
地域資源開発調査-アンケート結果-
日時 :2016.10.07-09

請求書該当項目：調査報告書作成（日本語）



質問項目
Q1.性別と年代を教えてください／ 
女性・男性　10代・20代・30代 
Q2.出身地をご記入ください／ 
Q3.今回のモニターツアーの角間川地域には、今まで行ったことがありましたか？／ 
行ったことがある・今回初めて行った・名前は聞いていた 
Q4.宿泊について(　1.樅峰苑　　2.温泉ゆぽぽ　どちらかに○）／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q5.花火の模擬製造体験及び花火工場見学について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q6.おにぎり体験について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q7.古民家見学について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q8.花火鑑賞について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q9.角館散策について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q10.田沢湖散策について／非常に良かった・良かった・普通・悪かった・非常に悪かった 
-オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？ 
Q11.今回のツアーで最もおいしく気に入った料理は何ですか？／ 
Q12.このモニターツアーの内容は友人・知人や家族にすすめられますか？（価格面は除く）／ 
大変すすめられる・すすめられる・すすめられない・大変すすめられない 
Q13.モニターツアーでおおよそいくらのお金を使いましたか？（※ツアーの参加費は除きます）／ 
-具体的に何に使ったか（主たるもの品目） 
Q14.今回のモニターツアーが一般の旅行であった場合、ツアー料金は、いくらだったら参加しますか？／ 
Q15.今後、どういう内容の商品があったら、参加したいと思いますか？（自由回答）／ 
Q16.今回のモニターツアーに関して何か提案や改善点などがありましたらご記入ください（自由回答）／ 
Q17.今回のモニターツアーの中であなたの一番のお気に入りイベントは何でしたか？（自由回答）／



Q1.性別と年代を教えてください／

1. 性別 2. 年代

選択肢 回答数

女性 15

男性 7

選択肢 回答数

10代

20代 22

30代以上

→22名より回答を得る。回答者は全員20代。



Q2.出身地をご記入ください／

国籍または都道府県 回答数

中国 3

台湾 5

ベトナム 1

ブルネイ 3

フランス 1

→アジア圏11名、ヨーロッパ圏1名より回答をいただく。

※残り10名は未記入



Q3.今回のモニターツアーの角間川地域には、今まで行ったことがありましたか？／

選択肢 回答数

行ったことがある 1

今回初めて行った 21

名前は聞いていた

→ほとんどの参加者が、今回のツアーで初めて角間川地域を訪れた。



Q4.宿泊について(　1.樅峰苑　2.ゆぽぽ　）／

選択肢 回答数

非常に良かった 4

良かった

普通

悪かった

非常に悪かった

選択肢 回答数

非常に良かった 5

良かった 10

普通 2

悪かった

非常に悪かった

1. 樅峰苑 2. ゆぽぽ

→樅峰苑への宿泊者は全員最高級の評価を下した。ゆぽぽも概ね高評価と言える。

※1名未回答



Q4.宿泊について／オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

選択肢 回答数

～3,000円

3,001～6,000円 1

6,001～9,000円

9,001～12,000円 3

12,001円～

1. 樅峰苑 2. ゆぽぽ

→樅峰苑は平均価格よりやや低く、ゆぽぽは平均価格程度の希望料金となった。

選択肢 回答数

～3,000円 2

3,001～6,000円 3

6,001～9,000円 4

9,001～12,000円 3

12,001円～



Q5.花火の模擬製造体験及び花火工場見学について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→満足度は概ね高かった。体験金額はバラつきがあるが、2,000円以上の方も数名いた。

選択肢 回答数

非常に良かった 6

良かった 14

普通 1

悪かった 1

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 2

501～1,000円 6

1,001～1,500円 1

1,501～2,000円 3

2,001円～ 1 
（最高値2,500円）

評価 いくらだったら参加するか



Q6.おにぎり作り体験について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→概ね高評価だった。希望の体験金額は、300～1,000円の間の回答だった。

選択肢 回答数

非常に良かった 3

良かった 12

普通 6

悪かった 1

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 8

501～1,000円 9

1,001～1,500円

1,501～2,000円

2,001円～

評価 いくらだったら参加するか

※5名未回答



Q7.古民家見学について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→評価が比較的分かれた。「茶道体験もしたい」という声が多かった。

選択肢 回答数

非常に良かった 4

良かった 12

普通 5

悪かった 1

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 8

501～1,000円 5

1,001～1,500円 3

1,501～2,000円

2,001円～

評価 いくらだったら参加するか

※6名未回答



Q8.花火鑑賞について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→総じて高評価だった。希望体験金額も定価の2,000円以上が大半を占めた。

選択肢 回答数

非常に良かった 17

良かった 4

普通

悪かった

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 0

501～1,000円 1

1,001～1,500円 1

1,501～2,000円 2

2,001円～ 9 
（最高値10,000円）

評価 いくらだったら参加するか

※9名未回答※1名未回答



Q9.角館散策について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→概ね高評価だった一方で、「時間が足りなかった」「ガイドに案内して欲しい」という意見も見られた。

選択肢 回答数

非常に良かった 5

良かった 9

普通 3

悪かった

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 5

501～1,000円 1

1,001～1,500円 2

1,501～2,000円 3

2,001円～

評価 いくらだったら参加するか

※7名未回答（この体験は母数18）※1名未回答（この体験は母数18）



Q10.田沢湖散策について／ 
オプションツアーの場合、料金はいくらだったら参加しますか？

→角館と比較して評価が高かった一方で、「見るだけなら無料」という意見もいくつかあった。

選択肢 回答数

非常に良かった 7

良かった 6

普通 4

悪かった

非常に悪かった

選択肢 回答数

～500円 5

501～1,000円 4

1,001～1,500円 3

1,501～2,000円

2,001円～

評価 いくらだったら参加するか

※6名未回答（この体験は母数18）※1名未回答（この体験は母数18）



Q11.今回のツアーで最もおいしく気に入った料理は何ですか？／

選択肢 回答数

樅峰苑の豆腐 1

樅峰苑の食事 2

昼食のおにぎり 5

昼食の芋の子汁 2

ゆぽぽの朝ごはん 4

西宮家での昼食 5

いぶりがっこ 1

※2名未回答

→「おにぎり昼食」が最も高評価で、「西宮家」「ゆぽぽ」「樅峰苑」がそれに続いた。



Q12.このモニターツアーの内容は友人・知人や家族にすすめられますか？／

選択肢 回答数

大変すすめられる 9

すすめられる 11

すすめられない 2

大変すすめられない

→概ね「周りにすすめたい」という高い評価を得た。



Q13.モニターツアーでおおよそいくらのお金を使いましたか？／

選択肢 回答数

～1,000円 7

1,001～2,000円 5

2,001～3,000円 2

3,001～4,000円 1

4,000円～ 3 
（最高値5,000円）

→1,000円以下が最も多く、主に「飲食代」と「おみやげ購入」にお金を使っていた。

※4名未回答



Q14.今回のモニターツアーが一般の旅行であった場合、ツアー料金は、いくらだったら 
参加しますか？／

選択肢 回答数

～4,000円 0

4,001～8,000円 5

8,001～12,000円 4

12,001～16,000円 2

16,001円～ 6 
（最高値25,000円）

→「16,000円以上」と回答した数が最も多く、ツアーとしての評価が高かったと言える。



Q15.今後、どういう内容の商品があったら、参加したいと思いますか？（自由回答）／

回答

美味しい食べ物、美しいところ、温泉、柔らかい枕 歴史散策（ガイド付き）、スタンプラリー的要素、愛船市各地
区の名所巡り

桜の花見とか美味しい料理店で料理を食べるとか、伝統行事な
どがあったら参加したい 体験型プログラム　（花火玉づくりのような）

温泉旅行 浴衣を着られるような体験（温泉の浴衣ではなく）。外国人の
方にもっと日本の文化に触れてもらえる機会になると思う。

天然マイタケ、ビュッヘ、汁物、天ぷら、炊き込みご飯など。
マイタケは秋田の山菜の一押し。

時期に合わせた観光と季節食べ物の試食　　文化財の解説がき
ちんとしているもの　　例えばビデオ解説など

美味しいお菓子と特別のお土産、そして値段があまり高くない
のがいいと思います。 花火と関連づけたツアー

伝統工芸品の制作体験 角間川の特産品をつかったご飯、秋田名物の入ったご飯、茶道
体験（古民家で）、遊覧船（田沢湖で）



Q16.今回のモニターツアーに関して何か提案や改善点などがありましたらご記入下さい／

回答

晩ご飯はバスの中で食べたくない
特に2日目、スケジュールが過密で、他のツアー参加者が時間に
遅れそうになっていた。なのでスポットを減らし、一つあたり
の観光地にいる時間を長くして欲しい。

秋田犬と遊びたい おにぎり作り体験の際、もっと密接に関わり指導する方が良
い。日本舞踊の時間をもっと長くしても良いと思った。

バスの席が狭いです
本郷邸の場合、立て札だけでなく映像などでわかりやすく解説
を入れると良いと思った。2日目のスケジュールが少しきつか
った

時間が短いので、いろいろなところへ行かなかった。伝統的芸
術（舞踊や劇など）が見るチャンスがないので、残念だった。

通訳との連携がとれていない。説明は一貫して一人がやった方
が良い。説明する時はもう少しくだけた話し方が必要。初めて
来る外国人の事前知識はないという配慮はもっとあっていい。

田沢湖での滞在時間がもし長かったらいいなあ
留学生への準備不足を感じた。段取りを決めておかないと、通
訳も留学生も大変。説明や通訳の声が小さかったので、マイク
を使った方が良い。英語資料も各場所で用意すると良い。

スポットの参観時間はもっと長くなればいいと思います。 各プログラムにおいて仕切り役が誰なのか、ある程度組み立て
ておかないと、外国人がほっておかれる感じになってしまう。
日本語と外国語の説明が一気に行われた方がいい。当日運営す
る中で一人まとめる存在がいて、指示を出してくれる人がいる
とダラダラせずに進んでいくのではないかと思う。

通訳の方も角間川の歴史を語れるように詳しくなっていた方が
良いと思う。川運の文化や歴史など日本の歴史を留学生達に教
えることは難しい改めて感じた。飽きさせない工夫が欲しい。



Q17.今回のモニターツアーの中であなたの一番のお気に入りイベントは何でしたか？／

回答

花火大会、田沢湖、温泉ゆぽぽ もちろん花火大会です

大曲の花火 温泉宿　花火大会鑑賞

花火です 花火鑑賞がお気に入りでした。理由は人生で一度も見たことが
ない花火だったためです。

花火大会と古民家見学が一番気に入った 花火鑑賞

花火大会 花火大会鑑賞

角館の景色はすごく綺麗だったと思います。そこで散歩した
り、写真を撮ったりするのはすごくいいと思います。それにこ
の日は天気が良くなったから気持ちも良くなります。

大曲の花火秋の章。かっぱなどの配慮はとても良かったと思う

花火大会です。珍しい経験です。

花火大会鑑賞。雨は降っていたけれど、とても綺麗な花火を見
ることができた。大曲花火は初めて見たが、花火の説明が加え
られていて、今まで見た花火大会とは違って面白かった。せひ
夏の花火大会も見たい。

花火大会

大曲の花火秋の章　　観るだけの花火でなく、知識を少し得た
上での鑑賞だったので楽しかった

花火大会（大曲花火大会　秋の章）




