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話の流れ

１．神栖市の現状と課題・資源
２．ターゲット（20～30代女性）のニーズと課題

１．WHATプラン全体の概要
２．Healthプランとは？
３．Workプランとは？
４．Tripプランとは？

１．WHATプランの効果…課題解決の道筋、経済効果
２．WHATプランの実現可能性…いただいたアドバイスとご賛同
３．WHATプランの持続可能性…リピート促進のための工夫、双方へのメリット
４．WHATプランの新規性

①私たちの考えるまちづくりとは？

②神栖市の現状分析と、ターゲット層（20～30代女性）の現状分析

③神栖でナニする？WHATプラン

④WHATプランを提案するにあたって

WHATプランで解決！



①私たちの考えるまちづくりとは？



ちかもりんりんが考える「観光まちづくり」とは…

「観光客と地元住民の双方にメリットがあり、

地域の課題も解決する、お互いに相乗効果

があるようなプラン。」

→これによって、「持続可能なプラン」を

目指す



プランを立てるうえでまず考えるべきことは、
次の2つ

①神栖市の現状と課題

⚫ 神栖市が抱える「地域の課題」とは何か？（→コレをプランで
解決したい！）

⚫ 神栖市が持つ資源は何か？（→コレを活かしたプランを作
る！）

②ターゲットの現状と課題

⚫ ターゲット層（20～30代女性）が持っている「ニーズ／課題」と
は何か？（→コレをプランで満たしたい／解決したい！）



②神栖市の現状分析と、ターゲット層
（20~30代女性）の現状分析



②－１．神栖市の現状と課題・資源



神栖市の現状と課題３つ

①商店街の空き店舗問題

②住民の健康問題
（平均寿命・健康寿命の短さ、検診受診率の低さ）

③りんりんロードとの接続が必要
→ 最も近い中継地点・潮来との接続



課題①商店街の空き店舗問題

● 商業者の減少が、商店街の空き店舗増加を招いている

原因①店主の高齢化
原因②販売形態の多様化、大型店舗との競合

● 既存の商店街は、神栖市のまちづくりにとって大切なもの
（地域の防犯、高齢化が進行する地域生活を守る）

商店街経営は
大変厳しい状況

＊参考…令和元年度 第５回「石田市長と市民とのまちづくり懇談会」会議録
（対象団体 ： 神栖市商工会）より



課題②住民の健康問題

（平均寿命・健康寿命の短さ、検診受診率の低さ）

（１）神栖市は、生活習慣病に起因する疾病(がん、心疾患、

脳血管疾患)の割合が国や県平均より高い。

（２）平均寿命が短い。

（３）健康寿命（健康で生活できる期間）が短い。（県内最下位の

水準）

（４）検診を逃す人が多い。

→市民の健康意識は高いとは言えない。

＊参考…神栖市の公式HP「健康都市宣言」の「気になる市民の健康データ」より



課題③りんりんロードとの接続が必要

神栖市の、常陸利根リバーサイドサイクリングロードは、

現段階でりんりんロードと接続されていない。

→もっとも近い中継地点・潮来との接続が必要。



最も近い中継地点・潮来
まで、
観光客に自転車で
移動してほしい！

→ これによって、
神栖市とりんりんロード
との接続が可能になる



→これら３つの神栖市の課題を
解決するプランをつくりたい



では次に、神栖市が持つ資源は何か？
（→コレを活かしたプランを作る！）



神栖市がアピールする、神栖市の観光資源

⚫ 観光スポット
「観光資源の面では、東国三社のひとつである息栖
神社を有しているほか、神之池緑地や港公園等の公
園施設、日川浜海水浴場、波崎海水浴場をはじめと
した海水浴場等が市内に点在している。 」
（「神栖市自転車活用推進計画」より抜粋）

⚫ 食…ピーマン、さば

⚫ アクティビティ…自転車の活用

＊神栖市観光協会 公式HPより画像引用



私たちが、魅力と可能性を感じる神栖市の資源

⚫ 神栖市の風車…「インスタ映え」しそう！

⚫ 神栖市の温泉…コロナ禍で、温泉などの「癒やし」系観光需要

が増えているため、ぜひ活用したい

⚫ 神栖市の商店街の空き店舗…空き店舗を改装して、観光と

結びつけるスポットにできるのではないか



ピーマン

⚫ 神栖市は日本一のピーマン出
荷量を誇る（平成28年度は出荷
量26,920トン）

⚫ 神栖市のピーマンは通年栽培
を採用しており、1年中「旬」なピ
ーマンを出荷できる（春ピーマ
ン・秋ピーマン・温室ピーマン）

⚫ → 1年中、安定した観光資源
として活用可能

⚫ ビタミンC の吸収が良く、βカロ
テンが豊富で健康に良い！

⚫ 茨城県は、さばの漁獲量が
ダントツの日本一！

⚫ 波崎漁港は県内一の漁獲量
を誇る

⚫ 波崎漁港は、黒潮と親潮が
ぶつかる沖合→良好な漁場
が広がっている

⚫ 必須アミノ酸がバランスよく
含まれた良質なたんぱく質・
ビタミンAに美容効果があ
る！

ピーマンレシピブック
「ピーマン味ものがたり」

さば



神栖市の風車

インスタ映え！

波崎ウインドファーム
ウインドパワーかみす

神栖の風車
映えスポット



商店街の空き店舗

観光資源として活用でき
ないか？（→神栖市の

課題解決にもつながる）

神栖市では、商店街の店主の高齢化・
後継者不足にともない、

商店街の空き店舗問題が課題に。
４商店会の約７０店舗のうち、

１０店舗ほどが空き店舗になっている。
（神栖市商工会 西本さまへの

インタビューより）



神栖市の温泉

１００％自家源泉の「美人の湯」が有名。
紅茶色のとろりとした温泉は、
美肌成分メタケイ酸がたっぷり含まれており、
保湿、保温効果の高い温泉。
湯冷めしにくく、「入浴した後は熟睡できる」と
評判の名湯。

「鹿島セントラル天然
温泉
美人の湯 ゆの華」



★「神栖市自転車活用推進計画」

自転車フレンドリーなまちづくりによって集客力アップ

を図る。

…神栖市は、

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」「北浦」

と「太平洋岸自転車道」を広域に連結する

ことによる集客のポテンシャルを秘めている。

自転車の活用

詳しく！

⚫ 現在、神栖には、常陸利根リバーサイドサイクリングロードがある
⚫ 鹿島セントラルホテルでは直接自転車のレンタル・返却が可能！



神栖市の自転車活用による集客の可能性

サイクリングロ
ードを広域に

連結することに
より、神栖市へ
の観光客増加
が期待される



→このような、神栖市が持つ
資源を

活かしたプランをつくりたい



プランのメインターゲットは
20～30代の社会人女性

②ー２．ターゲットのニーズと課題



ー ターゲット選定の理由・背景 ー

①神栖市の観光資源をもっとも活かせる
（＝神栖市の観光資源が、「魅力」としてもっともヒットする！）
層であること
（ピーマン・さばの美容効果、風車のインスタ映え）

② Instagramを通じた情報発信・情報収集が盛んで、拡散力が
強い層であること
→観光客が効率的に増加する可能性が高い

③りんりんロードの利用者は現在、圧倒的に男性が多い
→新規観光客の獲得として20～30代女性が有効



ターゲット選定の理由・背景①

20～30代女性は「美容」「インスタ映え」
に対する関心が高い

↓
神栖市の名産品・ピーマンとさばの美容効果と、

風車のインスタ映えをアピールする！

美
容

インス
タ映え



20～30代女性は「美容」への関心が高い

＊出典：「令和時代のオトナ女性 ～価値意識調査2019～ 図表集 」（リクルートライフスタイル ホットペッパービュー
ティーアカデミー）
http://hba.beauty.hotpepper.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/data_otona_shousai_20191002.pdf

http://hba.beauty.hotpepper.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/data_otona_shousai_20191002.pdf


20～30代女性は「インスタ映え」への関心が高い

＊出典：「Instagram利用に関する意識調査」（アライドアーキテクツ株式会社）
https://www.aainc.co.jp/news-release/2017/01602.html

https://www.aainc.co.jp/news-release/2017/01602.html


20～30代女性は、Instagramを活用した
情報発信・情報収集を活発におこなう層

「情報拡散力」「影響力」を持つ層であるといえる。
彼女たちをターゲットにすることで、効率的な

観光客の増加が見込める。

ターゲット選定の理由・背景②



＊出典：「令和時代のオトナ女性 ～価値意識調査2019～ 図表集 」2019年10月2日 (株)リクルートライフスタイ
ル ホットペッパービューティーアカデミー

http://hba.beauty.hotpepper.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/data_otona_shousai_20191002.pdf

20～30代女性はInstagramを
多く利用しており、

さらにそのうちの多くが、習慣的に
（1日に1回以上）Instagramを利用
している。→とても身近なツール

http://hba.beauty.hotpepper.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/data_otona_shousai_20191002.pdf


＊出典：平成29年度版「消費者白書」第1部第3章 【特集】若者の消費
（内閣府）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_
paper/pdf/2017_whitepaper_0004.pdf

20代女性は、自ら投稿し、情報発信
する傾向が高い。

＊出典：20～30代の男女215名を対象とした「SNSを中心とする情
報との関わり方」における調査（LIDELL)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000011944.html

20～30代の女性は、情報収集源
としてInstagramをメインに活用し
ている。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/2017_whitepaper_0004.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000011944.html


実際に、Instagram投稿の「消費行動」への
影響力は大きい。

「Instagram 内で投稿している商品を購入したことや、お店に足を運んだことはありますか」

→全国の20歳から50歳の女性650人のうち、5割のユーザーが

「フォローしている友人や同僚」によるInstagram 内での投稿を参考に

「実際に商品購入（店舗来店）をした経験がある」と回答。

＊出典：マイナビニュース「Instagram投稿は、ユーザーの購買意向にどれくらい影響を与えるのか?」
https://news.mynavi.jp/article/20160520-a327/

https://news.mynavi.jp/article/20160520-a327/


このことから、

20～30代女性をターゲットにしたプランを提案し、

そのプランの中に、神栖市の「映える」要素（風車など）を付加

すれば、Instagramで話題になり、

神栖市への観光客が効率的に増えることが期待される。



りんりんロードの利用者は現在、圧倒的に男性が多い。
→ 新規観光客の獲得として20～30代女性が有効

⚫ つくば霞ヶ浦りんりんロードの昨年度の利用者は、93,000人
（対前年度比約1.15倍の増加傾向にある。）

⚫ 現時点で最も利用者数が多いのは、
男性／40〜50代／単独ライド
⚫ 季節としては、春秋の行楽シーズンに利用率が伸びる

⇒ 新規観光客層の獲得により、さらに利用者数の増加が見込
める

＋
行楽シーズンにとどまらず1年中利用できるプランにする必要

がある
（つくば霞ヶ浦りんりんロード 茨城県スポーツ推進課 関様よ
り）

ターゲット選定の理由・背景③



ターゲット層は20～30代の社会人女性に決定

このターゲット層が持つニーズ／課題は？

これを満たす／解決する
プランを提案！



20～30代女性が持つニーズ

インスタ
映え

美容



どのようなニーズが生まれているか？

ターゲット
20〜30代女性

現在の状況

コロナ禍



（１）テレワークにおける悩み
…運動不足、コミュニケーション不足、

時間・場所のメリハリがつかない

（２）健康意識の高まり
…コロナ禍において「より健康でいたい」と感じる

現在の状況
（コロナ禍）



テレワークに関する調査2020（連合調べ）によると、テレワークの継
続欲求は、30代女性がもっとも高い

（1）テレワークの課題

全回答者（1,000 名）に、

今後もテレワークの継

続を希望するか聞いた

ところ、

全体では81.8%、

30代女性では89.6%と高

い傾向に

＊出典「テレワークに関する調査2020」日本労働組合総連合会
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf?42

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf?42


テレワークのデメリット

1位「時間の区別がつけづら

い」44.9％

2位「運動不足」38.8％

3位「上司・同僚とのコミュニケ

ーション不足」 37.6％

テレワークによって出てきた「お悩み」３つ



新型コロナ
ウイルス感
染症流行と
緊急事態宣
言の下で、
気持ち・考え
に大きな変
化を感じたも
の（抜粋／
性年代別）

＊出典「withコロナ時代 生活者調査からの4
つの気づきと将来への展望」（株式会社リサ
ーチ・アンド・デベロップメント）
https://www.rad.co.jp/report_list/20200708/

＊出典：「コロナ禍で変化する食生活や、さらに高まる健康への
意識 ～全国2,000人調査」（株式会社マクロミル）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000547.000000624.html

（2）コロナ禍での「健康意識」の高まり

https://www.rad.co.jp/report_list/20200708/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000547.000000624.html


①美容への関心
②インスタ映えニーズ

③テレワークの課題解決（運動不足、コミュニ
ケーション不足、時間・場所のメリハリ不足）

④コロナ禍での「健康意識」の高まり

20代、30代女性のニーズ／課題

まとめると……

コロナ禍
の時流



→これらのターゲット層のニーズ／課題を、
満たす／解決するプランをつくりたい



神栖市が抱える
課題と、

活かすべき資源の
おさらい



神栖市の現状と課題３つ

①商店街の空き店舗問題

②住民の健康問題（平均寿命・健康寿命の短さ、

検診受診率の低さ）

③りんりんロードとの接続が必要→ もっとも近い

中継地点・潮来との接続



神栖市が持つ資源

＜神栖市が考える「資源」＞
● 息栖神社
● 公園施設
● 海水浴場
● ピーマン
● さば
● 自転車

＜私たちが考える「資源」＞
● 風車
● 温泉
● 商店街の空き店舗



W H A T

プランの提案



W

H
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T
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③神栖でナニする？WHATプラン

神栖で
健康ワーケーション



◎ターゲット層：20代～30代の社会人女性

◎テーマは「健康になれる、１週間のワーケーション」

⚫ 常に「Health」を意識した食事・運動・交流を提供

⚫ 宿泊には鹿島セントラルホテル、Work中は商店街空き店舗を

改装したオフィスを利用

⚫ 到着後に体育館（かみす防災アリーナを想定）で体力測定を

行い、２つのプランの中からその人に最も適したプランを選択

③ー１．WHATプラン全体の概要



「Work5日間」と「休日2日間」として設定し、
休日にはさまざまなTripプランを用意

始業前やアフターファイブ（終業後）に様々な健康レクリエーションを

用意。＠平泉コミュニティセンター、かみす防災アリーナ

Tripプランとして、ターゲット層のニーズや「健康」を意識した４つの

プランを用意。やりたいアクティビティを２つ自由にチョイスできる！

→ WHAT?（神栖でナニする？）

Work5日間

休日2日間

ーWork, Health And Tripー



WHATプラン全体イメージ

5日間
Work （ワーケーション）

2日間
Trip

7日間の土台 Health

ー健康を意識した7日間のワーケーションプランー

神栖で
ナニする？



Health



＋

神栖で「健康」になれる１週間

運動不足（体の健康問題）やコミュニケーショ
ン不足（心の健康問題）を解決

神栖市民の健康意識の向上にもつなげる

③ー２．Healthプランとは？

観
光
客

神
栖

市
民

＋

＋



Healthプランのポイント

☞観光客＋地元の人、両方の健康

意識を高める

☞1人1人に適したコースを選択



Step.1 

健康/体力
チェック

Step.2

コースを選択

Step.3

1週間
頑張る

Step.4

達成度を測る

完
了
！

Healthプラン



ーStep. 1  健康/体力チェックー

到着後に体育館（かみす防災アリーナを想定）で体力測定

を行い、２つのプランの中からその人に最も適したプラン

を選択。



診断結果とヒアリングを踏まえて、
それぞれのプランを２つの中から決定！

観光客 神栖市民

健康診断を
受けた

プラスαで体
力測定を受

ける

健康診断を
受けていな

い

健康診断を
受ける

体力測定を
受ける

企業や自治
体で受診済の
健康診断があ
れば、結果を

持参



ーStep.2 コースを選択ー

A.体を鍛えるコース

自転車と神栖市のスポーツ
施設を使って運動量up

B.心を休めるコース

神栖市の自然や施設を使っ
てヨガ、オリジナルアロマキャ
ンドルづくり教室【まちゼミ】



ーStep.3 1週間頑張るー

【全コース共通】神之池緑地公園で散歩＋朝の瞑想タイム

【A.体を鍛えるコース】市民とスポーツ、ジムでトレーニング

【B.心を休めるコース】ヨガ、アロマキャンドル作り、天体観測

【全コース共通】 鹿島セントラル天然温泉「美人の湯」

で癒やしタイム

朝

夕
方

夜



【全コース共通】 朝（Work前）の健康レク

● 神栖の「かみすウォーキングマップ」の神之池周回

コースを活用し、神栖市民と一緒に、おしゃべりしな

がら朝の散歩をする。

（宿泊には鹿島セントラルホテルを利用するため、

神之池緑地公園への散歩はちょうどよい距離！）

● 神之池緑地公園で朝の瞑想タイム

→ 一日の集中力を高める。

● 晴れていたら、神之池緑地公園でピクニック朝食

（ホテルから軽食を持っていく）

観光客 神栖市民相互交流アリ

＊神栖市観光協会公式HPより写真引用



【全コース共通】 朝（Work前）の健康レク

● 鹿島セントラルホテルから、空き店舗オフィス（大野原商店街 or 

港南通り商店街）まで、レンタサイクルで「自転車通勤」。

● 応援する神栖市民も並走

観光客 神栖市民相互交流アリ



【A.体を鍛えるコース】 Work後の夕方に行う

健康レク

①かみすスポーツクラブ（市民団体）と連携し、

クラブ会員のリードのもと、観光客と神栖市民で交流×運動

（例）バレーボール、テニス

@神栖市民体育館・かみす防災アリーナなど

②ジムでトレーナーのもと、しっかり効果的なトレーニング

@平泉コミュニティセンターのふれあいホール

（トレーニングジム）

観光客 神栖市民相互交流アリ



【B.心を休めるコース】 Work後の夕方に行う
健康レク

観光客 神栖市民

①夕方のヨガで凝り固まった体をほぐす

@かみす防災アリーナ

②オリジナルアロマキャンドル作り教室【まちゼミ】

@平泉コミュニティセンター

③神之池緑地公園で天体観測。星をながめて心を休めよう

@神之池緑地公園

相互交流アリ



【全コース共通】 健康レクのあとの温泉で
癒やしタイム

観光客 神栖市民

＠「セントラル天然温泉 美人の湯 ゆの華」

美肌効果があることで有名な温泉。

宿泊する鹿島セントラルホテルの本館１Fにあり、

利用しやすさもバツグン！仕事終わりに最適。

相互交流アリ

一日の疲れを
癒やそう♪



ーStep.4 達成度を測るー

観光客 神栖市民

⚫ 修了証を贈呈
→「かみすの先生」ライセンス
獲得！

⚫ →次回から、「先生」側として、
観光客に教える側に回ってプラン
に参加していただく（ボランティア
形式にするかどうかは検討中）

⚫ 「神栖健康マイレージ」のキャンペ
ーンとコラボし、「目標６」として
「かみすの先生ライセンスを取得
する」を追加

⚫ ワーケーション最終日に達成度を

測定

⚫ 結果をデータ化して保存しておき、

来年度以降の「WHATプラン」

参加時に活用する

⚫ 修了証を贈呈

→次回以降、お得に 「WHATプラン」

に参加できるクーポン替わりになる



Work



神栖で行う「健康ワーケーション」

テレワークの「お悩み」を解決

神栖の商店街問題を解決

③ー３．Workプランとは？

観
光
客

神
栖
市

＋

＋



☞商店街の空き店舗をオフィスに

改装

☞健康を意識したワーケーション

Workプランのポイント



Workプランの詳細

①商店街の空き店舗をオフィスに改装し、再利用

②茨城の食材（納豆、さば、ピーマンなど）を使った健康的な

ごはんを堪能

③ホテルからオフィスへの通勤に自転車を利用

④休憩時間にワーケーション仲間や地元住民との交流

＠「かみす社員食堂」

⑤アフターファイブは、プランごとの健康レクリエーション＋温泉



①商店街の空き店舗をオフィスに改装して再利用

神栖の大野原商店街にはこのような空き店舗が多く、

問題となっている。

→ワーケーションで使うオフィスに改装して再利用！



②茨城の食材を使った健康的なごはん
～朝・昼・おやつ・夜～

Tripプランの行先決め

にもつながる。

（「行方のさつまいもご

飯がおいしかったから、

Tripで行方に行こう！」

など）

→りんりんロードへの

接続



朝・夜は鹿島セントラルホテルにて
茨城の健康的な美食を堪能

● 朝ごはん・夜ごはんは鹿島セントラルホテルにて、他のワーケ

ーション客とも交流しながら、茨城の特産品を使った栄養◎な

食事を。

（例）水戸の納豆、神栖のさば・いわし・ピーマン、鹿嶋市の

鹿島灘はまぐり、大洗町のあんこう鍋、常陸牛、地酒…etc.

● 晴れている日の朝は、散歩前にホテルから軽食を持っていき、

公園でピクニック朝食も！



お昼は「かみす社員食堂」にて市民と交流ランチ

● 昼ごはんは、商店街の空き店舗を改装した「かみす社員食堂」

で、地元の人とも交流しながら、茨城の特産品で作った

「IBARAKI LUNCH」

（例）月曜日：神栖のさば味噌煮弁当、火曜日：常陸牛の焼肉弁当、

水曜日：行方市のさつまいもご飯弁当、木曜日：鹿島灘はまぐりを

つかった炊き込みご飯弁当、金曜日：常陸秋そばご膳

● 毎日15：00に「おやつタイム」を設け、

茨城町のメロンや、ひたちなか市のほしいも、行方市のさつまいも

を使ったスイートポテトなどを食べながら20分の交流休み

＠かみす社員食堂



③ホテルからオフィスへの通勤に自転車を利用

大野原商店街の全長は約２ｋｍ

→セントラルホテルからのアクセスも良好



プランA「体を鍛えるコー

ス」の人は、大野原商店街

から約４km離れた港南通

り商店街をオフィスとして

利用し、通勤中の運動量

をアップ！

③ホテルからオフィスへの通勤に自転車を利用



④休憩時間にワーケーション仲間・地元住民と
交流

● オフィスは音が漏れないよう個室に分ける→プライバシーに

配慮

● 休憩時間にはワーケーション客や地元住民と交流＠かみす

社員食堂
漁師のおじさ
まから さば
の美味しさと
栄養の秘密

を伺いながら、
さば味噌煮

弁当を食べる

ランチや

休憩の時間
が決まってい
るから、時間
のメリハリも
バッチリ♪



⑤終業後は、市民と交流しながら、
各自の健康プランに応じたレクリエーション＋温泉

健康レクリエーションを行うにあたっては、かみす防災アリーナや

神栖市民体育館、平泉コミュニティセンターを利用

Ａプラン（体を鍛える）→

Ｂプラン（心を休める）→
神栖市民と
一緒にヨガ

神栖市民と
一緒にアロマ
キャンドル作り

神栖市民と
一緒にスポ

ーツ

ジムでトレー
ニング

神栖市民と
一緒に天体

観測



Trip



ワーケーションの「休日」部分

運動不足やコミュニケーション不足を解決し、
美容やインスタ映えニーズにも対応

神栖のりんりんロードとの接続問題を解決

③ー４．Tripプランとは？

観
光
客

神
栖
市

＋

＋



☞楽しみつつ心と体の健康を高める休日の
プラン

☞複数ある選択肢から2つのプランをチョイス
→観光者の多様なニーズに応えること

ができる
→オリジナルTripプランへ

Tripプランのポイント



Tripプランの詳細

ーWork以外の２日間（休日）用のプランー

⚫ Workの５日間をすごしたうえで、自分好みのTripプラン
（休日の過ごし方）を２つチョイスできる

Ex.)「３日目のランチで食べた行方市のさつまいも
がおいしかったから、さつまいもスイーツを食べに
行方市に行こう！」

⚫ 参加者のニーズに合わせて、楽しみながら心・体の健康を
サポートするプランを提案



Tripプラン①東国三社 パワースポット巡り

● 息栖神社の井戸…縁結び！

○ 息栖神社の鳥居の両側には２つの井戸があり、それぞれの井戸に

小さな鳥居が建てられている。左側の井戸が「女瓶」、右側が「男

瓶」

○ 女瓶・男瓶から湧き出る清水は「忍潮井」（おしおい）と呼ばれ、伊勢

の明星井、山城の直井とならぶ日本三霊泉のひとつ

○ 女瓶・男瓶は縁結びの穴場スポットになっている

● →２日目はぜひTripプランの②お見合いプランへ！

心の健康
りんりん
ロードへ
の接続

⚫ 東国三社…鹿島神宮・香取神宮・息栖神社



Tripプラン②りんりんロードでサイクリングお見合い

● 潮来まで自転車で行き、潮来で茨城県男性が

待っている。

→２人でりんりんロードで「サイクリングお見合い」！

● 潮来にある「水郷潮来あやめ園」がお見合いスポットに最適

20～30代女性

の中には、結婚
願望があるが出
会いがない…と

いうお悩みを抱
えている層も多
いと考えて…

運動不足
解消

＊写真出典：「水郷潮来あやめ園」（ニッポン旅マガジン）https://tabi-mag.jp/ib0184/

りんりん
ロードへ
の接続

https://tabi-mag.jp/ib0184/


Tripプラン②りんりんロードでサイクリングお見合い

● これにより潮来との接続（りんりんロードとの接続）が

可能に！

● 茨城県の男性は「浮気しない」！（浮気率17.17％で47都道府

県中43位）

● 茨城県における「男余り現象」！（男余り率17.1％で47都道府

県中1位）

→お見合いプランに最適

ちなみに…

＊参考「【浮気と県民性】栃木・茨城・群馬 3県の浮気と県民性は？」（浮気探偵.com）
https://www.tantei-ns.com/blogs/about-cheating/tochigi-ibaraki-gumma/#i-7
＊参考「茨城県が1位！｢ニッポン男余り現象｣の正体」（東洋経済ONLINE）
https://toyokeizai.net/articles/-/146374?page=3

https://www.tantei-ns.com/blogs/about-cheating/tochigi-ibaraki-gumma/#i-7
https://toyokeizai.net/articles/-/146374?page=3


Tripプラン③ピーマン収穫体験＋ピーマン料理を
学ぼう！

● ピーマン農家を訪れ、自ら収穫してみる

● 平泉コミュニティセンターの調理室で、ピーマン農家さんによる

ピーマン料理教室を行う

● ピーマンをつかった様々な手料理を身に着けて、将来の

旦那さんの胃袋をつかむ！（20代～30代女性にピッタリ！）

ピーマンの栄養で
免疫力アップ

神栖のピーマンは
通年栽培！

ピーマンレシピブック
「ピーマン味ものがたり」

より



Tripプラン④風車の下でヨガをして、
インスタ映えする写真を撮ろう

● 風車まで自転車で行き（風車×自転車→インスタ映え）、風車の

下（海岸沿い）でヨガをする

● プロカメラマンが「映える」写真を撮ってくれる＋写真の撮り方

講座も！

運動不足
解消

心の健康



プランの一例



プランの一例（かみす・ここみさんの場合…）

⚫ かみす・ここみさん（25歳）

地方出身・都内在住・１人暮らし
メーカー勤務のOL
今は彼氏ナシ。友人が結婚して、最近結婚願望が出てきた。
コロナ禍で出会いがない…

月曜日の午前に神栖着！
半休を利用して、午前中に体力測定を

受けた。ヒアリングも受けて、
相談の結果、Bの「心を休めるコース」に。
たしかに最近コロナ禍の孤独なテレワ
ークつづきで、心が弱っていたかも…。

１週間、仕事をしつつ しっかり
リフレッシュしよう！



神栖市民の人と
おしゃべりしな
がらキャンドル
づくり。東京に
帰って飾ろう♪

6:30 起床・市民とともに朝のお散歩と瞑想タイム。

7:00 朝ごはん＠鹿島セントラルホテル

↓ レンタサイクルで商店街オフィス（大野原商店街）へ！

8:00 始業

12:00 市民との交流ランチ＠かみす社員食堂

15:00 おやつタイム（20分休み）＠かみす社員食堂

17:00 終業！

↓ レンタサイクルでホテルへ帰る

18:00 夜ごはん＠鹿島セントラルホテル

19:00 ヨガ/アロマキャンドルづくり/天体観測

21:00 鹿島セントラル天然温泉 美人の湯で疲れを癒やす

23:00 就寝

最近運動不足だった
から、自転車通勤は

いいリフレッシュになる

今日は神栖市の
名産・さばの味噌
煮！さば漁師さん
からお話を伺いな
がらいただく。お昼
のパワーチャージ

にピッタリ！

神栖市のピ
ーマンを使
ったピーマ
ン料理がお
いしい！

Tripプランに
は、ピーマ
ン料理教室
に行こうか

な。

市民の方と
一緒に朝の
お散歩。神
之池緑地公
園の緑に心
癒される。

Workの日の流れ（Ｂコース：心を休めるコース）



Tripの日の流れ（Ｂコース：心を休めるコース）

土曜日：ピーマン収穫体験＋ピーマン料理を学ぶTripプラン

夜ご飯に食べたピー
マンの美味しさが忘

れられなくて…。

ピーマンのおひたし
と、ピーマンの伊達

巻を習った！

東京でも復習してマ
スターしよう☆

日曜日：りんりんロードでサイクリングお見合い

潮来まで自転車で行き、
カミス・ココくんと会う！

水郷潮来あやめ園で花
を見ながら自己紹介。

素敵な人だな～！昨日
習ったピーマン料理で

胃袋を掴みたい！

連絡先を交換し、鹿島
セントラルホテルまで自
転車で戻って、高速バ

スで東京へ。いい１週間
だった！



④WHATプランを提案するにあたって

～効果・実現可能性・持続可能性について～



④ー１．WHATプランの効果

～課題解決の道筋・経済効果～



神栖市の現状と課題３つ→WHATプランで解決

①商店街の空き店舗問題

→オフィス・かみす社員食堂に

改装

②住民の健康意識の問題

→プランに参加して、観光客と

ともに健康レクリエーションを

行うことで、健康意識向上へ

③りんりんロードとの接続
が必要

→休日のTripプラン①②によっ

て、りんりんロードとの接続が

できる

➢ WHATプラン全体を通じて、
神栖市内で自転車の活用
を促進することで、「りんり
んロード」と「太平洋岸自転
車道」間での自転車利用を
活性化→接続へ

➢ 「サイクリング王国いばら
き」につながる神栖市のブ
ランド化

Work

プランで
解決

Health

プランで
解決

Trip

プランで
解決

さらに、



①美容への関心→ピーマンやさば、温泉でキレイに

②インスタ映えニーズ→風車、神栖市の自然で映える

③テレワークの課題解決→
✓ 自転車通勤・日々の健康レクリエーションによる運動不足解消
✓ プラン中は地元民や他の参加者との交流が多くある
✓ オフィス（商店街）とホテル間の自転車通勤や、「おやつタイム」で

時間・場所ともにメリハリをつける

④コロナ禍での「健康意識」の高まり→終始一貫して、
常にHealthを意識したプランになっている

ターゲットの現状と課題、ニーズ
→WHATプランで解決



WHATプランの経済効果



【観光者１人当たりが消費していく金額】＝ 6万円強

● ホテル代（6泊7日分） 30000円

● 飲食代（１日3食）17500円

● オフィス利用代（5日間）10000円

● レンタル自転車代（7日間） 2800円

● Trip期間に消費する金額（2日間）※個人による。だいたい5000

～8000円を想定

WHATプランの経済効果

5年間で1億800万円の経済効果！！！

詳細



● 観光客１人当たり60000円強

● 予想参加者…目標は「１か月30人」

つまり、

60000円× 30人×12か月＝21,600,000円
【1年間の経済効果は2160万円】

5年間で1億800万円の経済効果！！！



１か月30人が目標となった根拠
ー和歌山県の先行事例ー

● 和歌山県は、2017年からいち早くワーケーション客の呼び込み・

受け入れに取り組んできた。

→2017年～2019年の3年間で和歌山県に訪れたワーケーション客は

910名。

→平均して300名／年 ＝ 25名／１か月

● 2017年当時と比較すると、現在はコロナ禍でのテレワーク増加に

伴って、ワーケーションへの注目度がさらに高まっている。

● さらに、茨城県神栖市という都心部からのアクセスが良好な立地

条件を踏まえて、１か月30人という目標を立てた。

＊参考：「JALや和歌山県が積極的に取り組むワーケーションとは？」（トラベルボイス）
https://www.travelvoice.jp/20200915-147049

https://www.travelvoice.jp/20200915-147049


【WHATプラン実現のために必要となる費用】

● 初期費用①商店街空き店舗の改装代…500万円/１棟×５棟

＝2500万円

→可能であれば、神栖市の補助金制度（商店会等活性化事業補

助金など）を利用することも検討。

● 初期費用②プランのPR費用…50万円（10万円/1か月×5か月）

…主にWeb媒体で行う。ターゲット層の特性を踏まえ、Instagramの

ストーリー機能での広告をメインに検討。



ーご支援いただくものー

● 体力測定の設備は、神栖市の体育館を利用することでカバー。

● ヘルスアドバイザーやヨガインストラクター等については、神栖市

を通じて、茨城県スポーツ推進課へ依頼・派遣していただく。

● 神栖市の「商店会等活性化事業補助金」制度を利用する。

＊参考：「商店会等活性化事業補助金」神栖市公式HP
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/chusho/1002793/1002794.html

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/chusho/1002793/1002794.html


④ー２．WHATプランの実現可能性

～いただいたアドバイスとご賛同～



プラン作成にあたり、神栖市民の方からいただいた
アドバイスとご賛同

①ピーマン農家さま（原農園さま）へのインタビューを行い、プランへの
ご賛同をいただいた。
→地元公民館等を使用し、交流しながら一緒に料理作り体験ができたら
よいとのご提案をいただいた。
→平泉コミュニティセンターの調理室を使ったピーマン教室Tripプランへ

②商店街の方（神栖市商工会・西本さま）からは、空き店舗をオフィスに
改装することについてご賛同いただいた。
→神栖市の補助金（チャレンジショップ制度）を活用することをおすすめ
いただいた。

③茨城県スポーツ推進課の方にも、当プランにご賛同いただいた。
→インストラクターの派遣については、神栖市（自治体）を介することで
実現可能とのアドバイスをいただいた。



④ー３．WHATプランの持続可能性



①リピーターを促進する工夫をし、リピートすることで
真価を発揮するようなプランにする。

②観光客と地域の両方にメリットがある、
相乗効果を持つプランにする。

「持続可能」な
観光まちづくりプランにするために…



①－１．カミスココくんのLINE登録でリピート促進

● カミスココくんLINEアカウントを作り、LINEともだち登録してもらう。

● WHATプラン中に撮影した市民との写真などを、カミスココくんとのトーク

ルームの「アルバム」機能に保存。見返すたびに市民との交流を思い出

し、神栖への愛着を深めてもらう。

● 神栖から帰ったあとも、「復習」として、健康のための情報・知識を定期的

にカミスココくんからリマインド。

→健康生活を促す

● 前回参加から１年経過するころに、カミスココくんから

「WHATプラン」参加のリマインドが来る。

→リピート客をゲット
前回の参加から
そろそろ1年！

神栖で待っているよ



①－２．データの引継ぎによって、
リピートの価値を高める

体力測定の結果をデータ化して保存しておき、次年度に引き継ぐ。

→グラフ化して、年ごとの経過がわかるようにする。

これによって「毎年行うセルフケア」のような位置づけにし、

リピートを促進する。

毎年の体力測定の記録
は残しておくね！

「１年前の自分」と比較し
てみてね。



①－３．市民との交流を通じて、
リピートしたくなる街へ

１週間、神栖市民と一緒に健康レクリエーションや食事をすることで、

市民との交流が深まる。

→次年度には、その市民は「かみすの先生」としてプランに参加

→再会！

毎年会いたくなる人がいる、
毎年訪れたくなる神栖市へ！



②観光客と地域の双方にメリットがある、
相乗効果を持ったプランへ

神
栖
市

観
光
客

20〜
30代
女性

✓ 美容ニーズ◎
✓ インスタ映え◎

✓ テレワークのお悩みを解決（交流・運動・メリハリ）
✓ 体と心を健康にする1週間

✓ 商店街の空き店舗問題の解決と活性化
✓ 神栖市民の健康意識の向上
✓ りんりんロードとの接続



④ー４． WHATプランの新規性



１
神栖の資源

×
健康
×

ワーケーション

２

観光客だけでなく、
神栖市民のことも

健康にしていく
プラン



まとめ

ーWork, Health And Tripー

５日間 Work
２日間
Trip

７日間 Health

And

心も体も健康になれる、
毎年訪れたくなる街・神栖を目指して

私たちは 健康ワーケーションをテーマにした
「WHATプラン」を提案します



お世話になった方々

ありがとう
ございました

原農園 原様
神栖市商工会 西本様

茨城県スポーツ推進課 関様

つくば霞ヶ浦りんりんロード ご担当者様
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