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背景 課題 提案 まとめ
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都道府県魅力度ランキング茨城県の推移
ブランド総合研究所 発表

2021/10/12 日本経済新聞

4

毎年発表される魅力度ランキングで
過去13年間で全国最下位の47位を11回も獲得
ダントツに魅力がない県と言われている

魅力度47位の茨城県



背景 課題 提案 まとめ 5

観光の目玉
がない

のどか

たしかに観光面で
目立つ県ではない

元気のない
中心市街地

納
豆

2021/1/15 土浦市

2020/7/12 土浦市

2018/4/4 牛久市

2020/7/12 牛久市2021/3/29 つくば市

2018/11/10 行方市

そんなに魅力ないですか？



背景 課題 提案 まとめ茨城県にしかないもの 6

2021/5/22 つくばみらい市 2021/10/20 石岡市 2021/8/27 水戸市 2020/8/29 潮来市

2020/9/18 行方市2021/4/21 桜川市

2021/4/3 つくばみらい市

2020/6/10 つくば市

2021/10/20 行方市



背景 課題 提案 まとめ茨城県にしかないもの① 7

水郷潮来約30分

約50分

電車

高速バス

つくば 土浦

首都圏から1時間前後で茨城県内各地へ移動可能

東京

首都圏からのアクセス

東京駅
約60分

つくば駅秋葉原駅 約45分

東京駅
水郷潮来約60分

つくばセンター約50分

成田
空港 つくばセンター約55分

石岡駅土浦駅

潮来

水郷潮来BT

202110/20撮影



背景 課題 提案 まとめ茨城県にしかないもの② 8

茨城県全体の約3分の1の
流域面積を占める大きな湖

ALWAYS三丁目の夕日でも
登場する

行方市・天王崎公園から
見える夕やけ

日本第2位の面積の湖・霞ヶ浦

2018/2/1 土浦市・霞ケ浦運動公園にて撮影 2020/10/2 行方市・天王崎公園にて撮影



背景 課題 提案 まとめ茨城県にしかないもの③ 9

2020/10/2 行方市・天王崎公園にて撮影

筑波山~霞ヶ浦１周のルート
茨城県の８自治体をまたぐルート
平坦な道で、初心者にも漕ぎやすい！

霞ヶ浦方面
日本最大級の湖を
周って楽しめるコース

しまなみ海道、ビワイチなどに続き、
令和元年11月に
ナショナルサイクルルートに認定！

筑波山方面
雄大な筑波山の山々を
一望できるコース

つくば霞ヶ浦りんりんロード

出典：https://www.ringringroad.com/about/



背景 課題 提案 まとめ霞ヶ浦りんりんロードの魅力① 10

充実したサイクリング環境だから「手ぶら」で楽しめる！

貸出&返却も楽ラク！ロード沿線に
11か所のレンタサイクル施設

自転車ごと船に乗れる！「サイクルーズ」
行きは船、帰りはサイクリングで街巡り

駅直結のサイクリング拠点
「りんりんスクエア土浦」
レンタサイクルやシャワー室も完備

写真：https://www.tour-de-nippon.jp/series/tsukuba-kasumigaura/cycruise/

2021/10/15 土浦市にて撮影

2021/10/15 土浦市にて撮影



背景 課題 提案 まとめ霞ヶ浦りんりんロードの魅力② 11

サイクリングだけなく戦争遺跡で学ぶ平和の心

戦争遺跡が眠るサイクリングロード

予科練平和記念館

鹿島海軍航空隊
基地跡

神栖中央公園

桜花公園
北浦海軍
航空隊跡

霞ヶ浦海軍航空隊
スリップ跡

2020/9/18撮影

2020/7/19撮影

2020/7/19撮影

2020/5/31撮影 2020/7/19撮影

2020/7/19撮影

2020/10/2撮影



背景 提案課題 まとめ
と展望
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背景 課題 提案 まとめ観光とサイクリング 13

サイクリスト数は増加しているが、消費金額は伸び悩んでいる
茨城県令和元年度地方創生関係交付金事業評価書より作成

実績値が指標値を下回る



背景 課題 提案 まとめ自治体視点での課題 14

(％)

土浦市での滞在時間
50%以上が2時間未満の滞在

複数の市町村を周れるのが「カスイチ」の魅力
しかし,各市町村の滞在時間が短く魅力が伝わらない

行方市へのヒアリング

サイクリストの立ち寄り観光が少なく
地域活性につながっていない

出典：土浦市サイクルアンケート（令和元年）

2021/10/20 行方市役所

内陸部を訪れてもらうため
スマホアプリと連動中

行方市提供



背景 課題 提案 まとめサイクリスト視点の課題 15

１日で１周約180kmはかなりハード！
(ショートコースでも90km)

実際に体験してきました！

・サイクリング初心者に1周はきつい
・予定時刻より大幅に遅れ、昼食はコンビニに…
・足をつり、自転車返却の時間に遅れそうに…
観光する余裕はない

観光やまちなか周遊する人がすくない

サイクリングを通して霞ヶ浦周辺地域を楽しんで欲しい

サイクリング＞立ち寄り観光

ゆっくり周遊できるルートを提案！

現状

理想

2020/9/18 撮影



背景 提案課題 まとめ
と展望
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背景 課題 提案 まとめ提案のコンセプト 17

2020/9/18 撮影

土浦駅

潮来
バスターミナル

高浜駅
春ルート

夏ルート

秋ルート

魅力を伝えやすい 消費を促進 低いハードル

＜コンセプト＞

180kmを3回に分けて、
1年をかけてゆっくり
巡っていく

×12

～ゆっくり霞ヶ浦を回ることのメリット～
2021/10/21 潮来市 2021/10/21 美浦村 2021/8/4 土浦市



背景 課題 提案 まとめ提案のルート 18

2020/9/18 撮影

JR常磐線

至東京

至水戸

至東京

東関東自動車道

高浜駅

潮来バス
ターミナル

土浦駅

①

②

③

①春ルート
スタート：高浜駅
ゴール：土浦駅

②夏ルート
スタート：土浦駅
ゴール：潮来バスターミナル

③秋ルート

スタート：高浜駅
ゴール：潮来バスターミナル

2021/10/21 撮影

2021/10/21 撮影

2019年2月 撮影



背景 課題 提案 まとめ各ルートの概要 19

2020/9/18 撮影

①春ルート スタート：高浜駅 ゴール：土浦駅

“春風が届ける日本の歴史”

②夏ルート スタート：土浦駅 ゴール：潮来バスターミナル

“夏を感じ平和を思うプライスレスな時間”

③秋ルート スタート：高浜駅 ゴール：潮来バスターミナル

“ここでしかできない秋の食と風景巡り”



背景 課題 提案 まとめ①春ルート（３月~５月） 20

2020/9/18 撮影

JR高浜駅
（東京駅から１時間36分、1520円）

割烹旅館いづみ荘で
レンタサイクル利用

菅谷いちご園でいちご狩り

古民家江口屋で宿泊

JR土浦駅
（東京駅へ１時間19分、1170円）

りんりんポート土浦

・かすみがうら市民センター
・かすみキッチン
・歩崎公園
・市水族館
・市歴史博物館

・ラクスマリーナで遊覧船

１

2

3

4

5

6

7

富士見塚古墳公園

１ 2

3

4
5

6
7

このプランの宿泊場所。近くに公園や水族館
もあるので、翌日の午前中は近くをゆっくり
散策するのも良い。

【JR高浜駅～JR土浦駅 １泊ルート】

From Google Map



背景 課題 提案 まとめ①春ルートの見どころ 21

日本の歴史体験

クルージング
（ラクスマリーナ）

古民家・江口屋

いちご狩り

かすみがうら湖畔に建つ、明治後期に建てら
れた元造り酒屋の趣ある建物が、ゲストハウ
スとして生まれ変わった。

かすみがうら市内では
四季折々の果物狩りが
体験でき、冬から春に
かけてはいちご狩りが
楽しめる。家族連れに
人気。

出典：古民家江口屋HP（http://www.kasumigaura-kankou.jp/eguchiya/）

土浦駅近くのラ
クスマリーナで
は観光遊覧船の
クルージングが
楽しめる。筑波
山、阿武隈山脈
をはじめ、空気
の澄んだ日には
日光連山の男体
山や富士山の雄
姿も鑑賞するこ
とができる。

出典：観光いばらきHP（https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/lacusmarina.html）
かすみがうら市観光協会HP（ http://www.kasumigaura-kankou.jp/page/page000011.html ）

2018/3/3 撮影

春風を感じよう

富士見塚古墳公園

「江口屋」という名
前は、造り酒屋時代
の屋号から。希望す
ればBBQや窯焼きピ
ザづくりも楽しめる。



背景 課題 提案 まとめ②夏ルート（5月~7月） 22

JR土浦駅１

2

3

4

5

6

7

１
2
3

4 5
6

7

【JR土浦駅～潮来バスターミナル 日帰りルート】
霞ヶ浦総合公園 ハスの花

くぬぎ野ファーム

予科練平和記念館

美浦村週末カフェ

鹿嶋海軍航空隊

潮来 あやめ園

潮来バスターミナル８

8

From Google Map

帰りは潮来で汗を流して、
バスでゆっくり座って帰る



背景 課題 提案 まとめ②夏ルートの見どこ 23

花と果物で感じる季節感 戦争遺産巡りでプライスレス
な価値提供

あやめ

蓮のハナ

果物狩り

予科練平和記念館

美浦村週末カフェ

筑波海軍航空隊

体と心で季節と茨城を感じることが出来るルート

2020/9/18 撮影 2021/10/21 撮影

2021/10/21 撮影2020/6/21 撮影

2020/8/23 撮影 2021/10/21 撮影



背景 課題 提案 まとめ③秋ルート（9月~11月） 24
JR高浜駅
（東京駅から１時間36分、1520円）

割烹旅館いづみ荘で
レンタサイクル利用

とんかめでにんにくとんかつ

霞ケ浦ふれあいランド
動物とふれあい
おやつになめパックン

砂浜から「かめはめ波大仏」

西蓮寺の大銀杏
小高干拓「２ｋｍの直線」

１

2

3

4

5

6

7

なぞの踏切

１ 2 3

4

5
6

7

【JR高浜駅～潮来バスターミナル １泊ルート】
1日目

天王崎公園
手ぶらでキャンプ

8

8

手ぶらでキャンプ。温泉もあり！
湖には珍しい砂浜で遊べるよ！ From Google Map



背景 課題 提案 まとめ③秋ルート（9月~11月） 25

のんびり、コテラスで朝ごはん
潮来へレッツゴー！

せんべい焼き体験

上戸川コスモス畑

道の駅でランチ

潮来バスターミナル

１

2

3

4

5

6

駅前散策
加藤州12橋巡り

１ 2

3

4
5

6

【JR高浜駅～潮来バスターミナル １泊ルート】
2日目

潮来名物、マコモタケソフトを
食べよう！

From Google Map



背景 課題 提案 まとめ③秋ルートの見どころ 26

かめはめ波大仏
西蓮寺の大銀杏
The秋、大きな銀杏の
木が見れる！

世界最大、自由の女神の3倍の牛久大仏が
かめはめ波!?この季節、この立地でしか見られない！

秋をたくさん感じよう！

上戸川の
コスモス畑

行方の「紅優香」
天皇杯を受賞した
甘いサツマイモ

2021/10/21撮影

2020/10/21撮影 出典：https://fundo.jp/wp-content/uploads/2019/02/main-24.jpg

2017/11/21撮影



背景 課題 提案 まとめ③秋ルートの見どころ 27

ここでしかできない貴重な体験！

謎の踏切が
見られる！

加藤州12橋巡り

小高干拓
「２ｋｍの直線」

友達と家族と思いっきり
自転車をこいでみよう！
プロのサイクリストも
レースをやっています

天王崎公園
手ぶらでキャンプができる、
温泉もあり、夕日が絶景、

珍しい湖の砂浜

2020/12/19 撮影

2020/10/2  撮影

2020/9/18  撮影

2020/8/29  撮影



背景 課題 提案 まとめ人気イベントも混雑回避で快適 28

土浦全国花火競技大会HP（http://www.tsuchiura-hanabi.jp/）

土浦市HP（https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000275.html）

「土浦の花火」を自転車で混雑回避
日本３大花火大会の１つ「土浦全国花火競技大会」。
毎年11月の第１土曜日に開催され、約２万発の花火が夜空を彩る。
例年、混雑必至の花火大会だが、自転車なら快適に観覧会場までたど
り着ける。

混雑する土浦駅からバスに乗り換えて会場入り

サイクリングで景色を楽しみながら自転車で会場入り

花火大会会場

2021/10/21 撮影

http://www.tsuchiura-hanabi.jp/
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000275.html


背景 課題 提案 まとめ何回も訪れたくなる仕掛け 29
既存の取り組み ライドアラウンド in south いばらき（期間限定で開催）

・霞ヶ浦を囲う土浦市、潮来市、かすみがうら市、
行方市の観光スポットやお店を自転車で巡り、
専用アプリでポイントをためる

・獲得したポイントは「特典」と交換できる
・総獲得ポイントのランキング上位者に景品贈呈

画像・写真：ライドアラウンドin southいばらきHP https://tour-de-nippon.jp/ridearound-ibaraki-south/

課題：期間限定である、自治体を横断するルートの提案がない

獲得したポイントと交換できる景品の例フォト賞

アプリから写真投稿で賞品が当たる
キャンペーンも同時に実施している

2021/10/21 撮影



背景 課題 提案 まとめ 30何回も訪れたくなる仕掛け
新たな提案① 自転車借り放題！年間パスポート（5000円）の導入

【メリット】
・借り放題を全面に打ち出し、
再訪したい気持ちを強く喚起

・再訪が前提のため広域に経済効果
・前金制のため収入が安定する

【内容】
・１年間レンタサイクル借り放題
・飲食店の割引
・電車やバスの運賃割引
・宿泊施設の割引
・県外の人限定

例えば、１日2000円の
レンタサイクルを利用すると…

３回で元が取れる！

＋ ＋ ＝6000円

2021/10/15 土浦市にて撮影



背景 課題 提案 まとめ 31何回も訪れたくなる仕掛け

新たな提案② 初めての人向けオールインワンパッケージの導入

【メリット】
・サイクリング初心者が気軽に始められる
・レンタサイクルや飲食店、宿泊まで含めているので高い客単価が期待できる

【内容】
・レンタサイクル１泊２日分
・飲食店のお食事券
・都内からの電車チケット
・バスのチケット
・宿泊施設の割引

気に入ったら追加料金を払うと年間パスにグレードアップも可能

いきなり年間パスポートはハードルが高い！そんな人には・・・

ALL in ONE！



背景 課題 提案 まとめ 32何回も訪れたくなる仕掛け
新たな提案③ 学ぶ・遊ぶ・食べるデジタルスタンプラリーの導入
【内容】

スタンプをすべて集め、霞ヶ浦１周を達成すると記念品贈呈！

１年かけて今回提案した３つのルートを回り、さまざまなアクティビティーを体験&
立ち寄り観光をすることで、アプリ上にデジタルスタンプがもらえる

季節限定スタンプも用意し、
四季をまたいでの来訪を狙う

いちご狩り予科練平和祈念館
2021/10/21 撮影

2019/3/31 撮影



春
ル
ー
ト
で
試
算

1
年
間

背景 課題 提案 まとめ経済効果① 33

春ルート 3人家族あたり

ロードバイクレンタル料 9,000円

いちご狩り 4,000円

江口屋宿泊 20,000円

霞ヶ浦水族館・歴史博物館 1,070円

2日間の食事 20,000円

遊覧船 4,000円

合計 約60,000円

金銭効果（下限値）

このツアーへの参加者が
1週末10組いると
仮定すると…

◆1週末
60,000円×10組＝600,000円

大人2人、子供1人

他のルートも同じくらい費用がかかると仮定して、
1年間53週間あるので…
◆年間
600,000円×53週＝31,800,000円

1年間で少なくとも
3,000万円の経済効果！



背景 課題 提案 まとめ経済効果② 34
非金銭効果

2020/9/18 かすみがうら市

①茨城県のファンが増える

②戦争を知る貴重な場 ③地域との交流

1年かけて霞ヶ浦を一周することで
「茨城いつのまにか好き」人口が増える

新たな拠点で
戦争を学ぶ 自転車でその土地に

深く入り込む
ことができる都心に

近い

自動車では
行きにくい場所も



背景 提案課題 まとめ
と展望

4



背景 課題 提案 まとめ提案のまとめ 36

・霞ヶ浦
・サイクリングロード
・自然
・首都圏からの
アクセスが良い

1年かけて茨城県の魅力を
たくさん知ってもらう

提案：1年かけて、霞ヶ浦を一周しよう！！

「魅力度最下位」から「魅力に再会」の茨城県へ！



背景 課題 提案 まとめ茨城県全体への横展開 37

茨城県には霞ヶ浦以外も魅力的なところがたくさん！

霞ヶ浦周辺で茨城県のファンを増やし、
茨城県全体にも足を運んでもらう

2018/11/23 撮影

日立駅
からの絶景

なめがた
ファーマーズ
ヴィレッジ

雨引観音

水戸の景観30選

竜神大吊橋
2020/9/19 撮影

2020/7/19 撮影

2020/7/4 撮影

2021/8/27 撮影
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