
〇アンケートテーマ    「小美玉市の観光について」

〇対象者 おみたまネットモニター登録者 158人

〇回答期間 令和3年2月18日から3月2日まで

〇回答者数  105人

〇回答率   66％

あなたの年代を教えてください。

年齢 人数 割合
10代 0 0%

20代 8 8%

30代 21 20%

40代 27 26%

50代 24 23%

60代 17 16%

70代 8 8%

80代以上 0 0%
105

性別はどちらですか？

性別 人数 割合

男性 52 50%

女性 53 50%

105

お住まいの地区はどちらですか？

地区 人数 割合

小川地区 21 20%

美野里地区 57 54%

玉里地区 15 14%

小美玉市外 12 11%

105

■あなたの「旅行」に関する考え方を伺います。

頻度 人数 割合
都会 7 7%

自然豊かな田舎 5 5%

温泉 74 70%

山 8 8%

海 11 10%

105

【問2】旅行や観光をする際に、最も重視する事項はどれですか？

種類 人数 割合
距離 7 7%

予算 29 28%

食べ物 20 19%

景観 33 31%

特定の施設 16 15%

105

令和2年度第4回ネットモニターアンケート結果（小美玉市の観光について）

【問1】旅行に行くならどちらがお好みですか？
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■小美玉市の観光について伺います 。

広報紙 号 人数 割合
見どころがたくさんある 4 4%
見どころは多くないが、十分観光できる 20 19%
見どころが少なく、行くところが限られている 64 61%

見どころは全くない 17 16%

105

広報紙 号 人数 割合
景観(霞ヶ浦などの自然) 45 22%
景観(コスモスなどの花) 16 8%
茨城空港 63 30%
食事 13 6%
文化施設 10 5%
寺社仏閣 12 6%
工場見学  13 6%
イベント 6 3%
強みはない 23 11%
その他 6 3%
※その他の意見 207
・田園風景

・百里基地
・農家のたたずまい
・ゴルフ

広報紙 号 人数 割合
新たな観光資源を整備する 45 43%
現在ある観光資源の場所をPRする 32 30%
現在ある観光資源の食事をPRする 12 11%
その他 16 15%
※その他の意見 105
・今ある資源に磨きをかけることをする
・小美玉市は臭いとよく言われる。その解決も必要なのでは...？
・観光資源整備は無駄だと思う
・良い案は思い付かないが、これだけは確か。現状のように道路ばかり作っても観光客は来ません。

・新たにお金を掛けてまでは不要
・豊かな食材を前面に出したオンリーワンのメニューを提供する食堂を増やす)
・小美玉は観光地ではないのだから、観光以外の強みを押し出すべし。
・観光スポット建設。霞ヶ浦に流れ込む棚田型の幅100mくらい段差0.5mで3段位の滝とか。
・現在ある観光資源を大きく改善(例：ことぶき温泉にレストラン・レジャー施設増設)してからPRする
・交通の便を良くするまたは安くする 観光タクシーを安く
・既存の資源に付加価値を与える（体験型観光の導入等）
・現存の観光施設等の内容の充実をはかる
・現在ある歴史的価値、財産を整備して魅力ある観光資源にする。
・現在ある観光資源の整備
・観光の強みを絞って集約する

【問6】小美玉市内の観光ツアーに参加したいと思いますか？

広報紙 号 人数 割合
参加したい 11 10%
内容によって参加したい 72 69%
参加したくない 22 21%

105

【問3】「小美玉市の観光」のイメージは、どれにあてはまりますか？

・文化的な講演会とかがあり、都会まで出なくてすみます

・本庁近くの桜は毎年とても綺麗(現状:草だらけで花見出来ない)

【問4】「小美玉市の観光」の強みはどのようなものがありますか。（複数回答可）

【問5】「小美玉市の観光」にさらに磨きをかけるには、どのようにすればよいと思いますか？

・茨城空港付近に大手ホテルを誘致。でも、観光に力を要れる必要性は感じない。実際、コロナの影響で温泉地等は大打撃を受けてい
る。社会情勢に大きく左右されるものを今さら税金をかけて力を入れるというのはちょっと違うと思う。若い人たちが住みやすいよう
な安定した良い雇用がある小美玉市にしてください。
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【問7】あなたは「アウトドア」に興味はありますか？

性別 人数 割合

ある 82 78%

ない 23 22%

105

広報紙 号 人数 割合
十分資源があり発展している 9 9%
資源はあるが発展していない
（もっとPRが必要） 36 34%

資源はあるが発展していない（施
設などの整備が必要） 52 50%

資源や発展の可能性はない 8 8%
105

■コロナ禍の旅行や観光について伺います
【問9】コロナ禍での休暇はどのように過ごしていますか。（複数回答可）

広報紙 号 人数 割合
在宅（読書や勉強） 44 42%
在宅（ゲームなどの余興） 41 39%
在宅（DIYや料理など） 38 36%
外出（生活必需品を含む買い物） 50 48%
外出（レジャーなど） 5 5%
外出（運動や習い事） 13 12%
その他 9 9%
※その他の意見 200
・休暇はなかった
・DVDやカラオケ
・掃除
・キャンプ
・ゴルフ練習場
・ゴルフ
・雑草除去や庭木の剪定
・自宅の庭でBBQ

【問10】GoToトラベルを利用しましたか？

広報紙 号 人数 割合
はい 25 24%
いいえ 80 76%

105

【問11】現在、旅行したいと思いますか？

広報紙 号 人数 割合
多少感染のリスクがあっても旅行したい 8 8%
感染のリスクが低くなれば旅行したい 53 50%
感染が完全に収束するまでは旅行はしたくない 44 42%

105

【問8】小美玉市での「アウトドア」の発展可能性は、どのように思いますか？
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 【問12】小美玉市のおすすめ観光スポットについて、ご意見・ご感想を自由にご記入ください。(食事、カフェ、風景等）
・空港があるのにお店が少ない

・市⺠がもっと知らないと、良くならないと思います。
・自然豊かなので、それを活かしたキャンプ場を一刻も早く始めるべき。
・小美玉市の観光スポットがわかりにくいので、わかるようなものが必要だと思います。
・無理に観光開発すら必要はないと思います。
・まだ引っ越してきたばかりでよくわからないので、情報が欲しいです！

・いい場所がたくさんあるけど情報がたりないので、広告、宣伝をたくさんした方がいいと思います

・茨城空港付近にレジャーランドを造ったらいいかと思います。
・ダイヤモンド筑波等，たくさんの写真撮影ポイントがある。
・⻘ノ樹・百里基地・美野里JAガソスタ近くにある、ロケに使われる家

・不便な田舎町という感覚。引っ越しできたことに後悔している。

 ・晴れた日の霞ヶ浦から見る玉里地区から行方市に向かう風景は美しいです。

・オススメと胸をはって言える場所が思い付かない。
・茨城空港近辺にもショッピングモールやレジャーを設ける等で人を集めたら良いと思います。

・キャンプ場を浸水しない土地で、景色のいい場所に作り、オシャレなテントティピーや、バンガローを作り、ペット可も作る。(トラ
ブルがないようにルールを決めて)キャンプ場の隣にJAで野菜や肉を売る。また、隣にアスレチックを作る。近くに温泉があるともっと
いい。小美玉市⺠は割引きにする。

・色々と食事をするところはあるが、土日休みが多いのがネックになると思います。逆に土日のみオープンみたいなお店があると目的
地としての魅力があがると思います。イベント頼りの観光ではこの先、生きのこるには難しいと思うので、今ある観光資源を磨きさら
に魅力あるものにしていくことが、今後は求められていくと思います。

・航空自衛隊百里基地は国の軍事施設ゆえ機密保持や法的規制等もあり、施設の観光目的利用に関して自治体が介入できる余地は微塵
もないことは分かっているが思、現状小美玉市内において何より魅力的な唯一無二の観光媒体であることは否定できない。自衛隊と協
議のうえ、可能な範囲で何かしらの施策を展開できないものかと期待してしまう。

・コロナで行ける場所、楽しめる事柄が変わった気がする。今後どのタイミングで収束するのかにもよって流行りは変わりそうですが
…また沢山の人とワイワイ楽しい食事が楽しめるようになってほしいです。

・茨城県の農産物は観光大国でもある北海道と近いものがあると思う。なので、北海道にのっかって近くの北海道として売り出すと面
白いのでは？？！！カフェ頑張ってるところ多いので、つくばのようにステキなカフェいっぱいだよとpr出来れば。

・古墳巡り この辺りは、想像以上に大小様々な古墳が点在している。景色/景観 花のシーズン玉里の蓮田、霞ケ浦、茨城空港

・朝焼け・夕焼けの霞ヶ浦は、本当に綺麗です。玉里の湖畔から霞ヶ浦と筑波山を一緒に望める景色は、なかなか貴重な光景です。
もっとPRして欲しいと思います。

・市役所で流されていた小美玉市PR動画を見て、初めて知るものがありました。まずは地元の人が小美玉市の良いところを知り、内外
に発信すると良いと思いました。

・工場等が沢山あるので、見学や試食、試飲。小美玉プリンやヨーグルトイベントを大々的に茨城空港の周辺は何もない。空港降りて
も食事するところもなく、目的地まで直行するしかないため、寄れるところがあるといい。

 とにかく、雇用促進。子育て中のママ達が働けるような条件の良い雇用をそららで設ける。
 保育士、保育スペース、親子で集える場所の確保。
 登録販売者を確保し一般的な薬品の取り扱いをする。子育てママや高齢者の相談に応じられるようにする。
 現役引退した高齢者にも雇用を設ける(お総菜作り、預かり保育や学校のお迎え支援、施設管理、育児相談、オーダーメードの通園
バック等の手作り支援等)技術やキャリアを積んだ方だからこそできるもの、得られる安心感があるはず。ここをアピール。
 地元向けにするならできることは山ほどある。
 最終的にどちらにターゲットを絞るにしろ地元⺠が税金をかけただけの施設だ、作って良かったと税金の恩恵を感じられる施設にす
べき。

・おいしい食材はあるのにそれをおいしく食べられるお店が無い。地元の食材とは無縁な定食屋、中華料理屋、ラーメン屋ばかり。熊
本に住んでいた時は、各地にその地域の豊かな食材を利用した特色のある食堂が必ず何件かあって、日帰りドライブを楽しんでいた。
東京が近いから東京に卸すことしかしないのは本当にもったいない。卵かけごはんのお店の話をテレビでやっていたが、メニューが豊
富な必要は全くない。名物メニュー１本でも十分繁盛できるし、リピーターもできる。ターゲットは東京ではなく県南や千葉をイメー
ジして、車でたまに来てもらうオープンスペースを狙う感じです。

・保育スペース必須！体位測定できて保育士常駐させて相談しやすいような場所が良い。ママ達がゆっくり買い物したり講座に参加で
きるようなシステムを作れば良い。施設利用者は無料、施設外の人でも有料で受け付ければ良いのでは？
 この施設の一番の残念ポイント。天候に大きく左右されがち。そして狭い。店舗経営者、利用者の動線無視設計。施設が根本的に良
くない。経営者のことも利用者のこともまったく無視しているデザイン重視感がイタい。作り直せないし、付け焼刃の雨の日特典付け
るしかない。次回ハコモノ作るときは、たくさんの人たち(一部の有識者、市職員だけでなく)の意見に耳を傾けるべき。JAの直売は良
い。肉、野菜、果物、乾物もあり価格も良心的。惣菜もたくさんあったら良いと思う。ATMあったら助かると思う。全体的にうわべだ
けで活気が無い印象が強い。坂東太郎が撤収したのも頷ける。周辺にIKEAとかコストコ、イオンみたいな大型商業施設に誘致した方が
人は増えると思う。人が増えるそれだけで良いなら。とにかく、いろいろな面でブレすぎだから的を絞るべき。
 観光客向けにするならとにかく価格が高くても珍しいもの(えびまことかワカサギとか)やこだわりの食材、高品質なものを多くの種
類揃えるべき。食材の調理法を提案したり宅配サービスとかキャッシュレス決済取り入れて宿泊(とにかくコレ。必須。現状は足止めで
きず、外に流れてる、そして、宿泊したときに食事に提供すれば買って帰る)、体験もできてリフレッシュできる施設にするとか。(足
湯、小美玉温泉を引っ張ってくる)１日過ごせるような施設であるべき。
地元向けにするなら小川、玉里、美野里のコミュニティに声かけて(いつまでも居住区にこだわり自分の地区だけで活動するなんて田舎
独特感があるのでコミュニティに税金かけるのがもったいない)協力して貰うとか、国際交流サークル的な団体や学校関係(学校区同士
での交流を持つために)とか、とにかく、声をかけて関わって利用して貰うしかない。
 コンテストや大会のような成果発表できるようなものを実施(書き初め、絵画、オブジェ、歌、ダンス、演奏)。
 子供たちでも気軽に楽しめるような企画や特典(無料で参加できる)
 国際交流の場、子供たちの教育環境改善の為、教職員の意識改善スキルアップの為にも語学交流の場にする。語学教室(外国人向け、
日本人向け)を作る。必ず持続的できるよう施設内にこども食堂(成人するまで無料、大人は有料で利用可)みたいなものを設ける(タク
シーチケット支援、給食センターにも協力依頼するなど)。
 市内の幼保小中高校の学用品(制服、体操服等)のリユースシステム(買い取り販売)を確立し、それらは各所に設けるが拠点はそららに
する。(学用品はとにかくバカ高い。処分に困ったりもある。子育て支援するならコレ。絶対需要はある。そららでなくてもやって欲し
い)



・市の外から来た人達に案内すると考えた場合、小美玉市のココを見せたいというような場所は残念ながら思い浮かびません。

【問13】市外在住の方に伺います。小美玉市のイメージはどのように感じますか？自由に記入ください。

・隠れスポットは沢山あると思います。どちらかと言うと、観光というより家族とのふれあいの場になる所が多い気がします。また、
カフェや飲食店もアピール次第では若い年齢層の集客できるかと思います。
公園や広場があるので、小美玉市内の店舗などを集結させたマルシェなどイベントを開催するのも良いかと思います。一昨年のヨーグ
ルトサミットも予想以上の反響があったように感じます。ヨーグルトに限らず小美玉物産展とかやってほしいです。

・観光スポットは観光バスが入場可能な駐車場と多目的な施設が整備されている事が重要なので、以下2点を提案する。
案1：玉里地区のコスモスは霞ヶ浦沿いなので、キャンプ場兼宿泊研修施設(有料、市⺠は割安にする)に改良する事で、個人利用・⺠間
企業の研修・学校関連の宿泊学習としてPR出来るのではないか？
案2：小川地区のことぶき温泉を改良(宿泊施設・ボーリング等の遊戯施設・食事の充実)する事で、レジャー温泉施設として対外的にPR
出来るのではないか？

・茨城空港&百里基地周辺です。旅行に行けなくても、大空を飛ぶ飛行機や戦闘機は、コロナ禍の現実をしばし忘れさせてくれます。

・冬の時期北海道からのゴルフプレーヤーに良くゴルフ場で会います。わざわざゴルフだけのために飛行機に乗って来ています。その
人たちがもっと足を伸ばして観光する場所 施設 食べ物など、魅力ある場所にしたいです。

・アウトドアに活路を見出そうとするのは良いと思います。ただ、ＰＲや施設の整備だけをするのではなく、既存の資源をどのように
有機的に繋ぎ、充実した体験型観光メニューを提供できるか知恵を出すべきと思います。

・海はないが、霞ケ浦と丘陵地は観光資源があると感じる。乳製品（例：小美玉プリン等）をもっと積極的にアピール、キャンペーン
を実施したら如何か。現在はコロナ禍でイベントも自粛で難しいのは理解できる。コロナ禍が収束（終息）したら、実施していったら
如何と思う。小美玉市は日本全国でも珍しく、ホールを３つもっている。みのーれ、アピオス、コスモス。コロナ禍が収束（終息）し
たら、積極的にイベントを実施して欲しい。オーケストラ、室内管弦楽、落語等の園芸も大歓迎である。

・住まいは那珂市です。茨城空港や霞ヶ浦などがあり観光資源をPRすることにより市全体が発展できると思います。

・小美玉市内の観光スポットは、現状、どれも遠方から人を集める魅力は感じられず、宿泊を伴う観光客を増やすのは難しいように感
じます。自然豊かな土地であること、霞ヶ浦を眺望できること、都心からもアクセス圏内であることなどから、キャンプ場を整備する
と良いのではと思います。キャンプ場はコロナ禍になる前からも人を集めていたので、コロナ禍が去った後も人を集められるのではな
いかと思います。茨城空港付近の施設の有効利用を計るのもよいかと思います。そららの利用状況をさらに上昇させるような取り組み
があれば良いと思います。

・静かで過ごしやすい市だと思います。食事する場所が地域によっては少ないと思いますので、今後、グルメに力を入れていけば良い
かなと思います。

・生まれも育ちも玉里地区なのですが、小美玉市の良さがよくわかっていない。コロナがおさまったら発見のドライブでもしてみた
い。
・農産物直売所整備。道路の整備。

・引っ越してきたばかりなのでまだよくわからない

・酪農業が盛んな印象。自然豊か。茨城の空の玄関口。
・利便性がいい

・蓮根などの野菜や霞ヶ浦の魚を食事できる場所が少なく、点在している地域から古く受け継がれる祭は観光資源となる可能性が高
い。有り余る自然を活かした利便性のいいアウトドア施設があれば自然を好む人を集める事ができる。

・閉店してしまいましたが杏亭というケーキ屋さんが好きでした

・納豆博物館！！！あんなに有名で売れているのに、本社を小川に置いてくれてありがとうと言いたいです！

・霞ヶ浦湖畔に駐車場と自転車関連、観光関連の施設を整備し、自転車観光の拠点を小美玉市にも作る。

・遊べる場所が少ない。おしゃれなカフェや商業施設などを作って欲しい。土地が沢山あるのに活用されていなく、空港はあるのに周
りには何も無くて勿体ないなと思う。小美玉市から少し出たら多少の娯楽はあるけれど、小美玉市には若い人が見るようなところがな
く、水戸やつくばなどに足を伸ばすしかないので不便。

・匂いがありますけど、自然がたくさんあり魅力的だと思います

・活気がある。街のPRが上手である。

・のどかで安全なまち

・小美玉ブランドがたくさん有る魅力的な市だと思います。例えばヨーグルトは、イベントとコラボレーションしたり、四季折々限定
品があり、テレビから情報を知ることがあったり、いろいろな物事をデザインし、行動し、結果を残していてプロモーション活動も精
力的に取り組んでいる市だと思います。

・地味

・遊ぶ場所が無い。茨城空港と、百里基地しか、思い浮かばない

・酪農が盛んな町だと思います

・問5でも記入したが、小美玉は観光地でないのだから観光に力を入れるべきではない。それよりも教育や子育て（例えば学童保育の
時間延⻑など）にもっと力を入れて、「住みやすい」街を目指すべき。そうすれば、⻑い時間はかかるが他から人の流入は増える。観
光に力を入れるなら、立派な図書館の一つでも作っていただきたい。

・小美玉市には空港がありますが観光スポットとまでは言えない気もしています。近くのそららもあまり活気がないような感じだと思
います。今はコロナ禍なので飛行機でどこかに行きたい気分ではないのでしょう。
 希望が丘公園での夏の花火はとても楽しみなイベントでした。昼間は戦闘機？も上空を飛んで特別感があり楽しかったです。
 コスモス畑は隙間がたくさんあるのでもっと密にお花が植えられていれば見応えも十分だと思います。


