
「茨城県観光振興基本計画（案）」に関する意見募集結果について 

 

 

県では、「茨城県観光振興基本計画（案）」に対するパブリックコメントを実施し、広く県民の皆様

からご意見を募集しました。 

この度、寄せられたご意見の概要及びそれらに対する県の考え方について、以下のとおり公表いたし

ます。なお、お寄せいただいたご意見は、取りまとめの都合上、趣旨を要約させていただいております

のでご了承ください。 

ご意見につきましては、茨城県観光振興基本計画を策定する上で参考とさせていただきました。今

回、ご意見をいただいた皆様方に厚くお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。 

 

１ 募集期間 

 令和４年１月１４日（金曜日）から令和４年２月１２日（土曜日） ３０日間 

 

２ 募集方法 

  ・茨城県ホームページに掲載 

  ・観光物産課、行政情報センター、各県民センター、県立図書館での閲覧 

 

３ 寄せられた意見数 

（１）意見提出者数：６人、３団体 

（２）意 見 数：２９件 

 

４ 意見の概要及び県の考え方 

  別紙のとおり 

 

５ 意見募集時の公表資料 

・茨城県観光振興基本計画（案）に関する意見募集 

・茨城県観光振興基本計画（案）の概要 

・茨城県観光振興基本計画（案） 

 

６ お問い合わせ先 

  営業戦略部観光物産課観光戦略担当 

  TEL：029-301-3617  FAX：029-301-3629  E-mail：kanbutsu1@pref.ibaraki.lg.jp 



観光振興基本計画（案）に対する意見等 

 

 意見対象箇所 意見要旨 意見に対する県の考え方 

1 

計画全般 ○計画のスケジュール表作成と進捗

状況の報告 

・基本方針・施策展開の方向の内容

については良いと思う。是非、実

行してもらいたい。ただ、このよ

うな盛りだくさんの内容を少ない

職員で実行可能なのか。 

・それぞれの方針についてもスケジ

ュール感が書いていない。ここに

書かれているすべての項目の 2022

年～2025年までのスケジュール表

を公表し、進捗状況を最低 1年に

1回、県民へ報告を要望する。 

・ご意見のとおり、職員の人数には

限りがありますので、国や市町

村、民間事業者などと連携し、実

行してまいりたいと考えておりま

す。 

・本計画は、今後４年で目指すべき

観光振興方策の方向性を定めてお

ります。各方針のスケジュールに

つきましては、コロナ禍で先々の

状況を細かく見通すことが困難で

あることから、毎年度、検討して

まいります。また、進捗状況につ

きましては、これまでの計画と同

様に県ホームページにおいてご報

告していきたいと考えておりま

す。 

2 

計画概要 ○略語の説明 

・観光 DXなどの略語の意味の説明

が載っていない。特に高齢層は、

略語の意味が分からない方もいる

と思うので、資料の最後のページ

に略語の意味を添えてほしい。 

・略語や専門用語に説明を記載する

など、県民どなたにでも分かりや

すい計画の作成に努めてまいりま

す。 

 

3 

３ 課題 

(6) 「デスティ

ネーションキャン

ペーン」に向けた

誘客促進 

○JRと共同広報 

・JRG6社（窓口：JRE 水戸支社）

で共同での広報イベントが行われ

るべきと思う。例えば、水郡線サ

イクルトレインプロモイベント展

開を県も支援しているということ

を明確化すべきと思っている。 

・本計画は、今後 4年間で目指すべ

き観光振興施策の方向性を定めた

ものであり、すべての施策を網羅

的に記載できませんが、JRグルー

プと連携した広報は実施していく

予定でおります。 



4 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針１：安

全・安心な観光地

の形成 

○事業者の感染対策に対する支援 

・設備強化はすべきと思うが、事業

者は現実直面で先行投資は厳し

い。提案や支援施策はないのか。 

・事業者の感染対策に対する支援に

つきましては、一時金の支給や事

業費補助を実施してまいりまし

た。引き続き、必要に応じて検討

してまいりたいと考えておりま

す。 

5 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

 (2)受入体制の

整備 

○バスの利用促進 

・メディアのバス旅番組など路線を

PRしてくれているが、時間帯によ

っては不便な面があると思う。利

用者の確保を推進すべき。生活と

観光の施策の強化施策を考えてい

ただきたい。 

・ご意見のとおり、バスは観光の二

次交通手段だけでなく地域の重要

なインフラだと認識しております

ので、今後の施策立案の参考にさ

せていただきます。 

 

6 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

 (2)受入体制の

整備 

○観光タクシーの利用促進 

・家族や仲間など小規模で楽しめる

観光タクシーをもっとリーズナブ

ルにご利用いただけるような取組

みを取り入れていただきたい。 

・タクシーを含めた二次交通対策は

重要な課題であると認識しており

ますので、今後の施策立案の参考

にさせていただきます。 

 

7 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

 (2)受入体制の

整備 

○観光客のマナー向上と渋滞対策 

・SDGsやサステナブルを打ち出すな

ら、以下の２点を意識して欲し

い。 

①観光地のおもてなしは必要なこ

とだが、観光客のマナーが悪い

と、観光地の評価が下がってし

まうので、観光客のマナー向上

も必要。 

②紅葉の筑波山や海シーズンの大

洗など人気の観光施設周辺の渋

滞対策は必要だと思う。渋滞す

るから二度と行かないとなって

はもったいない。 

・リピーターの確保は重要な視点だ

と考えておりますので、マナーの

啓発を含め、もう一度ご来県いた

だける取組を推進していきたいと

考えております。 

・筑波山ではゴールデンウイークや

紅葉シーズンにパークアンドライ

ドなどによる渋滞対策を実施して

おり、今後も検討してまいりたい

と考えております。 

・基本方針２（４）④に、SDGsの取

組の一つとして、持続可能な観光

地域づくりに対する意識醸成を記

載いたします。 



8 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

 (2)受入体制の

整備 

○県外観光客の交通に対する住民影

響の軽減 

・利根川沿い周辺地域で、日常的に

橋や周辺で渋滞が発生している

が、観光客が増大すると住民の生

活にさらに支障がでることが想定

される。首都圏、都心側からの観

光の入り口の道路整備を行い、茨

城県への来訪のしやすさと住民影

響の軽減の両立をお願いしたい。 

・渋滞対策としましては、公共交通

機関の利用促進など、様々な対応

策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 

9 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おもて

なし日本一に向け

た基盤づくり 

 (2)受入体制の

整備 

○二次交通対策として MaaSの活用 

・二次交通について、バスの新たな

設置は大変であり、自転車の促進

は茨城の高低差などから難しいと

思う。地域住民や旅行者一人一人

のトリップ単位での移動ニーズに

対応し、移動の利便性向上や地域

の課題解決にも資する MaaSサー

ビスを活用するのはどうだろう

か。 

・二次交通対策は重要な課題である

と認識しており、今後の施策立案

の参考にさせていただきます。 

 

10 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

(3)観光 DXの推

進 

○Wi-fi環境整備 

・DXを通じ、お客様サービス（Wi-

fi）環境整備が必要と考える。回

線の規格変更に伴う更新が定期的

に必要となるが、費用面を考慮し

なければならないと思う。 

・Wi-fi環境の整備は重要と認識し

ており、今後の施策立案の参考に

させていただきます。 

11 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針２：おも

てなし日本一に向

けた基盤づくり 

(4)SDGsを意識

した取組の推進 

○SDGsを意識した観光人材の育成 

・例えばどのような育成をしている

のか示してほしい。 

・SDGsでは、目標 8「経済成長と雇

用」、目標 12「消費と生産」など

に観光の役割が示されております

ことから、受入環境などの地域の

需要に適合しつつ、環境や社会文

化、経済への影響に十分配慮でき

る人材を情報発信等により育成し

てまいります。 



12 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

 基本方針３：国内

外への情報発信の

強化 

  (1)国内へ向け

た情報発信 

○他部門との連携 

・他部門との連携は必須。 

・多様化する観光ニーズに対応する

ために、各種連携は、重要なもの

と認識しており、連携強化に努め

てまいります。 

13 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

 基本方針３：国内

外への情報発信の

強化 

  (1)国内へ向け

た情報発信 

○サウナの活用 

・ターゲットの嗜好とある。今、サ

ウナが人気ということもあり、キ

ャンプとサウナを組み合わせた施

設を盛り込むと良いのではない

か。キャンプ場は自然が多く、自

然を眺めながらサウナができると

思う。 

・多様化する観光ニーズへの対応は

重要な課題と認識しており、今後

の施策立案の参考にさせていただ

きます。 

14 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

 基本方針３：国内

外への情報発信の

強化 

  (1)国内へ向け

た情報発信 

○ターゲットの嗜好や行動に合わせ

た情報発信 

・コロナ禍で茨城の野菜が有名にな

ったと思うので、主婦などの特定

の人に向けたものにした方が良い

と思う。 

・ターゲットの嗜好や行動に合わせ

た情報発信は重要であると認識し

ており、今後の施策立案の参考に

させていただきます。 

15 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

 基本方針３：国内

外への情報発信の

強化 

  (1)国内へ向け

た情報発信 

○通年での誘客促進 

・季節性の強い情報をベストシーズ

ン前に集中的に発信してしまう

と、観光客が増えて密になってし

まい、逆効果になってしまうの

で、一年を通して観光客を呼び込

む必要がある。 

・通年での誘客促進は、重要な課題

と認識しており、今後の施策立案

の参考にさせていただきます。 



16 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針４：稼げ

る観光産業の振興

と観光消費額の向

上 

○来県から退県までのトータル消費

額の向上 

・他県から車で観光に来た場合、休

憩を挟みながら帰宅する方が殆ど

だと思う。サービスエリアだけで

なく、帰宅途中に立ち寄りやすい

商業施設などを整備し、ETC2.0の

高速道路からの一時流出等を活用

して、県内消費を増やしてもらう

よう誘導してはどうか。 

・観光消費額の向上には県内の滞在

時間の延長が重要であることか

ら、周遊促進の方策を検討してま

いりたいと考えております。 

17 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針４：稼げ

る観光産業の振興

と観光消費額の向

上 

(3)「新たな旅

のスタイル」な

ど旅行者の嗜好

や行動の変化を

とらえた事業の

展開 

○関係人口の拡大に向けた事業推進 

・コロナ禍においては、催事イベン

トの開催もままならなく、集客も

不安定な状況に置かれており、最

近では「関係人口の拡大」に向け

た施策が注目されている。当計画

にも新たな旅のスタイルとしてワ

ーケーションが挙げられている

が、「関係人口の拡大に向けた事

業」に関する計画と施策を盛り込

んでいただきたい。 

・コロナの影響により観光スタイル

が変化しており、ワーケーション

などの新たな需要を取り込んでい

きたいと考えております。 

18 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針４：稼げ

る観光産業の振興

と観光消費額の向

上 

  (4)観光事業者

への支援等 

○ビックデータの活用 

・RESASも大事だが、携帯の移動デ

ータなどビックデータを有効活用

して、周遊観光や広告、施策展開

に活用して欲しい。 

・周遊を促進するためには RESASや

位置情報などのビックデータを活

用することが必要であると認識し

ており、その活用に努めてまいり

ます。 



19 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針５：魅力

ある観光地域づく

り 

○都心からアクセスしやすい観光地

の開発 

・東京都心周辺は免許も保有してい

ない成人も多く、鉄道利用が「普

通」であるため、都心から近いつ

くばエクスプレスや常磐線の駅周

辺に、気軽に茨城県へ遊びに来ら

れる環境を整備することが必要と

考える。 

・また、守谷サービスエリアの周辺

に大型商業施設を誘致し、キャン

プ場やアスレチックなどの屋外体

験型アトラクションを整備、併せ

てつくばエクスプレスに新駅を設

置するのも良いと考える。 

・都心からの近接性を活かした誘客

促進は重要と認識しており、今後

の施策立案の参考にさせていただ

きます。 

20 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針５：魅力

ある観光地域づく

り 

(1)観光資源の

発掘・活用 

○モノ・コトそしてトキ消費 

・最近では、その時その場でしか味

わえない盛り上がりを楽しむ「ト

キ消費」という旅のスタイルが注

目されてきている。このトキ消費

にもスポットをあて情報発信がで

きればと思う。 

・豊かな自然や食を活用し、本県で

しか体験できない観光コンテンツ

の創出や誘客促進に取り組んでい

きたいと考えております。 

21 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針５：魅力

ある観光地域づく

り 

(1)観光資源の

発掘・活用 

○観光資源の発掘 

・県北の海沿いに温泉を開発し、海

を眺めながらの露天温泉と「食」

を楽しむなど、宿泊であれば一度

の来県でいくつも楽しめるような

観光開発を行ってはどうか。日帰

りであれば、企業等に協力頂い

て、鹿島臨海工業地域の観光地化

やつくば周辺の研究施設の常設見

学の増加とアクセスルートの整備

などに力を入れてはどうか。 

・魅力ある観光資源の発掘・活用は

重要と認識しており、今後の施策

立案の参考にさせていただきま

す。 



22 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針６：ポス

トコロナのインバ

ウンド戦略 

 (2) 滞在・体験

型旅行商品の造

成促進 

○付加価値の高い上質な観光サービ

スの創出 

・例えばどのようなサービスがある

のか記載してほしい。 

・本計画は、今後 4年間で目指すべ

き観光振興施策の方向性を定めた

ものであり、すべての施策を網羅

的に記載できませんが、国・地域

によって異なるニーズを踏まえな

がら、茨城ならではの特別感を演

出した上質な観光サービスの創出

に取り組んでまいります。 

23 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針６：ポス

トコロナのインバ

ウンド戦略 

(3)受入環境整

備の充実 

○いばらき地域通訳案内士制度の設

立 

・インバウンド対応の一つとして、

海外からのお客様を多言語で、地

域の魅力を紹介する「いばらき地

域通訳案内士」の育成も必要かと

思う。 

・インバウンドに対応できる人材育

成は、外国人観光客の滞在満足度

を向上させるために重要だと認識

しておりますので、国や他県の状

況を見ながら、地域通訳案内士制

度の設立やいばらき観光マイスタ

ーの活用を検討してまいります。 

24 

４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針６：ポス

トコロナのインバ

ウンド戦略 

(4)国際会議等

の開催による誘

客 

○国際会議における PR強化 

・国際会議において PRをどう強化

していくのか。 

・国際会議の誘致を通じ、本県の魅

力発信や会議支援に努め、国際的

なプレゼンス向上を図ってまいり

ます。 
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４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針７：地域

の特性や全国的な

イベントを活かし

た国内誘客促進 

 (1)立地環境や

地域資源等を活

かした誘客促進 

○メインターゲットの拡大 

・交通機関の更新に伴い、所要時間

が変貌していると思っている。文

言で首都圏より関東甲信越にする

ことでアクセスが容易になったと

いうことを示す必要があると考え

る。 

・本県への観光客のボリュームゾー

ンは首都圏となっていることか

ら、メインターゲットは首都圏と

しておりますが、今後の施策立案

の参考にさせていただきます。 
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４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針７：地域

の特性や全国的な

イベントを活かし

た国内誘客促進 

  (1)立地環境や

地域資源等を活

かした誘客促進 

○茨城空港就航先隣接県からの誘客

促進 

・茨城空港国際線誘客促進において

国内線空港の隣接県も加えておか

ないといけない。 

 神戸 → 兵庫県の隣接 

 福岡 → 福岡県の隣接 

・国内就航先とその隣接県とのアク

セス性を考慮しつつ、今後の施策

立案の参考にさせていただきま

す。 
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４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針７：地域

の特性や全国的な

イベントを活かし

た国内誘客促進 

 (1)立地環境や

地域資源等を活

かした誘客促進 

○観光客以外の誘客促進 

・観光事業者への支援等において、

観光のお客様に来てもらうことも

大事だが、企業研修などの誘致施

策もあってもいいかと思う。 

・教育・研修旅行なども含め、様々

な方法で誘客促進を図ってまいり

たいと考えております。 
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４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針７：地域

の特性や全国的な

イベントを活かし

た国内誘客促進 

 (1)立地環境や

地域資源等を活

かした誘客促進 

○観光地への公共交通機関の整備、

案内の充実 

・東京都心周辺は免許も保有してい

ない成人も多く、鉄道利用が「普

通」であるため、鉄道やバス等の

公共交通を充実させ、また時刻や

乗り継ぎなどの案内も県の観光紹

介の WEBサイトから簡単にアクセ

スできるよう改善が必要と考え

る。 

・本県への来県手段は自家用車が最

も多く、公共交通機関はとても少

ない状況ですが、令和５年度にデ

スティネーションキャンペーンも

開催されることから、公共交通機

関による誘客や周遊についても、

検討してまいりたいと考えており

ます。 
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４ 基本方針・施策

展開の方向 

基本方針７：地域

の特性や全国的な

イベントを活かし

た国内誘客促進 

 (1)立地環境や

地域資源等を活

かした誘客促進 

○デスティネーションキャンペーン

後の継続的な誘客 

・キャンペーン中は多くの集客が期

待できるが、その後は集客が下が

るというデータがあるため、継続

的な誘客について方針を定める方

が良い。 

・デスティネーションキャンペーン

後の継続的誘客は重要であると認

識しており、今後の施策立案の参

考にさせていただきます。 

 


