直売センター「未来ぎのざ」
ぜひ宜野座村の自然を「食」で感じてみては。
地元でとれた安心・新鮮な農産物や手作りケーキ・パンを販売。平成26年に沖縄本
島東海岸で初の道の駅「ぎのざ」
として認定され、翌年には重点道の駅に選定されて
います。家族みんなで楽しめる道の駅「ぎのざ」へ遊びに来てください。

みらい食堂

特産であるジャガイモを練り込んだ沖縄そば。通称「じゃが麺」。県内では道
の駅「ぎのざ」
でしか味わえない1品。

てんぷら屋 てぃーだ

喰遊（クーユー）

からあげ まんじろう

園芸センター

おやつ感覚で大人気の沖縄的てんぷらを楽
しむことができます。

野 菜ソムリエが 作る素 材を活かしたミル
フィーユサラダがおすすめの一品。

秘伝のタレに漬けこんだ柔らかく斬新な鶏
肉をカリッとジューシーに揚げました。

自然あふれる宜野座村の花卉栽培者が多
肉植物や珍しい花など多数ご用意。

