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3）滞在型・体験型事業者アンケート調査 

 

1．調査目的 

 価値観の多様化やインターネット手配の普及などの背景から、発地側でパッケージ化された旅行

から、個人が自由に着地側で旅行を選択する旅行スタイルへと、旅行・観光の様式が大きく転換し

ている。 

 滞在交流型観光の一層の活性化をはかるべく、観てまわる通過型の観光ではなく、地域に留まり

地域における人や文化との体験を主体とした観光（滞在型・体験型観光）着地側の滞在プログラム

の充実を目指した「滞在型・体験型観光」の推進が図られてきた。取組の最大の目的は、観光消費

額の増加を狙いに、滞在期問を延ばすことにある。 

 本調査事業では、十勝・帯広地域の滞在型・体験型観光事業者の実態の把握と滞在型・体験型観

光プログラムの現状と課題を把握するために行った。 

 

2．調査の概要 

調査対象 

十勝･帯広の滞在型・体験型観光事業者を以下より抽出した。 

①北海道の「道内体験型観光施設・事業者一覧」から、十勝・帯広の事業者を抽出 

②北海道観光振興機構「アウトドア体験・観光施設一覧」から、十勝・帯広の事業者

を抽出 

調査期間 平成 28年 2月中旬 

調査方法 抽出した対象施設へのアンケート調査（郵送、返信は FAX） 

アンケート回答率 回答数 52、回答率 45％ 

 

 

３．調査結果 

 

A.会社・団体について 

問 1 会社・団体の組織形態をお聞かせください 

会社・団体の組織形態は、「会社（株式会社・有限会

社等）」が最も多く 19社 36％、続いて「個人（自営）」

が 16社 31％となった。 

 

その他の内容：株式会社、帯広市の指定管理者 1 社、

美術館 1社、和種馬繁殖牧場 1社 
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問 2 会社・団体の滞在型・体験型事業分類をお聞かせください（複数回答可） 

会社・団体の滞在型・体験型事業分

類は「その他」が 22社、続いて「グ

リーンツーリズム」が 21社となった。 

 

 

 

 

「その他」の内訳： 

●アウトドア(2社) 

●乗馬(2名) 

●サイクリング、モータースポーツ 

●ステンドグラス体験工房 

●園芸店、雑貨屋、カフェ、ガーデン 

●環境教育的視点プログラム 

●観光庭園・ガーデニング・押し花・他 

●公園施設 

●工作体験・昔道具体験 

●宿泊教育施設 

●総合博物館 

●都市と農村の交流施設(貸付農園・学童農園・各種講習会を開催。) 

●陶芸教室(体験) 

●農山漁村での宿泊体験活動を通して地域の活性化を図る 

●博物館及びビジターセンター 

●畜産業 

●農業体験 

●宿泊及び羊毛加工  
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問 3 会社・団体の滞在型・体験型事業内容をお聞かせください（複数回答可） 

会社・団体の滞在型・体験型事業内

容は、「その他」が最も多く 18 社、

続いて「自然体験」が 16 社、「農業

体験・収穫体験」が 14社となった。 

 

「その他」の内訳： 

●農業ガイド 

●乳しぼり・哺乳体験 

●羊毛加工、草木染 

●フェルト、押花、草木染め、パン、

ケーキ作り、みそ作り等の講習会 

●文化、歴史、民族、自然、考古等に

ついての学習を軸とした体験 

●博物館及びビジターセンター 

●美術鑑賞 

●陶芸体験 

●工作 

●釣り 

●ラフティング 

●夏季-キャンプ、冬季-ソリすべり・歩くスキー、スノーラフティング、スノーシュー等 

●体験型モータースポーツ 

●各施設見学 

●見学 

 

問 4 あなたの会社・団体の職員数をお聞かせください 

会社・団体の組織形態は、「会社（株式会社・有限会社等）」が

最も多く 19社 36％、続いて「個人（自営）」が 16社 31％と

なった。 

 

20人以上の人数：22人 1社 
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B.滞在型･体験型事業について 

問 5 滞在型・体験型事業の継続年数は何年になりますか 

滞在型・体験型事業の継続年数は、「10年以上」が 41社 80%

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 滞在型・体験型事業の営業期間を教えてください 

滞在型・体験型事業の営業期間は、「通年営業」が 34社 67％、

続いて「期間・季節営業」が 14社 27％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7 前問で「２．期間・季節営業」とお答えの方にお聞きします。期間・季節営業は何月になり

ますか。営業月の全てに○をつけてください 

期間・季節営業はグリーンシーズン

である、5月から10月となっている。 
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C.滞在型･体験型プログラムについて 

問 8 参加のお客様の主な居住地 

参加のお客様の主な居住地は、「道

外」が最も多く 33社、続いて「道内」

が 22社、「地元十勝管内」が 21社と

なった。 

 

その他の内容：体験プログラムは主に

十勝管内 宿泊系は、全国、海外もあ

り 1名 

 

 

問 9 滞在型・体験型プログラムの所要時間 

滞在型・体験型プログラムの所要時間は、「２時間程度」が

最も多く 19社 37％、続いて「１時間以内」「１時間程度」が

9社 18％となった。 

 

 

 

 

 

 

問 10 一度の受け入れ可能人数 

一度の受け入れ可能人数は、「温泉などの保養を目

的に」が最も多く 112 社、続いて「社物や地元料理

を食べたくて」が 104社、「自然景観を楽しみたくて」

が 89社となった。 

 

その他の内容：体験内容により違う 3社、1～10人 2

社、10～20人未満 2社、1～100人 1社、1～10人

未満 1社 
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問 11 利用者数の制限を超えることを理由に、予約・利用を断ったことはありますか 

予約・利用を断ったことはあるかについては、「ある」が 33

社 65％、「ない」が 12社 23％となった。 

 

その他の内容：修学旅行での時間の変更、調整、日時の変更 1

社、人数を分けての実施 1社 

 

 

 

 

 

問 12 年間利用者は何人程度 

年間利用者は、「1000人以上 1万人未満」が最も多く 17社

33％、続いて「100人未満」が 12社 23％、「100人以上 200

人未満」が 8社 15％となった。 

 

 

 

 

 

 

問 13 年間利用者の増減傾向 

年間利用者の増減傾向は、「どちらともいえない」が最も

多く 23 社 44％、続いて「増加傾向にあると思われる」が

10社 19％、「減少傾向にあると思われる」が 6社 11％とな

った。 

 

その他の内容：年度により事業が異なるためわからない1名、

今現在休業中 1名 
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D.プログラムの参加者について 

問 14 参加のお客様とその後に連絡や交流はありますか 

参加のお客様とその後に連絡や交流については、「ある」が

38社 73％、「ない」が 10社 19％となった。 

 

その他の内容：一定期間の交流を前提にした連続講座にかぎり。

1名、時々ある 1名、住民利用が主のため設問には合致しない 1

名、ごくわずか 1名 

 

問 15 交流の具体的な内容 

交流の具体的な内容は、「メール、

手紙、電話など」が 30社、「リピータ

ー」が 25社となった。 

 

 

 

 

 

問 16 交流のあるお客様者数 

交流のあるお客様者数は、「1～50人」が 25社 59％、

「51～100人」が 7社 17％となった。 

 

 

 

 

 

問 17 交流がある利用者のうち、再度利用される方は

いますか 

交流がある利用者のうち、再度利用される方の割合につ

いては、「10～30％未満」が最も多く 14社 32％、続いて

「10％未満」が 10社 23％、「30～50％未満」が 8社 19％

となった。 

 

その他の内容：体験内容により違う 1名 
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問 18 あなたの施設での体験などで滞在・体験者が何に興味を持っているとお考えですか 

「自然体験」が最も多く 25社、続

いて「農山村らしい景観や環境」が

15社、「特産品を用いた料理」、「農産

物・水産物の新鮮さ、おいしさ・安全」

が各 11社となった。 

 

その他の内容：ガーデンや、当社にし

かない花苗 1社、わからない、うちに

来る人は、ステンドグラスをしたくて

くるので。1社、乗馬の楽しさ 1社、昔のくらし 1社、地域の歴史、文化にふれながら、見てまわ

る。又は製作を行う。1社、陶器制作と附設ティールームでの飲食 1社、乳製品の製造工程 1社、

美術鑑賞 1社、酪農・乳牛･牛乳と牧場について知り 牛にふれられる 1社、羊毛加工に関する機

材がそろっている。1社 

 

E.地元関係者との協働の取り組みなどについて 

問 19 あなたの施設での体験などで滞在・体験者は満足していると思われますか 

施設での体験などで滞在・体験者は満足していると思われる

かについては、「満足している」が 24社 46％、「やや満足して

いる」が 20社 39％となった。 

 

 

 

 

 

問 20 地元関係者と協同で取り組みを行っていますか 

地元関係者と協同で取り組みを行っているかについては、

「行っている」が 32社 64％、「行っていない」が 15社 30％

となった。 
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問 21 地元関係者と協同で取組を行って何年になりますか 

地元関係者と協同で取組を行って何年になるかは、「10年以

上」が 24社 75％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 地元関係者と協同で取り組みの内容もしくは今後、今後、協同での取り組みを考えている

内容 

（自由記述） 

【宿泊施設との連携】 

●宿泊施設からの紹介、斡旋 

●ホテル(地元)宿泊者の体験、見学などの取り組み お客様からの実際の要望はまだ 1件もない 

●マップ掲載。近くのホテルと連携・修学旅行生を受け入れている。 

【イベント等での連携】 

●関係者と実行委員会を作り、イベントを展開している。 

●ウールチャレンジ in 十勝-羊毛を毛ガリから 糸つむぎ、毛糸、羊についての体験のすべて。

(年に 1回) 

●全国弓馬競技大会 6/25～26 弓馬競技十勝大会 10/9 

●バタ作り体験は地域のイベントの時に取り組みしている。 

【プログラム開発等での連携】 

●登山等の体験プログラムを共同で開発して、実施しています 

【教育旅行等での連携】 

●修学旅行の受入 

●町の事業を増やして、地元の小学生や中学生をヌプカの里に宿泊してもらって、自然を楽しん

でもらう 

●主に教育機関との自然体験学習 

【農業体験等での連携】 

●収穫体験などの指導･食品加工体験などの指導をお願いしています。 

●農産物等の収穫体験を行っています 

●グリーンツーリズム 

●生産者に体験会場の畑を貸して頂いています。 

●ファームインを鹿追町として 受け入れてほしい 
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【その他】 

●町文化財指定 ヒカリ苔、マメシジミ この公園にあり 他町村の方々に伝えたい 

●安心安全な地場産食材でのみそ作り講習会 1月～2月 貸館としては 12月～4月 

●テーマによっては協同で行うものがある。 

●産業体験(森林･農業など)で連携している 

●畑作体験とのコラボ、バイオガスプラント、ジオパーク、然別湖ネイチャーセンター,十勝ネ

イチャーセンター、北海道ツーリズム協会、村瀬農場、三部農場、食の絆、他 

●他見学施設との共同見学会の開催等。 

●具体案までは考えていないが、そのようなことも やってみたいと思う 

●地方からの来場者が地元商店街への来訪。 

●STEP(南十勝長期宿泊体験交流協議会)の活動、イベント現場、会場として利用 

●いもホリ、鹿解体、乳しぼり 

 

問 23 課題や問題点、課題解決のための支援・助言の具体的要望（自由記述） 

【広報・PRでの支援等】 

●本別公園は歴史と文化 自然景観が融合する 山渓です。このことを町内 町外の 皆様に 

宣伝に行きたい 

●普及・PR のための費用の援助・体験まで使用する公的施設利用料の免除・減免などがあると

うれしい 

●他施設との連携による、来訪者の周遊。 

●降雪期の見学者確保･･･地域全体で観光客を増やす対策が必要。 

【人材・設備更新等の支援】 

●地元関係者の高齢化が進み後継者ナシ。今後は、不可能に近い状態。貸農園・貸館利用者の協

力等が必要となるのでは･･･。 

●夏の体験がやはりメインの希望なので、農作業との時間のかね合いがむつかしい。一日中、走

り回っている感じです。 

●施設の老朽化、若者･高齢者向け施設、プログラムの不足 

●羊毛加工機材の修繕ができる職人、業者が道内にはいない為、修繕費が利用料でまかなえない。

羊毛加工に精通した職人でないと、微調整ができない。 

【行政・制度等の支援】 

●年間を通しての集客をどうするか 農業体験における適正料金(一般的に農業体験料は低料

金)。ケアを見やすく 自動予約システムを利用したい 

●公的援助、かかる費用の補助、助成金などの情報があれば教えてほしいです。 

●私の事業所(農場)は市街化調整地域内に有る為施設を作ったり、宣伝する事を抑制され、活動

が阻まれ前に進めないで居ます。施設を作ったり、宣伝する事を抑制され、活動が阻まれる、

夢が叶えられない。 

●防疫対策、外国人に対する予約・問い合わせ対応。夏冬の売上格差(冬の収入確保) 人材募集

＞行政等には、広報の他、インバンド対応の為の翻訳･通訳・語学研修等の対応を期待します。 
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●当社運営内容に該当する 補助金の有無を知りたいです。 

【その他】 

●工芸等も北海道(十勝)らしいものもあると思うので、とりあげてほしい。たとえば、アイヌ刺

繍、草木染め、下の句かるた等々。 

●乗馬資質の高い和種馬の選抜育種改良を 23年やって参りました。ようやく生産した馬の半分

は乗馬馬として販売出来るようになって来ました 

●取り組み内容のマンネリ化。 

●中国、台湾人の受け入れは、断っている 

 

問 24 ご意見・感想（自由記述） 

●文化的な体験を発掘(メニューを増やす)し、連携する 

●公園は、鳥獣保護区に指定。近年鹿の害が大きく 高等植物希少植物エゾツツジ 森林がどん

どん消えて行く どうしようもない、国は地域の実情に合った政策をしてほしい 

●公的機関で和種馬保存を 畜産試験場、北大でやっていますが乗馬資源の改良はやっていませ

ん。保存協会員の皆さん 皆高齢化して乗馬の改良をやる人はいなくなりました 和種馬は乗

馬でなければ保存できません。道や北大でぜひ育種改良に取り組んでほしいと願っています 

●十勝の広大な自然の名所になるような方向で頑張ります。 

●他にない特徴のある施設でありつづける事です。 

●農業体験プログラムの質的な向上とサービスを行ない 満足度を高めるように努力したいと

思います。地元での協働の取り組みにいろいろと力とアイデアを貸して下さい 

●乳を農家から購入できない 

 

F.調査のまとめ 

①十勝・帯広地域、体験・滞在型ツーリズム検討・実施協議会の設置が求められる 

 ●十勝・帯広地域での地域づくりに取組む関係事業者が一体となって実施する体制の整備 

 ●関係事業者のプラットフォームづくり 

②十勝・帯広地域における滞在コンテンツの充実、受入環境整備を図る取り組みの実施 

 ●十勝の地域資源「農業」・「食」等を活用した、体験・滞在型ツーリズムの造成 

 ●事業実施に必要な受入環境整備の企画・検討・実施 

 

 

  


