2）来訪者実態調査（十勝・帯広観光の魅力アンケート調査）
宿泊者アンケート協力施設
【帯広市内（３個所）
】北海道ホテル、ホテル日航ノースランド帯広、ふく井ホテル
【十勝川温泉（３個所）
】観月苑、十勝川温泉第一ホテル、笹井ホテル
調査期間：平成 27 年 10 月 15 日～11 月 15 日
回 答 数：261
A.回答者属性
(1)居住地

宿泊者の居住地は、
「道外」が 70％、
「道内」が 30％となった。都道府県別では、
「北海道」が最
も多く 77 名 30％、続いて「愛知県」が 27 名、
「大阪府」が 25 名、
「東京都」、
「神奈川県」がそれ
ぞれ 22 名となった。
(2)性別・年齢
回答者の性別は「女性」が 53％、年代は「60 代」が最も多く 64 名 25％、続いて「40 代」、
「50
代」が各 45 名 17％となった。10～30 代の合計は 70 名 26.8％となっている。
性別

年齢
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(3)職業
職業は、「会社員」が最も多く 37％、続いて「専
業主婦」が 15％、
「無職」が 13％となった。
その他の内容：看護師 1 名、調理師 1 名、
年金生活者 1 名、農業 1 名

B.今回の旅行に関して
(1)十勝・帯広を訪れた回数
十勝・帯広を訪れた回数は、「初めて」が最も多く 38％、続
いて「4 回目以上」のハードリピーターが 31％となった。

(2)同行者
同行者は、
「配偶者」が最も多く 97
名、続いて「家族（子供･親同行）
」が
76 名、
「友人・知人」が 49 名となっ
た。
その他の内訳：帯広会 6 名、ふるさ
と会 1 名、姉妹 1 名
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年代別・同行者別回答者数

年代別に同行者を見ると、20 台では「友人･知人」
、30 代では「家族」、40 代になると「配偶者」、
50 代では「家族」
、60 代以上では「配偶者」の割合が比較的に高くなる。
(3)同行人数
同行人数は、
「２名」が最も多く 53％、続いて「４名」が
13％となった。

(4)十勝・帯広では何泊したか（予定しているか）
十勝・帯広での宿泊数は、
「1 泊」が最も多く 65％、2 泊以上
の連泊も多く 35％となった。
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年代別に宿泊数を見ると、70 代で連泊の割合が高い。
年代別・宿泊日数

(5)交通機関や宿泊を、どのような方法で手配したか
交通機関や宿泊を、どのような方法で手配したかは、
「個人で電話・インターネット等で手配」が
最も多く 51％となった。

(6)旅行形態
旅行形態は、「十勝・帯広を含む道内周遊観光」が
最も多く 53％、続いて「十勝・帯広のみの観光」が
21％となった。
その他の内容：用事 2 名、プレミア(野球)に 2 名、
コンサート 1 名、昔住んでいたので 1 名、習い事 1
名、団体旅行 1 名、温泉 1 名、受験関係 1 名
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(7)十勝・帯広を旅行先に選んだ理由
十勝・帯広を旅行先に選んだ理由は、
「温泉などの保養を目的に」が最も多
く 112 名、続いて「名物や地元料理
を食べたくて」が 104 名、
「自然景観
を楽しみたくて」が 89 名となった。
その他の内訳：ばんえい競馬 2 名、
旅の途中宿に便利だったから 1 名、
日高 1 名、知人と出会い 1 名、スイ
ーツを食べるため 1 名、
買い物 1 名、
帯広トラベルチケット 1 名、道の駅
巡り 1 名、フリーパックの宿泊地に組み込み 1 名、日本で一番好きなところだから 1 名、思い出の
地に訪れました 1 名、本の原作のモデル地 1 名、車で道内周遊をする際、離離的に便利だったから
1 名、クラス会 1 名、宿泊地のみ指定、外はフリー1 名
年代別・目的別回答数
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(8)十勝・帯広を旅行先に選んだ理由の回答した理由で、具体的にはどの施設を訪れたか
名物や地元料理を食べたくて
豚丼
六花亭
ぶた丼のとん田
柳月
チーズ
クランベリー
池田ワイン城
ぱんちょう
トテッポ工房
ワイン

18 名
12 名
8名
6名
4名

3名

シシャモ
しんむらカフェ
ふじもり
スイーツ
たこしゃぶ
チャンチャン焼き
平和園
はげ天 本店
ぶたいち
菓子の家

北の屋台

菓子の館

インディアンカレー
かに
ジンギスカン

ますやパン
ホテル知床
みすずラーメン

パティスリーROKU

ゆう天

高橋まんじゅう屋
あくつ
ホテル
屋台村
海の幸
十勝川温泉第一ホテル
目分量
豚丼の店

2名

温泉などの保養を目的に
十勝川温泉第一ホテル
25 名
モール温泉
5名
観月苑
4名
北海道ホテル
ホテル内の温泉
3名
福井ホテル
丸美ヶ丘温泉
2名
十勝
十勝温泉
十勝川
2名
白金温泉
おべりべり温泉
1名
ここの宿

1名

ワイン工場
花畑牧場
山の幸
肉
海鮮
観月苑
牛肉
広尾漁港

ひまわり
阿寒湖
温泉
田園
糠平温泉
十勝温泉のモール泉
知床のウトロ温泉
足寄温泉
足湯
豆陽亭
知床
美瑛
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1名

1名

エコロジーパーク
寿司
助六豚丼
焼きそば弁当
平和園
石狩鍋
ジャガイモ
十勝みのりや
道の駅
中札内道の駅
十勝野プロマージ
ュ
帯広駅 エスタ
居酒屋
魚干
サイコロステーキ
丼
幌加肉そば

1名

自然景観を楽しみたくて
十勝千年の森
4名
真鍋庭園
エコロジーパーク
紅葉
3名
阿寒湖
釧路湿原
湖めぐり
三国峠
十勝ヒルズ

2名

然別湖
知床
池田ワイン城
えりも岬
芽室町スカイパーク展
望台
雄大な大地をドライブ
帯広
オンネトウ
タウシュベツ
ナイタイ高原牧場
阿寒
阿寒帯尾

岩内仙岬
銀河の森
紅岳
広大な農地
十勝
十勝が丘公園
十勝のまっすぐな道
路
銀河の森コテージ
十勝川
十勝川温泉第一ホテ
ル
十勝牧場
乗馬
新嵐山スカイパーク
展望台

1名

狩勝峠
1名

車窓
青い池
中札内のドライブ
忠谷岬
洞爺湖
小樽

アウトドアやエコツアーなど自然と触れたくて
エコロジーパーク
1名

文化や芸術に触れたくて
道立帯広美術館
帯広競馬場
阿寒湖
六花の森
中札内美術館

イベントを鑑賞（参加）したくて
帯広競馬場
4名
サンタランド
1名
文化ホール
ツアーに組み込まれていたので
十勝川
ウトロ
十勝が丘展望台
日勝峠
十勝川温泉
帯広市役所

2名
1名

十勝・帯広出身の著名人のゆかりの地を訪れたくて
ドリカム(池田町)
1名
柳月スイーツ

1名

広尾漁協
宿泊のみ
知床クルーズノロッコ列車
美人の湯を体験したくて
六花亭本店
柳月スイートピアガーデン

35

1名

その他
十勝
帯広近郊の道の駅 １０ヶ所
ドンキホーテ長崎屋
ばんえい競馬場
観月荘
十勝川温泉
幕別温泉

2名

1名

商工会議所

美術館
本別町
柳月
六花亭
こばやし
親戚、兄弟二あえてよかった
日本で一番好きなところだから
本州にはない雄大な大地の中を
ドライブして楽しむ

1名

(9)十勝・帯広以外ではどこを訪問したか（訪問予定か）
十勝・帯広以外ではどこを訪問したかについては、「釧路・阿寒」が最も多く 81 名、続いて「知
床」が 61 名、「札幌・小樽」が 54 名となっている。道東を訪問地にあげた回答合計は 143 名で、
回答数の約 5 割となっている。
その他の内訳：登別 3 名、網走市 2
名、苫小牧 2 名、根室 2 名、室蘭 2 名、
えりも岬 2 名、利尻、積丹 1 名、本別
1 名、北見 1 名、洞爺湖 1 名、サロマ
1 名、池田 1 名、日高 1 名、旭岳 1 名

(10)十勝・帯広ではどこを訪問したか（訪問予定か）
十勝・帯広ではどこを訪問したかに
ついては、
「帯広市」が最も多く 44 名、
続いて「音更町」が 30 名、
「池田町」
が 12 名、と続いている。
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(11)十勝・帯広へ行くのに利用した交通手段
十勝・帯広へ行くのに利用した交通
手段は、
「自家用車」が最も多く 82 名、
続いて「飛行機」が 74 名、
「レンタカ
ー」が 59 名となった。
その他の内容：タクシー3 名、カー
フェリー1 名

(12)十勝・帯広から帰るのに利用した交通手段
十勝・帯広から帰るのに利用した交
通手段は、
「飛行機」が最も多く 82 名、
続いて「自家用車」が 76 名、
「レンタ
カー」が 60 名となった。
十勝・帯広への in・out の飛行機の
占める割合は 25％となっている。

(13)十勝・帯広の観光ポイントで訪れた所（または予定の所）
十勝・帯広の観光ポイントで訪れた
所は、「十勝川温泉（音更町）」が最も
多く 116 名、続いて「柳月スイートピ
アガーデン（音更町）」が 93 名、
「十勝
ワイン城（池田町）」が 59 名、
「ばんえ
い競馬（帯広市）
」が 58 名となった。
その他の内訳：中札内 3 名、道の駅 3
名、六花亭 2 名、
フロマージュ、NEEDS1
名、モール温泉 1 名、花時計 1 名、今
回は期間切れで施設はすべて見られま
せんでした 1 名、十勝ヒルズ、真鍋庭
園 1 名、乗馬 1 名、真鍋庭園、六花ガ
ーデン 1 名、更別、忠類、大樹 1 名
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(14)一人あたりの旅行費用（予定を含む）
団体旅行・パックツアーの一人あたりの旅行費用は、１人あたりのパック料金で最も多いものが、
「50001～100000 円」で 52％、飲食費で最も多いものが、「1～5000 円」で 39％、土産品で最
も多いものが、
「1～5000 円」
「5001～10000 円」
「20001～50000 円」の 24.6％、その他で最も
多いものが、「1～5000 円」で 41％となった。
１人あたりのパック料金(平均 25195.5 円)

飲食費(平均 1828.9 円)

土産品(平均 5215.4 円)

その他(平均 3810.3 円)

個人旅行の場合の一人あたりの旅行費用は、宿泊費と交通費の合計金額で最も多いものが、「1～
50000 円」で 65％、飲食費で最も多いものが、
「5001～10000 円」で 36％、土産品で最も多いも
のが、「1～5000 円」の 62％、その他で最も多いものが、
「1～5000 円」で 50％となった。
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宿泊費と交通費の合計金額(平均 28873.9 円)

飲食費(平均 5033.0 円)

土産品(平均 2548.2 円)

その他(平均 7110.4 円)
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C.旅先での情報入手手段について
(1)十勝・帯広の旅先で観光情報はどこで手に入ると一番便利か
十勝・帯広の旅先で観光情報はどこ
で手に入ると一番便利かについては、
「パソコンのインターネット」が最も
多く 104 名、続いて「ホテル」が 96
名、「携帯電話のインターネット」が
77 名となった。
その他の内容：身内 2 名、タクシー1
名、空港 1 名、空港に案内所がもう少
し充実しているとよい。1 名、雑誌 1 名、新聞広告 1 名、帯広市役所ガイド 1 名、帯広出身者の声、
ボランティアガイド 1 名、友人 1 名、旅行ガイドブック 1 名

D.十勝・帯広の旅の印象
(1)十勝・帯広の旅の印象
十勝・帯広の旅の印象は、
「とても良い」が 55％、
「良い」が
33％となった。

(2)十勝・帯広を再訪したいか
十勝・帯広を再訪したいかは、
「はい」が 97％となった。
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(3)今回の旅行での一番の思い出
分類

温泉

食事

風景、自然

内

容

温泉の性質(女性･50 代･三重県)
お風呂がいい事(女性･70 代以上･北海道)
モール温泉で肌がつるつるになった。あまり熱すぎずゆっくりできた。(女性･30 代･北海道)
モール温泉(女性･40 代･神奈川県)
モール温泉は最高でした(男性･30 代･北海道)
温泉が気持ちよかったです(女性･20 代･東京都)
お風呂がよかった(女性･60 代･神奈川県)
温泉とスタッフのよさ(男性･40 代･東京都)
モール温泉がすき(女性･50 代･北海道)
十勝川温泉、モール温泉(男性･60 代･福井県)
福井ホテルの温泉。(男性･30 代･北海道)
十勝川温泉(男性･60 代･奈良県)
モール温泉(女性･60 代･大分県)
メロンパンがおいしかった。(女性･60 代･長野県)
温泉がよかった(女性･60 代･愛知県)
子供と温泉に入ったこと(男性･40 代･北海道)
天気に恵まれたこと、温泉(女性･50 代･三重県)
ぶた丼を食べれること(男性･40 代･新潟県)
ホテルの従業員が親切、食事もおいしくて満足です。(女性･10 代･京都府)
北の屋台の２晩の飲食(男性･60 代･石川県)
帯広市内のパンや、スイーツ、豚丼、カレーなどをめぐり、さらに駅周辺を歩いて楽しむの
ですが、今回は中札内屋大樹の道の駅方面を楽しみました。中札内の十勝野プロマージュの
ラクレット、コーヒー、カマンベールジェラートが感動的においしかった。(女性･40 代･
北海道)
おいしいものがたくさんたべられたので満足(女性･10 代･熊本県)
食べ物がおいしい(女性･60 代･千葉県)
部屋、食事、サービスが好印象でした。(女性･20 代･北海道)
スイーツ、六花亭本店、柳月(男性･50 代･北海道)
食事はおいしい(女性･50 代･東京都)
豚丼がおいしかった(男性･20 代･大阪府)
食事がよかった(女性･50 代･福岡県)
ホテルの夕食がおいしかった。(男性･40 代･神奈川県)
朝食がおいしかった(男性･50 代･北海道)
バイキング食事(男性･60 代･愛知県)
ホテルでの夕食のバイキングで、シューマイ、天ぷら、焼肉が食べられた(男性･60 代･福岡
県)
ワイン(男性･60 代･福岡県)
何を食べてもとてもおいしかったし、店員さんがとても丁寧だった。変に観光客慣れしてな
くてよかった。(女性･30 代･北海道)
食事が美味しい(男性･60 代･東京都)
川西コンサート(山崎ハコさんと安裕美さん）ホテルの朝食とても思いやりのある食材(地
元）もりつけ、味付け、感動しました。(女性･50 代･北海道)
初めて、天気に恵まれた時に来れました。天気が良いと、郊外の道路でのドライブも景色が
きれいで、北海道!!って感じがした。(男性･30 代･青森県)
十勝平野を見れたことが一番です。(女性･40 代･新潟県)
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施設
温泉＆食事

星空観察会(女性･30 代･神奈川県)(男性･10 代･神奈川県)(男性･30 代･神奈川県)
やはり広大な大地とそれを利用した作物の多さ、(1 種類の面積が多い)です。それが、四季
それぞれ違う事、この自然をいつまでもと願います。(女性･70 代以上･新潟県)
広大な整理された農地、先人の苦労を思うと頭が下がります(男性･70 代以上･新潟県)
タウシュベツ(男性･60 代･神奈川県)
タウシュベツの橋が少し見えたこと(女性･50 代･東京都)
大自然の中で各所の旅行は気持ちも大らかになり、明日への生きる力をいただきました。機
会があれば再び訪ねたいです。(女性･60 代･福岡県)
自然と触れ合えたこと。レンタカーで色々な場所へ自由に寄れたこと。(女性･40 代･福岡県)
日勝峠の積雪(女性･40 代･北海道)
紅葉がとてもきれいだった(女性･10 代･北海道)
空港を降りた後、ホテルまでの道のりで、平方な畑がどこまでも広がっていたのが印象的で
した。(女性･30 代･岡山県)
大自然(男性･40 代･北海道)
大津港まで行き（レンタカー使用）帯広から海まで満喫してきました。食べるところが少な
い、ちょっと残念でした。(男性･60 代･茨城県)
十勝川公園きれいに整備されている。(女性･60 代･大阪府)
防風林。ビート畑広い農耕地。(男性･70 代以上･大阪府)
美しい景色(男性･70 代以上･大阪府)
鹿、狐にあったこと(女性･70 代以上･熊本県)
知床半島の雄大な景色(男性･70 代以上･福岡県)
天気に恵まれ景色がきれい(女性･60 代･岐阜県)
知床、十勝の雄大な自然(男性･60 代･愛知県)
紅葉がとてもきれいだった。エゾシカ、キタキツネ、丹頂鶴も見ることができた。
(女性･60 代･三重県)
知床で夜のバスツアー。鹿、狐を見れて感激(女性･50 代･愛知県)
自然の雄大な大地、動物(女性･70 代以上･静岡県)
夜空(男性･60 代･愛知県)
湖竜湖を見学など自然に触れ合えた(未回答･50 代･愛知県)
オンネトーの景観はよかった(未回答･70 代以上･愛知県)
摩周湖がきれい。知床ナイトツアーで鹿、狐とあえた。星空もきれい。(女性･40 代･滋賀県)
天気に恵まれて、動物もバスから何回かみられて、よかったです。(女性･50 代･愛知県)
摩周湖の全景が一望出来て素晴らしかった(女性･60 代･岐阜県)
オンネト―の湖面(女性･50 代･愛知県)
野生動物見れたこと(女性･60 代･愛知県)
今年初めての雪を見ました(男性･70 代以上･大阪府)
朝もやの中で畑と防風林の風景が幻想的だった。大成駅近くのビートの山が大きくてびっく
りした。(男性･50 代･東京都)
とてもきれいな街です(女性･50 代･北海道)
屋台村の雰囲気や穏やかな街並、交通ルールも良く、今までの旅行で一番ゆったりとして時
間を過ごせました。(男性･20 代･北海道)
この景色は十勝にしかないですね。夕焼けの雲の色、地平線、どこまでも続く一本道
(女性･40 代･神奈川県)
あまりにも人が歩いていないこと。自然の美しさ、広さ。(女性･50 代･神奈川県)
スタート２日間だけの範囲では新日本海フェリーでの船酔い経験オグリキャップ記念館
(男性･60 代･岐阜県)
街歩きでいろいろなお店を見て回ったこと(女性･20 代･青森県)
おいしい豚丼とスイーツ、サラサラ之温泉(男性･30 代･北海道)
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温泉＆風景、
自然

風景、自然＆
施設

食事＆風景、
自然

温泉＆食事＆
風景、自然

買い物

人々

その他

食事と温泉(男性･20 代･北海道)
福井ホテルの料理、モール温泉(女性･50 代･北海道)
温泉はもちろん良かったですが、晩秋の風影も増して良かったです。ただ遅かったので、施
設が閉館だったのが残念でした(女性･70 代以上･北海道)
温泉、白鳥(女性･30 代･東京都)
ホテルの温泉、阿寒湖、ばんえい競馬(女性･70 代以上･大阪府)
積丹半島の岬、小樽の人力車、函館の夜景、ニセコの羊蹄山、札幌の夜景、旭川動物園、網
走鑑獄博物館(男性･50 代･福岡県)
札幌の JR ホテルから見た夜景、小樽の人力車、ニセコの山、函館の町並み、積丹半島の岬、
旭川動物園、網走の鶴(女性･50 代･福岡県)
道の走りやすさと景観の雄大さ。野菜など食べ物のおいしさ（安さ）。道の駅などでの情報
提供の質量の充実。(男性･40 代･大阪府)
自然の風景、紅葉、鹿などの動物、食事もおいしい(女性･60 代･三重県)
摩周湖が晴れていた。まっすぐな道路が多い。乳製品が美味しい(女性･50 代･三重県)
地元の生産物がたくさん食べれて満足です！紅葉と温泉(十勝川)がすばらしかった！
(女性･50 代･千葉県)
地元のヤサイ類、とてもおいしい 紅葉が見頃でたいへん感激しました 温泉は美肌の効果
があり、あったまってよかった(女性･70 代以上･千葉県)
十勝川温泉最高です。十勝ヒルズお花はもう咲いていなかったですが、紅葉がはじまり、広
い空と大地とても素敵なところでした。レストランの野菜もおいしい。まだ思い出たくさん
できそう。(女性･40 代･神奈川県)
美しい自然とおいしい食事と温泉(男性･70 代以上･北海道)
「十勝村」の藤丸之催事（収穫祭）で十勝の農産物を買ったり、知人に送ったこと
(女性･40 代･北海道)
食べ物がおいしかった(女性･20 代･北海道)
友達と買い物できたこと(女性･20 代･北海道)
たくさん買い物ができること(女性･20 代･北海道)
親戚の葬儀で来たので、観光などはなしです。スイーツの美味しい街なので、お土産を買っ
て帰ります。(女性･50 代･北海道)
恩師とあえてよかった(女性･70 代以上･大阪府)
友達が出てきてくれツアーに合流してくれ、観光ができたこと(女性･60 代･京都府)
ボランティアのガイドさんの説明に感動(男性･70 代以上･大阪府)
観光ボランティアの応対がとてもよい(男性･70 代以上･大阪府)
人の素朴性(男性･70 代以上･大阪府)
市民ボランティア案内の方のおもてなし(男性･70 代以上･大阪府)
ひさしぶりに十勝に来て兄にあえてよかった(男性･70 代以上･北海道)
仕事を含めての旅行でしたが、配偶者と観光を出来た、釧路、帯広(男性･60 代･東京都)
プレミア 12 での日本の勝利(男性･40 代･三重県)
道北はいまいち、道東が一番(男性･40 代･神奈川県)
家族のバースデー旅行(女性･30 代･東京都)
ホテルが良かったです(女性･20 代･北海道)
結婚式メインの旅行(男性･40 代･北海道)
ばんえいはふつうの競馬より迫力もあっておもしろい。(男性･30 代･北海道)
のんびりすごせて楽しかったです。(女性･40 代･東京都)
ゆっくり体を癒せました(男性･50 代･北海道)
十勝川温泉第一ホテルが素敵でした。(女性･50 代･北海道)
とっても広くて感動しました。ナイタイ高原牧場は次回行ってみたいです。
(男性･40 代･三重県)
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幸福の黄色いハンカチを見に行ったこと(女性･30 代･茨城県)
親子でゆっくり宿泊できたこと(女性･30 代･北海道)
ホテルの部屋よかった(女性･30 代･北海道)
懐かしくてよかった(男性･50 代･大阪府)
アットホームな感じが最高(男性･70 代以上･大阪府)
天気が晴れや雪とすべて見れた(女性･50 代･愛知県)
広さ(女性･40 代･愛知県)
天気に恵まれ、最高の旅行でした。(女性･60 代･愛知県)
天気がよかった(女性･60 代･愛知県)
初めての北海道、釧路、帯広を訪ね、楽しく過ごせましたが、もう少し季節の良い時に再訪
し、いろいろな所（閉っているところが多かったので）を訪れたいと思います。
(女性･60 代･東京都)
北海道にこれたこと(男性･10 代･神奈川県)
予定した道の駅を全て行けたこと、道の駅プレート収集中(男性･60 代･千葉県)

(4)お気づきの点
分類

温泉について

食事について

風景、自然に
ついて

施設について

内
容
お風呂も大きく、ゆったりして、心地良かったです。(女性･70 代以上･北海道)
とても満足です(お風呂も良かったです)(女性･50 代･千葉県)
福井ホテルの浴場のモール温泉は最高です。(男性･50 代･大阪府)
モール温泉は最高です(男性･50 代･北海道)
温泉で何人かが入っていいか表示があればよい(男性･60 代･愛知県)
温泉がよかった。(女性･70 代以上･静岡県)
温泉に入りたかった、ホテルからのタクシーで銭湯のプランは最高です。(女性･50 代･北海
道)
旨いものがあるといいね。(女性･60 代･愛知県)
十勝派おいしいものがありすぎて困る。食べる以外のレジャーが多くない。
(自然ものは好きな人には良いけど、そうでもない人にはあまり良くない。冬は特に)
(女性･40 代･北海道)
朝食はおいしくて満足できました(男性･30 代･北海道)
十勝川温泉第一ホテルのフレンチトーストがおいしかった。(女性･30 代･茨城県)
十勝農園の食事が新鮮でおいしかった。エコロジーパークのチャンちゃん焼きがおいしかっ
た。(男性･70 代以上･大阪府)
福井ホテルの朝食が素晴らしい(男性･60 代･奈良県)
食事は楽しかった。(女性･70 代以上･静岡県)
食事の時間がすごく混みあっていたので、いらいらしていた(女性･60 代･愛知県)
甘いものをたくさん食べたこと(女性･30 代･北海道)
ホテルで紹介されたレストランで地元の食材ばかりで作った美味しい料理を食べました。そ
こで一番思い出とし、残りの日程でもたのしもうと思う。(女性･60 代･東京都)
本日が５スタートなので、前回話になりますが、日航ノースランドで夕食のお客のガイドを
親切にしていただきました。(男性･60 代･東京都)
北海道の広い台地最高でした。(女性･50 代･福岡県)
普通の畑から日高山脈の風景もよい。(男性･50 代･東京都)
道の駅などの開店が９～１０時は遅すぎると思います。観光地には鉄道がなく、車による移
動となるため、車利用者の便をよくすることが必要。(男性･70 代以上･新潟県)
長いレンタカーのたびで所々にきれいなトイレがあったり、水道からお湯が出て、手を洗え
たりしてよかったです。(女性･50 代･福岡県)
観光施設はちょっとさびしい気がした。今度は夏にきたいト思う。(男性･30 代･北海道)
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宿泊施設につ
いて

買い物につい
て

温泉が大変良く、ホテル内の空調温度がとても良い。部屋がきれいで設備も良い
(男性･40 代･三重県)
自家用車で来なければならない理由があったのでしかたないが函館からだと遠い…。冬は特
に来れない場所 宿泊施設はキレイでしたし、料理も良かった。全体的に寒かった印象です。
もう少し暖ぼう入れてもいいような気がしました。(女性･30 代･北海道)
ホテルの方の気配りがとても良かった。(女性･40 代･新潟県)
ホテルの方の気配りが良い。(男性･40 代･新潟県)
とてもよかったです(観月苑)(女性･70 代以上･千葉県)
・非常口の案内がなし
・部屋からの説明がわかりにくい(女性･50 代･岐阜県)
ここのスタッフの応対がとてもていねいで気分が良い(女性･30 代･福島県)
ていねいでよかった(男性･30 代･福島県)
ホテルの室内の湿度が低く乾燥がつらかった。(男性･60 代･岐阜県)
観月苑とてもよい(男性･60 代･神奈川県)
観月苑、とてもよかったです。昨年宿泊した北海道ホテルもよく、帯広の印象はとてもよい
です。また来たいと思いました。(女性･50 代･東京都)
宿泊施設は空調が自由にできないのが不便でした。(女性･50 代･福岡県)
細やかな気遣いに感激でした。部屋もとてもよくて快適に過ごさせていただき、ありがとう
ございます。(女性･40 代･福岡県)
今回のホテルは接客も料理も良かった。(女性･40 代･北海道)
ニセコーホテルは最高です。来年また来ます。(男性･60 代･茨城県)
第一ホテルは接客、食事はレベル高いです(男性･50 代･北海道)
十勝川温泉第一ホテルはよかった(男性･20 代･北海道)
いいホテル(男性･50 代･北海道)
宿泊のホテルは最高によかった(女性･60 代･大阪府)
部屋は狭すぎました。(女性･50 代･福岡県)
ホテル満足(男性･40 代･神奈川県)
景色のよい部屋に変えてもらえてうれしかった(女性･30 代･北海道)
十勝川温泉第一ホテルは最高でしたが、前面の橋のライトアップが照明不足を感じました。
(男性･60 代･福井県)
福井ホテルの食事、部屋などはよかった。(女性･60 代･京都府)
ホテルの部屋に虫がいた(男性･60 代･福岡県)
カメ虫がいた(女性･60 代･大分県)
部屋がタバコくさくて(女性･60 代･愛知県)
部屋の照明が少々暗い(女性･50 代･愛知県)
風呂場のドライヤーが弱かった。部屋の氷水はよかった(未回答･50 代･愛知県)
となりの部屋の声が朝からよくきこえました、すこしびっくりです。お風呂は。良かったで
す
(女性･50 代･愛知県)
お部屋の入口の壁紙が破れているのは到着してすぐの気持ちを害してしまった、残念でし
た。お部屋の湯が沸いていたこと、氷水が冷蔵庫内で冷やしてあったコップで共に準備され
ていた心遣いに感謝です。(女性･60 代･岐阜県)
ベットで寝たかったです、露天風呂の湯の温度が低くすぎる(女性･60 代･愛知県)
ホテル日航ノースランド帯広とても良いホテルでした。駅にもちかく、立しや条件良く、ま
た泊まりたい。(男性･70 代以上･大阪府)
用事で 2 泊しました。ホテル(ノースランド)はとてもよかったです。(女性･40 代･大阪府)
いいホテルでした(男性･40 代･北海道)
道の駅に何か所か寄ったか閑散期のためか物足りなかった。夏に来た時も同じイメージを持
った。(女性･40 代･北海道)

45

人々について

案内について

交通について

その他

新日牧場は昔の映画の場所でチーズが買える。お店の子も売る気がないががっかりした。
(女性･50 代･神奈川県)
売店の方が親切でうれしく思いました(女性･50 代･福岡県)
施設の従業員の対応はよかった。旅行者にとっては好印象を与える。(男性･70 代以上･大阪
府)
対応は親切(男性･70 代以上･大阪府)
(女性)フロントの方の対応がよかったです(女性･50 代･北海道)
十勝観光ハンドブックに全体のマップがほしい。
（お店とか、施設とか）(男性･50 代･福岡
県)
高速から降りてかなり迷う。
（ナビが無いと分からない）(女性･40 代･北海道)
地元が十勝なので、観光地などで困ったりはしませんが、観光でくる本州の方がわかりやす
い案内があればよいと思いました。(女性･20 代･北海道)
観光バスの案内で効率がよい(男性･70 代以上･大阪府)
高速道路でのマナーは、北海道はよくありません。トンネル内でのランプ点灯なし。追いこ
しでの方向指示器の点灯はしない。(男性･60 代･福岡県)
市内観光の際、レンタカー以外の交通手段もあれば便利(男性･50 代･東京都)
交通機間がもっとほしい(女性･10 代･北海道)
高速道路が整備されてきたので移動の範囲が広かった(男性･60 代･愛知県)
トラベルチケットがお得で良かった。帯広から鉄道での移動はダイヤが便利でないので困
る。(男性･50 代･東京都)
駐車場に困るところがあったので、（トラッポ工房、高橋まんじゅう、もっと広くしてほし
い。車以外でも人気店を周ることができる。交通機関があると冬でも来やすい。
(女性･30 代･北海道)
良かったです(女性･60 代･北海道)
目玉が欲しいよね。(男性･60 代･愛知県)
パック旅行で帯広市内ホテルの空がなし立ち寄りを断念することが多い。帯広市以外の町村
の PR も、より積極的にしてほしい（特に太平洋岸。複数国訪ねてようやく帯広市以外の良
さも実感できるようになった。）(男性･40 代･大阪府)
北海道のよさ、十勝、帯広のよさは素敵でした。(男性･40 代･三重県)
石炭博物館が金曜定休でいけなかった。(女性･30 代･茨城県)
素晴らしくて、気に入っています(女性･50 代･北海道)
もう少し手入れが必要(女性･50 代･三重県)
大型バスでバッグ収納スペースが車体したにあるバスなので、それに入れていただきたかっ
たです。(女性･60 代･東京都)
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【アンケート調査表】
調査期間：平成 27 年 10 月 15 日～11 月 15 日

地域資源を活用した観光地魅力創造事業
『「農業」を活用した体験・滞在型ツーリズムの推進
～十勝の魅力は「農」にあり～』に係る調査業務

十勝・帯広観光の魅力アンケート調査
このアンケート調査は十勝・帯広に観光でいらっしゃった方におたずねするものです。お答えいただきました
回答は全て統計データとしてのみ使用しますので、回答者の方にご迷惑をおかけすることはございません。
アンケートは、チェックアウトの際にフロントにお渡し下さい。ご協力をいただきました皆様には粗品を進呈
いたします。

ご回答はあてはまる選択肢の数字または記号を○で囲み、必要箇所については直接ご記入ください。

Ａ

あなたご自身についてお聞きします。

お住い

（

性

別

１．男性

年

齢

職

業

Ｂ

都・道・府・県）（

市・町・村）

２．女性

Ａ．10 代

Ｂ．20 代

Ｃ．30 代

Ｅ．50 代

Ｆ．60 代

Ｇ．70 代以上

１．会社員
６．学生

２．会社経営者
７．専業主婦

Ｄ．40 代

３．自営業

８．無職

４．公務員

５．アルバイト･パート

９．その他（

）

今回のご旅行に関してお聞きします。

問１ 過去 5 年間で、今回のご旅行を含めて十勝・帯広を訪れたのは何回目ですか？（ひとつだけ）
１．初めて

２．2 回目

３．3 回目

４．4 回目以上

問２ 今回はどなたと十勝・帯広にいらっしゃいましたか？（いくつでも）
１．家族（子供･親同行）
５．会社の同僚

２．親戚

６．ひとり

３．友人・知人

７．恋人

４．配偶者

８．その他（

）

問３ 今回は何名で十勝・帯広にいらっしゃいましたか？（ひとつだけ）
Ａ．１名

Ｂ．２名

Ｃ．３名

Ｄ．４名
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Ｅ．５～９名

F.10 名以上

問４ 今回のご旅行で十勝・帯広では何泊しましたか（予定していますか）？（ひとつだけ）
１．1 泊

２．2 泊

３．3 泊

４．4 泊以上

５．日帰り

問５ 今回の旅行の交通機関や宿泊は、どのような方法で手配しましたか？（ひとつだけ）
１．個人で電話・インターナット等で手配
２．ルートが決まったパッケージツアー・団体旅行に申し込み
３．旅行会社等のビジネスパック等のフリープランを活用

問６ 今回のご旅行の主な形態は何ですか？（ひとつだけ）
１．十勝・帯広を含む道内周遊観光

２．十勝・帯広のみの観光

３．仕事と観光を兼ねて

４．仕 事

６．家族・親戚訪問

７．冠婚葬祭

５．実家へ帰省

８．その他（

）

問７ 問６で 1～3 とお答えいただいた方にお聞きします。
十勝・帯広を旅行先に選んだ理由は何ですか？（いくつでも）
１．名物や地元料理を食べたくて

２．温泉などの保養を目的に

３．自然景観を楽しみたくて

４．アウトドアやエコツアーなど自然と触れたくて

５．文化や芸術に触れたくて

６．イベントを鑑賞（参加）したくて

７．十勝・帯広出身の著名人のゆかりの地を訪れたくて
８．ツアーに組み込まれていたので

９．その他（

）

問８ 問７の回答でいただいた理由で、具体的にはどちらの施設を訪れましたか？
１．名物や地元料理を食べたくて：
２．温泉などの保養を目的に：
３．自然景観を楽しみたくて：
４．アウトドアやエコツアーなど自然と触れたくて：
５．文化や芸術に触れたくて：
６．イベントを鑑賞（参加）したくて：
７．十勝・帯広出身の著名人のゆかりの地を訪れたくて：
８．ツアーに組み込まれていたので：
９．その他：

問９ 問６で「１．十勝・帯広を含む道内周遊観光」とお答えいただいた方にお聞きします。
十勝・帯広以外ではどこを訪問しましたか（訪問の予定ですか）？（訪問先すべてに○してください）

１．札幌・小樽

２．函館

３．旭川

７．釧路・阿寒

８．その他（

４．稚内

５．富良野・美瑛

６．知床

）

問 10 問６で「２．十勝・帯広のみの観光」とお答えいただいた方にお聞きします。
十勝・帯広ではどこを訪問しましたか（訪問の予定ですか）？（訪問先すべてに○してください）
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１．帯広市

２．音更町

３．士幌町

４．上士幌町

５．鹿追町

６．新得町

７．清水町

８．芽室町

９．中札内村

10．更別町

11．大樹町

12．広尾町

13．幕別町

14．池田町

15．豊頃町

16．本別町

17．足寄町

18．陸別町

19．浦幌町

問 11 今回、十勝・帯広へいらっしゃるのに利用された交通手段は何ですか？（いくつでも）
１．貸切りバス

２．都市間バス

６．友人・知人の車

３．JR

８．飛行機

４．自家用車

９．バイク

５．レンタカー

10．その他（

）

問 12 今回、十勝・帯広から帰られるのに利用される交通手段は何ですか？（いくつでも）
１．貸切りバス

２．都市間バス

６．友人・知人の車

３．JR

８．飛行機

４．自家用車

９．バイク

５．レンタカー

10．その他（

）

問 13 十勝・帯広の観光ポイントで訪れたところ（または予定）のところはどこですか？
（訪問先すべてに○してください）
１．糠平湖（上士幌町）

２．オンネトー（足寄町）

３．トムラウシ温泉（新得町）

４．ナイタイ高原牧場（上士幌町）

５．柳月スイートピアガーデン（音更町）

６．十勝エコロジーパーク（音更町）

７．新嵐山スカイパーク（芽室町）

８．銀河の森天文台（陸別町）

９．義経の里（本別町）

10．紫竹ガーデン（帯広市）

11．十勝千年の森（清水町）

12．十勝川温泉（音更町）

13．十勝ワイン城（池田町）

14．ばんえい競馬（帯広市）

15．八千代牧場（帯広市）

16．忠類ナウマン象記念館（幕別町）

17．中札内美術村（中札内村）

18．大きなはるにれの木（豊頃町）

19．サンタランド（広尾町）

20．愛国・幸福駅（帯広市）

21．カントリーパーク（更別村）

22．然別湖（鹿追町）

23．士幌高原ヌプカの里（士幌町）

24．留真温泉（浦幌町）

25．晩成温泉（大樹町）

26．その他（

）

問 14 今回の十勝・帯広観光で、旅行費用は一人あたりどのくらいかかりましたか？（予定を含む）
○団体旅行・パックツアーの方は１人あたりのパック料金
＋飲食費

円＋土産品

円＋その他

○個人旅行の場合宿泊費と交通費の合計金額
＋飲食費

円
円

円

円＋土産品

円＋その他
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円

Ｃ

あなたの旅先での情報入手手段についてお聞きします。

問１ 十勝・帯広の旅先で観光情報はどこで手に入ると一番便利ですか？（いくつでも）
１．ホテル

２．JR の窓口

６．飲食店

７．携帯電話のインターネット

９．その他（

D

３．旅行代理店

４．道の駅

５．観光案内所

８．パソコンのインターネット

）

十勝・帯広の旅の印象についてお聞きします。

問１ 十勝・帯広の旅の印象はいかがでしたか？（ひとつだけ）
１．とても良い

２．良い

３．普通

４．あまり良くない

５．良くない

問２ 十勝・帯広をまた訪れてみたいと思いますか？（ひとつだけ）
１．はい

２．いいえ

問３ 今回の旅行での一番の思い出をお聞かせください。

問４ 宿泊施設、観光施設、交通機関など、お気づきの点がございましたならご自由にお答えください。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

【調査実施機関】十勝ファームツーリズム等推進協議会
【調査請負事業者】株式会社ＪＴＢ北海道
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