
〇アンケートテーマ    「空のえき そ･ら･ら」拡張整備に関するアンケート

〇対象者 おみたまネットモニター登録者 252人

〇回答期間 令和4年1⽉21⽇〜2⽉1⽇まで

〇回答者数    171人

〇回答率    67.8％

あなたの年代を教えてください。

年代 人数 割合
10代 0 0%

20代 8 5%

30代 36 21%

40代 53 31%

50代 46 27%

60代 18 11%

70代 10 6%

80代以上 0 0%
171

あなたの性別を教えてください。
性別 人数 割合
男性 78 46%
女性 92 54%

自由記入 1 1%
171

お住まいはどちらですか。
地区 人数 割合

小美玉市内 160 94%
茨城県内 11 6%
茨城県外 0 0%

※県内：市町村名 171
 ⽔戸市、⽯岡市、笠間市、茨城町、⾏⽅市、鉾⽥市

項目 人数 割合

週に1回以上 5 3%

⽉に1回以上 24 14%

2〜3ヵ⽉に1回以上 47 27%

年に1回程度 48 28%

ほとんど利用しない 47 27%

171

項目 人数 割合

飛⾏機の展示・機内見学 83 15%

航空関連グッズショップ 65 11%

チーズ工房・チーズの販売 90 16%
ミート工房・ソーセージづくり体
験 64 11%

地ビール工房見学・地ビール販売 75 13%

貸農園での農業体験（栽培から収
穫までの体験など 12 2%

観光農園での農業体験（農作物の
収穫と加工品づくりの体験など） 22 4%

バーベキュー広場 61 11%
屋根付き広場 33 6%
サイクリスト向け自転車ポート 29 5%

ドッグラン 35 6%

569

令和3年度第６回ネットモニターアンケート結果（「空のえき そ･ら･ら」拡張整備に関するアンケート）

【問1】「空のえき そ･ら･ら」をどのくらいの頻度で利用していますか。

【問2】「空のえき そ･ら･ら」に新たに導入が想定されている施設の中で、興味がある施設はどれですか。（複数回答可）
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【問3】上記の施設が整備された場合、「空のえき そ･ら･ら」を利用する頻度は増えると思いますか。

項目 人数 割合

確実に増える 51 30%
増えるかもしれない 91 53%

特に変わらない 29 17%

減少するかも知れない 0 0%

確実に減少する 0 0%

171

項目 人数 割合

紹介したい 58 34%
機会があれば紹介したいと思う 81 47%
特に変わらない 19 11%
特に紹介したいと思わない 10 6%
紹介はしない 3 2%

171

【問5】その他「空のえき そ･ら･ら」についてご意見がありましたら、自由にご記入ください。

・子育て(未就学児から小中学生)に特化した施設(学校⾏事に合わせての平⽇利用の増加)。
・子育て相談窓口(子育てのプロが常駐)。
・子供逹を遊ばせながら、休ませながら⺟親同志がおしゃべり出来る場所。
・内科・小児科・整形外科など医療機関の併設(平⽇に子供や高齢者が利用する施設)。

・子供が遊べる施設が少ないので欲しいと思う。ショッピングモールが近くに出来るともっと人が利用するのでは？

・現在は、そららにわざわざ⾏きたいと思える要素が少ない。ターゲットの年齢層が分かりにくい。色んな年齢の子供が楽しめる遊具
やアスレチックをさらに充実させて、アピールすると⽇常的に活気が出そう。

・授乳室や、子供のおむつ替えに使える綺麗な部屋があると嬉しい。

・子どもが遊べるような遊具があったらいいと思う

・そららですが、他の道の駅等と比べて独自色が足りないと思います。例えば、野菜の直売所はいわゆるJAの直売所と違いがなく、物
産品のお店もただのお土産屋のようで、空港内と差がなく感じます。
・茨城空港の利用目的を考えると、首都圏への通過点であり、そららに立ち寄るほどの何かがなければ、地域活性はおろか縮小せざる
を得なくなり、拡張はむしろ住⺠への負担増につながりかねません。
・アンケートにある項目も、他に有名なところがあり、あえてそららでやる必要があるでしょうか？隣町のどきどきファームの⽅が目
的にあった経営をしているように感じます。また、差異がなければ、はじめ人が来ても飽きられるのもはやいと思います。
・看板にもある小美玉を食べようと言うならば、小美玉ならではの食材PRとともに、１つの核をブレのないようにすべきだと思いま
す。現状では寄せ集め感しかなく、施設自体がバラバラになっています。
・空港があり、自衛隊基地がある点は全国的にも強い売りであり、自衛隊と何かタイアップはできないものかと思います。例えば、ミ
ニ航空祭のようなことはできないでしょうか？また、横須賀海軍カレーのような自衛隊メシはどうでしょうか？
・小美玉市⺠として、やはり茨城県で⼀番の都市にしたいし、なってほしいと思います。

・アスレチックがあったら嬉しいです。⾏⽅市の⾏っている『なめキャン』のような期間限定キャンプをやってほしいです。

・おいしいソフトクリームが食べられるので、赤ちゃんの散歩がてらたびたび利用しています。授乳室がひとつしかないのは気をつか
います。せめて、もう⼀部屋ほしいです。

・以前より利用しなくなった理由が食事する所(ビッフェ)がなくなったことが大きい。感染対策でビッフェが難しくともあれだけの広
いスペースであるのだからラーメン屋では正直勿体ない。(ラーメン屋でも人気のある有名店舗ならばまだ) 利用者は年配か子供連れ
が多いのだから丸⻲製麺の様なうどん屋の⽅が利用し易い。テイクアウトが今は盛んなので直売所でもう少しお弁当等に⼒を入れられ
ないかな、と思う。何かしらそららでしかない売りを作って欲しい。若者向けのテイクアウトドーナツやクレープ、アイスはSNSで発
信すれば集客出来ると思う。

・以前利用したときのスタッフ(高齢男性)、チャレンジショップ店員の態度が非常に悪かった。飲食店舗利用時、混雑していたためレ
ジ前で待っていたが、⼀向に対応してくれないため声をかけたところ、今忙しいんだから話しかけるなという態度でお待ちくださいと
言われた。その時点で不快だったが、待っていたところ、そららのスタッフジャンパーを着た高齢男性が店舗に入り、店員に声をかけ
た。店員はすぐさま対応していたが、内容的にはスタッフ自身の昼食のことのようだった。狭い店内なので私たちが先客としていたの
は分かるはずだが、気にもとめていなかった。チャレンジショップ店員も私たちにはあのような態度をとったにもかかわらず、待って
いる私たちを無視して話し込んでいた。その時点で我慢の限界を迎え店舗を出たが、スタッフからも店員からもなんの⼀声もなかっ
た。施設をどんなに整備したり拡張してもスタッフの質が悪いと何の意味もない。また施設を整備、拡張するのはどういった目的なの
か？この時代にあまり意味のない拡張は時勢を読めていないと感じる。まずは既存の施設、人員の質を上げることから始めるべきだと
思う。
まちづくり構想の説明に災害に強いまちづくりの構想とあるが防災要素は問2の選択肢からは読み取れないが、なぜないのか？構想の
趣旨目的とずれていると感じる。

・空港利用客などの市⺠以外の利用も考え市⺠使用の便や要望だけでなく、土産売り場の拡充や販売する土産も生鮮ではなく加工品を
多くするなど工夫が必要かと思う。

・建物のデザインが良いのに、装飾が安っぽい。友部サービスエリアや守谷サービスエリアみたいな雰囲気になれば良いのになと思い
ます。

・見るのが農産物とヨーグルト売り場しかない。友人を連れて⾏くにはあまりにも過疎化してるので連れて⾏けない。

・⾏ったことはないですが、ポイントになる施設・コミュニティーになるのかなと思います。どんな場所なのか調べてみます！

・坂東太郎がなくなってから全然いかなくなった。食べ放題良かった。

【問4】上記の施設が整備された場合、友人や知人に「空のえき そ･ら･ら」を紹介したいと思いますか。

・いつも農産物の購入に利用しています。いつも子連れの⽅が広場にたくさんいらっしゃるので子連れ様でも楽しめる体験や遊具等が
もっとあればいいと思います。
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・地元マルシェや小川の⽂化ホールで定期開催されているモノづくりのイベント、物産展(北海道・東北・東京・関⻄・九州…沖縄)、
キッチンカーを集めたキッチンカーコレクションなど開催してほしい。みの〜れのような芝生の広場や施設の周りをウォーキング(散
歩)できる整備された道、大人の健康遊具などあったら良いなと思う。
・子育て世代としては、できれば授乳用の個室や調乳用の給湯器、離乳食を温めるレンジなどが整った授乳室がほしい(イオンなどの授
乳室にある身⻑や体重が測れる器具など置いていただけたら尚嬉しいです)
  ↑子ども用の施設が整っているかを基準に外出先を決めるので結構重要です。
・レストランや休憩施設もイスばかり出なく、ソファー席や座敷席があると嬉しいです。首がすわってなかったり、歩⾏がまだ出来な
い赤ちゃんは靴を履かせてないことが多いです。そのためソファーや座敷に寝転ばせないと大人が休憩できないのであると有難いで
す。

・農家さんや食品工場が沢山ある小美玉市なので、野菜、卵、お菓子、加工食品などのB品(規格外・商品として販売出来ないもの・廃
棄してしまうもの)を買える場が出来たら魅⼒的だと思う。

・若い世代が来るように、カフェを作って欲しい。

・羽鳥に住んでいますが、わざわざ足を伸ばしてそららへ⾏こうとは思いません。どのように魅⼒化するか分かりませんが、現状はほ
ぼ魅⼒が感じられない。また、空のえきと言っても空港から歩いて⾏くには少し距離があり、空港利用者のうち、そららへ立ち寄る人
は少ないと思う。立地条件や需要等、どのように見積もったのか疑問。

・営業時間がもう少し⻑ければ仕事帰りに寄れるのになって思う。平⽇だとやってるお店が少ないので⾏く回数が増えない。

・縁⽇を増やしたり、イベントがあったりすれば⾏く人も増えると思います。

・何度か利用したが、観光地価格だし地元⺠がわざわざ⾏く程のものはないと感じる。催しをするにしても狭いし、夏は暑いし、冬は
風が吹くととても寒い。食べるところもないし、落ち着いて座るところもない。店舗も狭いから買いにくい。入れなければ並ばないと
ならず密になるくらいなら特にそこまでしなくてもと考える。あとは、とにかく臭い。サイクリングやバーベキュー等の飲食を楽しむ
気になれないくらい臭い。風向きにもよるのかもしれないが…臭いのは何とかしないとどんなに施設を整えたとしても…厳しいと思
う。あと、近所の家でダフ屋まがいのことをしているのを見かけたことがある。大抵の人は、なんて事はないのかもしれないが…個人
的には見ていて気分のいいものではなかった。できれば、そういった点も意識してほしい。

・近いので、よく利用しますが、子どもの遊べるスペースが小さく、なかなか遊具で遊べない。お店も、もっと子どもと入りやすいよ
うな、飲食店がオープンしてくれたら、もっとお客さんも来ると思う。

・現状はこじんまりしたお店に別れていて、買い物しないと入りにくい。周辺にイオンなど誘致して活気をだしてほしい。

・実はゆっくりと⾏ったのは⼀度だけです。当時の記憶を思い出しながら回答しています。今の状況がわかりませんが、上記の問2の
新たに施設を導入する場合、意外と全体的にバランス良くいろんな施設があげられていて良いと思った。飛⾏機関係はマニア向け、お
肉やチーズ、農園は他でも見かけるので、地ビールというのはなかなか良いのではと思った。(飲んで運転されると困るが)
バーベキューは家族向け、自転車も最近乗ってる人が多いですし、ドッグランも犬好きな人が集まるでしょう。もう少し、子供が楽し
く利用できるような何かがあると良いですね。実際、新しく施設が増えるのであれば、私もとても興味があり、⾏ってみたいと思いま
す。

・もっともアクセスと店を増やして⾏かないと人は来ないと思います。

・もっと交通面や商業を増やして⾏くと良いと思います。人気が出なければ人は増やせないと思います。

・「機会があれば紹介したい」としましたが、実際自分で体験してみて、良かったら紹介したいと思います。

・テナントがバラバラの店休はおかしいです。休むなら全体で休んでもいいと思います。空港前にあるのに、正⽉三が⽇休むのはおか
しいと思う。儲ける気は無いのでしょうか？

・ミニ四駆コースを常時設置してほしい。

・もう少し市内に野点看板などアピールがあってもいいと思う。飲食店を増やしてほしい。少なくて混んでるイメージが強い。実際に
⾏くと『そらのえき』の名前の割に空の展示物等、空要素が薄いと思う。

・周辺にショッピングモール、アウトレットなど誘致したほうが良い
・小さい子供がいるので、子供が遊べる遊具がもっと増えたらいいなと思ってます。車のナンバーを見ると県外の⽅が結構いるので、
レントランや食事がもっと充実してたらいいなと思います。ゆっくり食事ができるスペースが欲しいです。
・銭湯や⼀時休憩所みたいな寝られるところがあるといい。

・伊藤製菓のバームクーヘンの店みたいな、カフェがあれば⾏く。大人までできるアスレチック。犬も⾏けるキャンプ場があるといい
なと思う。

・茨城空港から直接⾏ける地域のアンテナショップがあるといいかも？

・茨城県産豚肉を以前購入した際、お世辞にも美味しいとは言えなかった。むしろ、まずかったです…。そららで購入してるんだか
ら、美味しいだろうというバイアスが多少かかっていたかもしれないが、それは市外県外から来た⽅なら尚更のことでしょう。とても
残念でした。

・小川地区には駐車場のある大きな公園がありません。幼児から小学生が遊べる遊具や、大きなスロープで芝滑りなどがあると、子育
て世代が喜びます。また、屋根付きの自転車置き場や屋根付きの多目的広場（テーブルやイスも）があれば、休⽇の中高生も使いやす
くなると思います。

・全てが中途半端。イベントも、素人たくさんより、それなりの上手い⽅々、プロを３人くらい招くとか、ど⽥舎の⽅々の中途半端
さ、、。洗練されたもの、都内から期間限定でも出展誘致とかをしてほしい。はっきりいって、ダサいしつまらないんですよ、全て
が。ストリートピアノもいかされていない。ターゲットは、親子なんですか？コンセプトもはっきりしていない。茨城空港でのんびり
飛⾏機を見てる⽅が楽しいんです。だから、⾏かないんです。

・台湾屋台、上海小乞、⻄安涼⽪、沖縄そば、札幌味噌ラーメンなど、就航地の食事が楽しめると人が集まる気がします。なかなか⾏
けないけど、いつか本場に⾏ってみたい思いも深まり、相乗効果になると思います。問２の項目は目新しさも空港との連携もあまり感
じず、バーベキューはコロナで流⾏っているようですがそれは都会の人の話かもしれません。やはりちょっと遠くても⾏ってみたいの
は食の充実と思われます。

・地元の人達が「ちょっと暇だから」と⾏ける様な場所になるといいなと思います。犬の散歩がてらに買い物や、子供と遊んだついで
に買い物みたいな施設になれば、もっと人が集まると思います。広いドッグランや、遊具のある公園が併設されれば少し遠くからでも
遊びに⾏こうと思います。立地環境もいいですし、他の道の駅に負けない空の駅になる事を期待しています。

・低価格での飲食店充実。観光客向けの価格設定なのか地元⺠には利用しにくい。遊具の充実。小学生でも楽しめるものが無い。

・⽇本⼀のDIY工房を作って欲しいです。空港に近いので、待ち時間を利用して、短時間で作れる物や、車で来場した他世代向けの、
１〜2時間以内で制作可能なら、毎⽉毎⽉リピーターが見込めそう。また、おみたんバスを利用し、スタンプラリーの実施など‥飛⾏
機も、羽鳥駅で電車も、温泉もアクセス道路の開通により跨線橋や筑波山が身近となった点から、子連れも、大人だけでも楽しい新し
い【空のえき そらら】で過ごす時間を楽しみにしております。

・普通に生活していると入ってくる情報があまりにも少ない。調べなければ手に入らない情報では集客は見込めないと思われます。
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・バーベキュー広場を開設した場合は、手ぶらでも道具、材料が揃い利用出来るのが良い。もちろん施設のみの使用も可とする。

・建屋の配置が円形なので外から見ると閉鎖的で何があるのかわからない。今更だが、アーケードは外側だろう。地元の人は、購入品
が限られているので、地域外の人が欲しがるものを、お店に並べないと人が来ない。動物はよいが、商品売り場と近く。においが気に
なります。いづれにしても、建屋の配置が悪い、建て直したほうがよい。

・専ら利用しているのは、直産物コーナー、スーパーより新鮮で安い、野菜以外はいろいろ並んでいるがあまり魅⼒がない。他ではソ
フトクリーム店位かな、レストランやほかのコーナーはイベントも含め 魅⼒的なものが今現在では無い感じ、ダメ ! 市がやってる乳
製品の推進も今⼀つ。 チーズは良いかも、でも多々ある本場外国のナチュラルチーズや、北海道の先⾏するチーズブランドに原料乳
のイメージで遅れをとるご当地産チーズをどうやって打ち出して⾏くのか興味がある。また市の生涯教育の催しや発表会などの場に上
手に利用活用されたらとも思う、参加するいい機会になると思う。そして人集めには何といっても「食がらみ」だろうな、今の露店は
余りにも貧弱で味も美味くない、あればいいでは客足は自然遠のく。昔の縁⽇のイメージで祭りなどの屋台が並び、茨城から繋がる各
空港の特産品（デパ地下などでやるご当地弁当）販売会など、賑やかで活気あるスポットになりえると思うが？事務局の運営次第だ
ね。予算がとか人がとか言うなら意見を募集してもしょうがない。今の「そらら」の沈滞したイメージから脱⽪し、形だけの空の駅か
ら遠くから高速をかけて⾏ってみたい観光拠点に仕上げて欲しいと思う。ガンバレ！

・目的は何なのかがはっきりしないから、物販にしても、飲食店にしても、出物イベントにしても特徴がなく、⾏く気がしないし、多
少興味があっても、⾏ってガッカリする。ここでしか買えない物販、ここでしか味わえない美味しいもの、新鮮な感動を呼べる出物等
がない。

・補助金ありきの消費的イベントが目につき、こじんまりして閉じた感じがします。SDGsに配慮したイベントをするとか、ジェン
ダーフリーに配慮した施設づくりをするとか、エネルギーを自給自足にしてそれを全面に打ち出す、とか、そららを持続可能にするた
めにも、持続可能性に配慮した施設運営のほうが、良いと思います。

・訪れるための目玉が何もない。直売所が安くて品揃えが良いとか、食事処が充実しているとか、体験施設が充実しているとか、、、
何か目玉になるもの、何かに特化したものがないと利用者は増えないと思う。

・卵が安い⽇に買いにいってます。プリンも買っています。

・何のために拡張するのか、しっかりと考えて計画を立てていただきたい。拡張予定の類似施設は、他市⻑村にもあるので。現在のそ
ららのようにならないように!問2必須なので、記入しましたが、特に興味はありません。特になしの選択肢も有ってもいいのでは?

・訪れるひとは、地元の人が多い感じですね。空港からもちょっと距離があるし、東京からのアクセスとして6号国道からもそこそこ
遠い。アクセス道路が出来て、車の往来は増えましたが。小美玉の良さは、この大自然。そ・ら・ら に隣接した体験型の施設が出来る
と、アウトドアが注目されている今、多くの市外からの⽅に来ていただけると思います。サイクリストの⽅たちにも優しい施設の充実
を望みます！

・コロナ禍ではありますが、益々の集客アイデアに期待、また楽しみにしています。

・名称の通り、茨城空港(百里基地含む)と地産物をアピールする場にしないと、他の地域からの来場者が増えないと思います。今回の
ような飛⾏機内見学は集客アピールとなる。他の地域からの来場者が増えない限り、閉鎖に追い込まれる。地元に住んでいる立場とし
ても、他の地域の知人へ口コミ推奨(是非⾏ってくれ！)出来る場にして欲しい。子どもから大人までの老若男女が興味をそそられるも
のを検討・整備するのは大変かと思うが、マンネリ化する事なく運営して欲しいです。

・野菜の直売は、新鮮なので、スーパーでなく、そららで買う⽅が良いと沢山の⽅が話してますよ。焼きたてパン屋さんがあれば、嬉
しいのですが。

・是非コンビニを誘致してほしい。出来れば、小川地区には無いローソンがほしい。
・駐車場が狭いです。
・町の発展のために頑張ってください。
・道の駅などは、夜間も利用できるので、流⾏りのキャンピングカーなどで利用されると同時に、近隣の飲食店やスーパー、温泉施設
等を利用されたりする光景を目にするが、『空のえき そ・ら・ら』は、夜間閉鎖してしまうため、不気味ささえ感じてしまいます。
夜間解放して、グランピングや温浴施設等を併設したり、問.2で回答した体験型キャンプ場等の何かがあると地元へ還元されたものに
なるのではと思います。夜間解放が最優先では！？
・北海道、神戸、福岡、沖縄等の物産展を定期的に開催して欲しい。

・空のえきとしての特色を出し、差別化を図るべきと思います。普通の道の駅とは違う、「そ・ら・ら」だからというコンセプトを考
えていったほうがいいと思います。あと、敷地内に不要なものが多く、雑然としています。整備された緑地、四季折々の花壇など茨城
の自然を生かしたテーマパーク、公園のような施設を目指して頑張ってください。

・子供がまた来たくなる遊具などの整備を希望します。
・市内に住んでいながら、まだ⼀度も⾏ったことがありません。情報をキャッチして⾏ってみたいと思います。
・小美玉市をPRする施設だと思いますので、これからも新しい話題お願いします。
・色々なイベント開催を楽しみにしています。

・フリーマーケット(骨董市、蚤の市、手作り市、朝市など)定期的に開催すると人が集るのではないでしょうか？

・コロナで雑技団の演技が見られなくなってしまったのが残念!今は⽔戸工業ブルービギナーズの演奏しか楽しみがない

・コロナ前は、⽉に3回から4回位⾏っていたが、目新しい物も無く最近では、足が遠退いている。アピールする物が未だ幾らでもある
のでは！

・とにかく、特徴と魅⼒がない。従来の農協がやってる直売所と余り変わらない。物販にしろ、飲食業にしろ、イベントにしても、
「ここでしかないもの！今しかないもの！」を追求してない。努⼒と工夫が圧倒的に足らない。空港や道路との連結⽅法やPR、アナウ
ンス⽅法も工夫、魅⼒が足りないので、その存在すら知らない人も多いし、知ってても興味がない。

・そもそも何のために作ったのか？地元の人が使わないのは当然予想されるし、茨城空港利用者は小美玉への観光が目的ではないのだ
から寄るわけがない。あんな遮る樹々がなく、飛⾏機の音が近くでする場所でアウトドアなんか流⾏るはずがない。ダイヤモンドシ
ティとか、プロモーションでの表彰とか、そんなものはどうでもいい。小美玉は観光地でないのは子供だってわかるんだから、もっと
教育とか福祉、公共交通などに⼒を入れてほしい。市政の⽅向が全く間違っている。

・もう箱物出来ているのでしょうがないが外観よりも中身だと思います何か引き寄せる店舗や物が欲しいです。

・ラーメン屋台が希望。足湯が有れば最高。COACHの直営店舗。直売所を大きく。駐車場のセールスマン嫌な感じ。観覧車。
・営業時間を仕事が終わった後に寄れる19時までにして貰えると⾏く回数が増えると思います。

・各イベント(毎週末のステージイベント含)の来場者数を「そららニュース」紙面に記載して利用促進に繋げる。又、体験コーナーの
出来上がった作品の写真や参加者の感想を載せるのも良いのではないかと思います。

・観光客だけではなく地元の⽅の利用頻度がアップしないとダメだと思います。例えば親子参加型体験やチャレンジショップ主催の手
作り料理教室、子供食堂などを開催してはいかがでしょうか。地域密着と本来の空駅という空港利用者が気軽に楽しめる場の両⽅が必
要かと思います。
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