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 納品物 
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以下の内容でデータおよび分析レポートを納品致します。 

該当期間中（2018年11月1日〜2019年10月31日）の 

①茅ヶ崎市への観光客数分析 
②観光客の茅ヶ崎市への交通手段分析 
③茅ヶ崎市内観光地分析 
 
納品形式： pptx 

分析レポート 
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1.茅ヶ崎市への観光客数分析             

 1.1 【月次】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数推移 

 1.2 【都道府県】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数ランキング 

 1.3 【市区町村】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数ランキング 

 

2.観光客の茅ヶ崎市への交通手段分析  

 2.1観光客の茅ヶ崎市への交通手段割合 

 2.2観光客の茅ヶ崎市への交通手段別ログプロット 

 

内容 

【仕様書】茅ヶ崎市観光分析 

 

3.茅ヶ崎市内観光地分析          

 3.1 【500mメッシュ】 1日あたりの観光客数ランキング 

 3.2 観光客の茅ヶ崎市内ログプロット・ログヒートマップ 

 3.3 【500mメッシュ】 1日あたりの観光客数 – 延べ人口 

 3.4 【観光地】 1日あたりの観光客数ランキング 

   3.5 観光地詳細分析 

   3.6 総括 
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データ 

【仕様書】茅ヶ崎市観光分析 

1)期間 

 2018年11月1日〜2019年10月31日 

 

2)対象セッションの定義 

 ・上記期間内に茅ヶ崎市内に1日のうち120分以上 
 ・1ヶ月のうち11日未満滞在 
 ・推定居住地および推定勤務地が茅ヶ崎市内でないと推定されるセッション 
    

※セッション（ユーザー）とは  

  ・1日ごとに切り替わるユーザのユニークなID 

 ・取得できたセッション数(アプリユーザー数)を日本の総人口規模に換算処理することで、 
   時間・地域ごとのデータ量のばらつきを解消。 
 
 

 



1. 茅ヶ崎市への観光客数分析 



1.1 【月次】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数推移（平日・休日別） 
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ｎ： 9,457,040  
 
【定義】 
Hｏｌｉｄａｙ…土日・祝日(年末年始含む) 
Wｅｅｋｄａｙ…平日 



1.2 【都道府県】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数ランキング (平日・休日含む) 
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ｎ： 9,457,040  



1.3 【市区町村】茅ヶ崎市への1日あたりの平均観光客数ランキング (平日・休日含む) 
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ｎ： 9,457,040  



2. 観光客の茅ヶ崎市への 
交通手段分析 



観光客の茅ヶ崎市への交通手段 判別方法 
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観光客が、どのような交通手段で茅ヶ崎市に訪問したかを判別する 

 

判定方法： 
ログの移動手段情報を用いて、 
茅ヶ崎市に入る直前60分のログの移動手段の中で最も多かったものを茅ヶ崎市への交通手段とする 

ログ取得日 ログ取得時間 ログ取得場所 transportationtype* 

2018/11/01 11:30:00 茅ヶ崎市外 車 

2018/11/01 12:00:00 茅ヶ崎市外 車 

2018/11/01 12:30:00 茅ヶ崎市外 車 

2018/11/01 13:00:00 茅ヶ崎市内 歩行 

2018/11/01 13:30:00 茅ヶ崎市内 歩行 

*transportationtype：データ提供会社で推計した、そのログが発生した時のユーザーの移動手段 

ユーザーAの2018/11/01のログ 

茅ヶ崎市への 
交通手段 = 車 

★茅ヶ崎市に到着 

例：ユーザーAの交通手段判別 



2. 観光客の茅ヶ崎市への交通手段 

2.1 観光客の茅ヶ崎市への交通手段割合 2.2 観光客の茅ヶ崎市への交通手段別ログプロット(狭域) 

10 ※交通手段判別ができたセッションのログのみプロット 

【定義】 
P９のロジックでセッション（=ユーザー）ごとに交通手段を判別 
 →P９のユーザーAの場合、交通手段＝車と判別された為、P１０〜１１のプロットは全て「青」 
 辻堂駅 

茅ヶ崎駅 



2.2 観光客の茅ヶ崎市への交通手段別ログプロット(広域) 

11 ※交通手段判別ができたセッションのログのみプロット 

辻堂駅 
茅ヶ崎駅 



3. 茅ヶ崎市内観光地分析 
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順位 代表住所 代表ランドマーク、観光地 
1 茅ヶ崎市元町 茅ヶ崎駅、雄三通り、 

MOKICHI FOODS GARDEN 

2 茅ヶ崎市新栄町 茅ヶ崎駅、イトーヨーカドー茅ヶ崎店、 
東横INN湘南茅ヶ崎駅北口 

3 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目 イオン茅ヶ崎中央店 

4 茅ヶ崎市下町屋１丁目 旧相模川橋脚、湘南RESORT SPA 
竜泉寺の湯、ニトリ茅ヶ崎店 

5 茅ヶ崎市南湖４丁目 サザンビーチ、サザン通り 

6 茅ヶ崎市茅ヶ崎２丁目 イオンスタイル湘南茅ヶ崎店 

7 茅ヶ崎市共恵２丁目 サザン通り、高砂緑地・松籟庵 

8 茅ヶ崎市中島 

9 茅ヶ崎市東海岸北２丁目 雄三通り、茅ヶ崎市美術館 

10 茅ヶ崎市茅ヶ崎 野天湯元 湯快爽快、島忠茅ヶ崎店 

11 茅ヶ崎市南湖５丁目 BRANCH茅ヶ崎   

12 茅ヶ崎市矢畑 フレスポ茅ヶ崎店 

13 茅ヶ崎市若松町 ラチエン通り 

14 茅ヶ崎市浜竹２丁目 辻堂駅西口 

15 茅ヶ崎市緑が浜 湘南ベイホテル 

16 茅ヶ崎市柳島海岸 海女小屋、ホテルパシフィック新館 

17 茅ヶ崎市中海岸３丁目 茅ヶ崎公園野球場、サザンビーチ 

18 茅ヶ崎市本村２丁目 セカンドストリート茅ヶ崎店 

19 茅ヶ崎市萩園 

20 茅ヶ崎市赤松町 辻堂駅西口 

500mメッシュランキングマップ（枠内は順位） 

※黒字：指定の20箇所  青字：指定の20箇所以外で次ページのログプロットでヒートしているスポット 
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3.1 【 500mメッシュ】1日あたりの観光客数ランキング 



3.2 観光客の茅ヶ崎市内ログプロット・ログヒートマップ 
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観光客の茅ヶ崎市内ログプロット 観光客の茅ヶ崎市内ログヒートマップ 

茅ヶ崎駅 

辻堂駅 
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 3.3 【500mメッシュ】 1日あたりの観光客数 – 延べ人口       (2018/11/1〜2019/10/31) 

赤色の箇所は人口数が多く、 
・駅周辺 
・サザンビーチ 
・大型スーパー 
・交差点 
等、P１３のランキング上位と一致しています。 
黄色箇所（薄黄色含む）もランキング上位に続く
スポットと一致していますが、その他、ガイド本に
掲載された人気飲食店を含むエリアとほぼ合致
しています。 
 

茅ヶ崎駅 

辻堂駅 



観光ランドマーク 一覧  
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3.4  【観光地】1日あたりの観光客数ランキング  

17 



観光ランドマーク 雄三通り 

18 



・茅ヶ崎駅より海へ向かう通りであり、1日あたりの観光客  
 数ランキングも予想通りの結果です。 
 
・時間帯別では12時から13時の利用が多く、飲食店も 
 あることから食事目的の訪問が推測されます。 
 
・ただ、滞在時間の5割以上が15分未満と短く、滞在型 
 よりも目的地への通過点となっていることがうかがえます。 
 
・雄三通り周辺には歴史的観光資源がありますが、回遊 
 先としての相関性は低い傾向があります。 

回遊先 

3.4  観光地詳細分析：【第1位】雄三通り 1454.6人（1日あたり） 

19 

気づき 



観光ランドマーク サザン通り商店街 

20 



・茅ヶ崎駅よりサザンビーチへ向かう主要な通りの一つで 
 あり、周遊ランキングからも相関性は見られます。 
 
・時間帯別では14時台やや突出していますが、10時か  
 ら夕方にかけ、観光客数はほぼ平衡しています。 
 
・ただ、雄三通りと同様、滞在時間の半数近くが15分未 
 満と短く、滞在型よりも目的地への通過点となっている 
 ことがうかがえます。 
 
 

3.4  観光地詳細分析：【第2位】サザン通り商店街 1096.9人(1日あたり) 

21 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク サザンビーチ 

22 



3.4  観光地詳細分析：【第3位】サザンビーチ 895.7人(1日あたり)  
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・茅ヶ崎市の観光資源としての知名度も高い、サザンビー 
 チが一日あたりの観光客ランキング3位と上位です。 
 
・時間帯別では日中の来訪が多いですが、早朝の6時台 
 も突出しており、釣りやサーフィン目的の来訪が数値に 
 結びついていると推測されます。 
 
・滞在時間としては滞在型の長時間訪問が多いですが、 
 15分未満も4分の1を占めており、周遊をしながらの立 
 ち寄りも考えられます。 
 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク 柳島スポーツ公園 
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3.4  観光地詳細分析：【第4位】柳島スポーツ公園 851.9人(1日あたり) 
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・茅ヶ崎市の観光資源としては新しい施設ですが、１日 
 あたりの観光客数は公園の中では最も来訪数が高い 
 です。 
 
・徒歩圏内にある柳島少年キャンプ場との相関性も見ら 
 れます。 
 
・ただし、スポーツ公園ですが15分未満の短時間滞在が 
 約60％を占めており、スクール目的や試合の送迎など 
 での来訪が考えられます。また周辺道路の交通渋滞な 
 ども含まれていると推測されます。 
 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク 湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯 
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3.4  観光地詳細分析：【第5位】湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯 805.2人(1日あたり) 

27 

・SPAでありながら、日中から多くの方が来訪されていま 
 す。 
 
・周遊ランキングからも柳島スポーツ公園やビーチとの相 
 関性が見られ、スポーツ後のリフレッシュとしての利用も  
 うかがえます。 
 
・滞在時間の50％以上が２時間以上と長く、施設の 
 特徴を考えれます。 

1.99％ 

回遊先 気づき 



観光ランドマークラチエン通り 
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3.4  観光地詳細分析：【第6位】ラチエン通り 673.2人(1日あたり) 
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・茅ヶ崎駅より東側にある海へ向かう主要な通りですが、  
 他の海へ向かう主要通り（サザン通り・雄三通り）と 
 比較してラチエン通りの利用は低い傾向にあります。 
 
・滞在時間の60％近くが15分未満の滞在と短く、 
 滞在型よりも目的地への通過となっているようです。 
 
・飲食店・小売店・クリニック・美容院が点在しています 
 が、12時の利用が最も多いため、ランチでの来訪が推 
 考えられます。 

4.12％ 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク 茅ヶ崎公園（野球場）  
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3.4  観光地詳細分析：【第7位】茅ヶ崎公園（野球場） 317.5人(1日あたり) 
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・地域に根付いた公園（野球場）ですが、サザンオール 
 スターズがライブを行う等で、茅ヶ崎市民以外にも知名 
 度のある公園です。 
 
・雄三通りとサザン通りの中間地点にありますが、雄三通 
 りを利用して訪れる方が多い傾向がみられます。 
 
・公園（野球場）ですが、滞在時間は5〜15分未満が 
 最も多く、無料駐車場やトイレを併設していることから 
 立ち寄りでの来訪が考えられます。 
 
 

4.44％ 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク 熊澤酒造(湘南ビール）  

32 



3.4  観光地詳細分析：【第8位】熊澤酒造（湘南ビール） 286.6人(1日あたり) 

33 

・周辺市町村では知名度があり、レストランやベーカリー 
 も併設された酒造で、酒造のガイドツアーも行われてい 
 ます。 
 
・12〜13時の時間帯が最も多く、ランチで利用される 
 傾向がうかがえます。 
 
・17〜20時の来訪者の増加からも、食事での利用が 
 多いことがうかがえます。 
 
・食事を伴う利用が多い為、約65％が1時間以上の滞
在をしています。15分〜1時間の利用客も約22％近く
あり、買い物や見学目的の利用も考えられます。 

回遊先 気づき 



観光ランドマーク 野天湯元 湯快爽快  

34 



3.4 観光地詳細分析：【第9位】野天湯元 湯快爽快 259.4人（1日あたり） 

35 

・茅ヶ崎駅よりシャトルバスも出ている日帰り温泉施設で  
 あり、1時間以上の滞在が60％以上と施設の性質上 
 滞在時間も長いです。 
 
・お昼過ぎの14〜17時の時間帯の利用が多い傾向に 
 あります。 
 
・サザンビーチや柳島スポーツ公園と合わせた利用があ 
 り、運動・海水浴・サーフィン後の利用も推測されます。 
 
 

回遊先 

3.48% 

気づき 



観光ランドマーク ヘッドランドビーチ 

36 



・サザンビーチより東に位置するビーチで、釣りやバーべ 
 キューをすることも出来ます。 
 
・サザンビーチと比較して15分未満の滞在が多い傾向が 
 あります。 
 
・サザンビーチ利用客数が最も多い時間は14時でした  
 が、ヘッドランドビーチは11時の利用が最も多く、同じ 
 市内にあるビーチですが、利用用途が異なることがうか 
 がえます。 
 

3.4  観光地詳細分析：【第10位】ヘッドランドビーチ 212.5人（1日あたり） 

37 

回遊先 気づき 



3.5  一日あたりの観光客数と30分以上の滞在客数 
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 上表は1日あたりの観光客数より、滞在時間が30分以上の人数を算出しています。 
その結果、観光客ランキング(P1７)から変動が見られます。 
「竜泉寺」や「熊澤酒造」は動態調査から読み取れる滞在型観光の成功例であると言えそうです。 
今後はこのように観光消費へと繋がる個人事業を増やし、事業の底上げをすることで茅ヶ崎市全体の活性化を促進すると考えられます。 



3.5  総括 
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動態調査による総括 

 １日あたりの観光客数ランキング（P１７）において上位３位である「雄三通り」・「サザン通り」・「サザンビーチ」
に着目すると、この３つの観光資源の回遊が見られ、相関性が高い傾向にあることが分かります。 
 
 「雄三通り」・「サザン通り」の「通り」は観光客の人通りが多いですが、各滞在時間比率のグラフから読み取れ
るように、大半の観光客にとってほとんど通過点になってしまっていることが推測されます。 
通過点から滞在地へと観光客が意識をシフトできるように事業のサポート、魅力的な資源を増やすことが重要 
と考えられます。 
 
 上記３つの観光資源を結ぶ範囲内には、歴史的観光資源があるにも関わらず、回遊の相関関係は上位より
逸脱しています。それらを含む歴史的観光資源は１日あたりの観光客数ランキング(P1７)でも 
客数が伸び悩んでいるため、観光客のニーズと適しているか再検討する必要がありそうです。 
 
 一方、月別推移(P５)より、イベント開催時は客数増加がうかがえます。今後は更にイベントの内容・告知を外
向けにし、市外へ発信していくことで、観光客数と観光消費の増加に繋がると考えられます。 
同時に交通手段(P１０)より、自動車での来訪割合を勘案し、交通環境整備や交通量が多く渋滞する地点での
案内・宣伝の工夫なども効果があると考えられます。 
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 観光地ランキング （11位以降） 

Appendix 



観光ランドマーク海女小屋 

41 



観光ランドマーク 開高健記念館 

42 



観光ランドマーク 茅ヶ崎館 

43 



観光ランドマーク 茅ヶ崎市美術館 

44 



観光ランドマーク 旧相模川橋脚 

45 



観光ランドマーク 高砂緑地・松籟庵 

46 



観光ランドマーク 浄見寺・民俗資料館 

47 



観光ランドマーク 鶴嶺八幡宮 

48 



観光ランドマーク 宝生寺 

49 



観光ランドマーク 氷室椿庭園 

50 



観光ランドマーク 柳島キャンプ場 

51 



観光ランドマーク 里山公園  

52 



53 

EOF 


