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1. 調査の概要 

① 目的 

本調査は、経営発達支援計画における地域経済動向調査として実施し、益子町の

地場産業である益子焼の経済波及効果および益子町へ観光に来ている旅行客の

飲食店利用などの実態を調査分析することにより、当商工会地域の事業者に対し、

今後の事業展開に有益となる情報を提供するための基礎資料作りを目的として

いる。 

 

② アンケート調査の実施概要 

実施主体：株式会社ネオクラシック 

実施場所：益子秋の陶器市 

実施対象：益子秋の陶器市の来場者 

実施日 ：平成 29年 11月 2 日（木）～5日（日） 

実施方法：来場者に負担が掛からないよう調査員がアンケート内容を読み上げ、ア

ンケート用紙にチェックする方式で実施 

 

③ アンケート回収状況および有効回答票数 

アンケート回収数 ：221票 

有効回答票数   ：221票 

 

④ 無回答の取り扱いについて 

    本調査の各設問における「無回答」については、回答者の意見が反映されていな

いことから構成比母数には含まずに分析を行っている。 
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2. 調査結果 

秋の陶器市における観光客の実態 

来場者の属性および益子町への観光状況について 

本調査は、第 100回益子秋の陶器市（以下「当イベント」という）の来場者に対して実施し

ており、これから本調査を分析するにあたり、来場者（回答者）の属性および来場者の益子

町への観光状況について言及する。 

 

① 住所と宿泊利用状況 

本調査における来場者（２２１人内無回答 2人）の住所について見てみると、最も多かった

地域は、「栃木県内」で 27.4%、次いで「茨城県」が 24.2％、「埼玉県」が 17．4％となっており、

来場者の上位の住所は、栃木県と隣接している近隣県となっている。 
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来場者の宿泊の利用状況については、前述したように来場者の上位の住所が県内およ

び近隣県であるため、日帰り客が圧倒的に多く、その割合は 86．0%となっている。 

このことからも来場者にとって当地域は、“日帰りでも行ける観光地”として認知されて

いるため、ナイトバザーのような夜から開催されるイベントを企画するなどし、来場者が町

内に滞在しなければならないような理由付けを促す取組を行うことで、来場者の滞在時

間を延ばし、客単価の向上を図っていただきたい。 
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② 年齢 

来場者の年齢においては、「60代」が 26.4%と最も多く、次いで、「30代」が 19.1％、「40

代」が 17.7％となっている。 

また地域別での年齢構成を見てみると、「埼玉県」や「東京都」といった首都圏からの来

場者は、「30代」が最も多い年代となっており、他の県よりも若い傾向が見られる。 

なお宮城県、その他の県はサンプル数が少ないため割愛をしている。 
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③ 性別 

来場者の性別は、「男性」が 42.9%で、「女性」が 57.1%となっており、女性の割合が若干

高いものの、昨年度の調査結果では、男性がおよそ2割に対し、女性が8割となっていたた

め、今年度の調査結果の方が性別における回答に及ぼす影響が少ないといえる。 

 

 

 

昨年度の調査結果 
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④ 同伴者および同伴人数 

来場者の同伴者については、「ご家族と」が 84.0%と最も多く、次いで「ご友人と」が

11.4%となっている。また同伴人数においては、「2人」が 68.3%と最も多く、次いで、「3人」

が 12.2%となっている。 

以上の結果より、当イベントの来場者の多くは“夫婦”で来場していると考えられるため、

商品展示においては、夫婦商品のカテゴリーやラインナップで品揃えをすると効果的と考

えられる。またスタンプラリーのような買い回りをして購入金額が一定以上の購入者（例え

ば 1万円以上※）には、町内飲食店のみ利用可能なクーポンを発行し、飲食店への来店動

機を促すような取組も効果的と思われる。 

 

※後述するが、当イベントにおける益子焼の一人あたりの購入金額が 4,189円となってい

るおり、二人での合計が 8,378円となる。したがって 1 万円でクーポンを発行することで、

一人当たり 800円以上の客単価アップが期待できる。 
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⑤ 益子町への観光状況 

益子町への観光状況として、来場者の益子町への観光回数で、最も多かった回答は、「初

めて」が 21.9%で、次いで「20回以上」が 18.3%となっている。 

 

 

観光回数の図（上記右）を見ると 4回目を中心とした「初めて～3 回目」までのグループ

と「5回目～20回以上」の２つのグループが出来ている。 

このような傾向がみられる要因として、町内には数多くの益子焼のお店やおしゃれな飲

食店、神社やお寺など随所に観光スポットはあるため、2 回目の観光までは良い印象であっ

たものが 3 回目でそれがマンネリ化し、4回目につながっていない可能性がある。 

一方で観光回数が、20回以上のヘビーな観光客は 2 割弱（18.3％）も見られ、5回～19

回観光されているミドルな観光客を含めると全体の 5割弱（48.4％）もいるため、益子焼の

観光資源が観光地として弱いとは考え難い。 

これらのことから当該地域の観光資源は、ヘビーな観光客も満足できるような資源が数

多く存在しているものの、ひとつひとつの資源に対する周知および動線がうまく訴求でき

ていないことが、このような結果に表れていると考えられる。 

また上位 4つの県の地域別における観光回数を見ると、上位 2 つである栃木、茨城県で

は、観光回数にそれほど大きなバラツキは見られないが、埼玉県、東京都では、ライトな観

光客からミドルな観光客の間に大きなギャップが見られている。 
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したがって、首都圏のライトな観光客をいかにしてミドルな観光客へと育てるかがポイン

トとなるため、その対策として、都会からの観光客が好むと言われている“田舎”と“癒し体

験”を組み合わせた新サービスの提供や、ミドルな観光客が喜びそうな益子町の多少コア

な内容が書かれているガイドマップの配布などが効果的と考えられる。 

 

 次に来場者の益子町への平日観光の有無では、「はい」が 29.2％、「いいえ」が 70.8％と

圧倒的に休日・祝日にしか観光に来られていないことが分かった。 

 また平日に観光に来られた場合の曜日では、「水曜日」が 62.2％と最も多かったため、水

曜日を定休日としている事業者は、他の曜日に変更されることをお勧めする。 
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観光客の消費行動特性について 

① 交通手段および交通費 

来場者の交通手段については、「自動車、オートバイ」が 86.9％と最も多く、電車やバス

などの公共機関を利用して来られた来場者はおよそ 1 割（10.9％）となっている。 

交通費では、「1 円～1,000円未満」が 30.3％で最も多く、次いで、「１，０００円～２，０００円

未満」が 16.7％、「３，０００円～５，０００円未満」が 16.3％となっている。 

前述した来場者の住所からも「栃木県」と「茨城県」の来場者の合計は 51.6％で、「1円～

1,000円未満」と「１，０００円～２，０００円未満」の合計も 47.1％となっているため、結果は整

合している。 

また一人当たりの交通費の平均額は、「自動車・オートバイ」が 1,364円で、「電車、バス、

タクシー」が 4,510円となっている。 
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② 宿泊利用状況および宿泊費 

来場者の宿泊利用状況は前述した通り、「日帰り」が 86.0％と 9割弱の来場者は宿泊を

せずに日帰りしている状況となっている。 

その中で宿泊されている来場者の一人当たりの宿泊費用で最も多かったのが、「5000

円未満」で 32.2％、次いで「７，５００円～１０，０００円未満」が 19.4％となっている。 

また一人当たりの宿泊費の平均額は、8,306円となっている。 
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③ 飲食費 

来場者の一人当たりの飲食費で最も多かったのは、「1,000円～2,000円未満」が 42.7％

で、次いで「１円～１，０００円未満」が 23.1％となっており、また一人当たりの飲食費の平均額

は、2,041円となっている。 

 

 
 

 

 

④ 土産・買物代（益子焼） 

来場者の一人当たりの土産代・買物代（益子焼）で最も多かったのは、「１，０００円～２，０００

円未満」で 20.5％、次いで「２，０００円～３，０００円未満」が 17.3％となっている。 

「1 万円以上」の購入者においては、およそ 1 割（10.5％）で、最も購入金額の高かった来

場者は、3 万円であった。 

また一人当たりの土産代・買物代（益子焼）の平均額は、4,829円となっている。 
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⑤ 土産・買物代（益子焼以外） 

来場者の一人当たりの土産代・買物代（益子焼以外）で最も多かったのは、「０円（購入し

ていない）」と「１，０００円～２，０００円未満」が 25.1％の同率で並んでおり、「１円～１，０００円

未満」の回答も 24.2％とほとんど差のない結果となっている。 

「０円（購入していない）」の回答が多かった理由として、来場者の中の 3割弱（27.4％）は、

栃木県内からの来場者となってたため。 

また一人当たりの土産代・買物代（益子焼以外）の平均額は、2,155円となっている。 
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観光客における益子町の飲食店利用に関する意識 

① 益子町の飲食店利用の有無 

 来場者における益子町の飲食店利用の有無については、「はい」が 64．7%で「いいえ」が

35.3%となっている。 

 
 

② 益子町の飲食店情報の収集について 

来場者の益子町の飲食店における情報収集方法（下記の選択肢３つまで選択化）につい

ては、「特になし」が 42.4%と最も多く、次いで「その他」が 23.7%となっている。 

なお「その他」の回答（自由回答）で多かったのが“行き当たり”や“通りがかり”と言った店

自体を見て入った回答となっている。 

また具体的な収集方法としての上位項目では、「SNS(Twitterなど)」が 18.0%で、次いで

「友人・知人からの紹介」が 15.1%、「お店のホームページやブログ」が 14.4%となっており、

全てが 10%台となっているため情報収集方法にバラツキが見られている。 

その要因として、現代人の情報収集方法として最もオーソドックスな方法は、インターネッ

ト検索であるが、“「益子町」「飲食店」「おすすめ」”で検索（11月 19日現在）をしたところ、

上位表示されているのが、“口コミサイト”と“まとめサイト（特定のテーマで情報を収集・編

集したサイトのこと）” となっている。 

この検索結果は、他の地域名で検索した場合でも同様な結果となりうるが、当地域では、

そのサイト内の情報量が他の地域と比べ少ないため、来場者たちの判断材料になってい

ない可能性がある。 

このようなことからインターネット検索をしたがなかなか有益な情報が見つからなかっ

たため、あちこち情報を収集した結果、本調査のように回答が分散されてしまっている。 

もしくは、検索した結果、結局有益な情報がなかったため、通りかかったお店で済ませた

ことによる「特になし」や「その他」の回答を選んだのではないかと考えられる。 

どちらにしても現在のところ、当地域における飲食店の有益な情報を得られるウェブサ

イトが見つからないため、当店イチ押しメニューや雰囲気、提供者の顔がみられるような、

「まとめサイト」を商工会が中心となって制作をしていただきたい。 
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 来場者の性別で見ると、男性の回答では、「友人・知人からの紹介」や「SNS(Twitter など)」

が多く、“身近な人からの情報”を収集する手段としている一方で、女性の回答では、

「SNS(Twitterなど)」や「お店のホームページやブログ」が多く、“インターネットからの情

報”を収集する手段としている傾向が見られる。 

 なお性別における分析では具体的な情報収集方法に着目するため、下の表では「特に

なし」と「その他」は非表示で行っている。 
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 来場者の年齢別でみると、全世代を通して「特になし」と「その他」が多い、その中でも

20代～50代は、インターネット検索も積極的に利用しているが、前述したように検索結果

の情報が有益なものが少ないため、「特になし」と「その他」の回答が多くなっていると考

えられる。 

 したがって、商工会が中心となって、当地域の飲食店の有益な情報をまとめた「まとめ

サイト」のようなものを制作し、この世代で飲食店を利用していない取りこぼしの来場者を

集客して行きたい。 
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③ 益子町の飲食店を選ぶ際に重視するポイント 

来場者の益子町の飲食店を選ぶ際に重視するポイント（下記の選択肢３つまで選択化）

については、「料理が美味しそう」が 50.7%と最も多く、回答者のほぼ半数が答えている。 

次いで「お目当てのメニューがある」が 23.5%で、「お店の雰囲気」が 21.3%、「ゆっくりく

つろげる所」が 19.1%となっており、上位２つの回答は、“提供しているメニュー”に関するこ

とで、3 位、4位の回答は、“店内の雰囲気”に関することとなっている。 

したがって新規顧客の獲得に関する施策を行う場合には、新メニューの開発だけではな

く、店内の雰囲気や居心地の良さと言った“そのお店でしか体験できない”情緒的なサービ

スも一緒に考えていただきたい。 
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来場者の性別で見ると、「料理が美味しそう」「お目当てのメニューがある」以外の上位

2 つの男性の回答では、「お店の雰囲気」や「ゆっくりくつろげる所」が多く、“店内の雰囲気” 

に関することとしている一方で、女性の上位 2 つの回答では、「評価が高いお店」や「口コ

ミの多いお店」が多く、“評判の良さ”に関することを重視している傾向が見られる。 

 

 

 

 来場者の年齢別でみると、全世代を通して「料理が美味しそう」が最も多かった。各世代

別での特徴は、サンプル数が少ないため詳しくは言及しにくいが、若い世代の特徴として、

「味」と「評価が高いお店」を重視する傾向があり、中間世代では、「味」と「お店の雰囲気」、

年配の世代では、「味」と「食材へのこだわり」と言った傾向が見られている。 
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④ 一回のお食事にかける一人当たりのご予算 

来場者の一回のお食事にかける一人当たりのご予算については、「1,001 円～1,500円」

の回答が 56.8%と最も多かった。 

次に来場者の性別でみると、男性、女性ともに「1,001円～1,500円」の回答が多く、2 番

目の回答では、男性が「1,501 円～2,000円」で女性が「1,000円以下」となっていることか

ら男性の方が平均客単価としては高いと言える。 

また来場者の年齢別では、全世代を通して「1,001円～1,500円」の回答が最も多く、各世

代の 2番目の回答を見てみると、40代までが「1,000円以下」となっており、50代以降では

「1,501 円～2,000円」となっていることから年齢層が高い方が平均客単価も高くなる傾向

があることが分かった。 
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⑤ 益子町の飲食店利用における要望 

来場者の益子町の飲食店利用における要望（下記の選択肢３つまで選択化）については、

「地域食材を使った料理の提供」の回答が 68.8%と最も多く、次いで「季節ごとのメニュー

の充実化」が 30.3%、「健康志向のメニューの充実化」が 29.4%となっており、上位となって

いる回答の特徴は“提供してほしいメニュー”に関することとなっている。 

この結果は、前述した「③益子町の飲食店を選ぶ際に重視するポイント」と同様な結果と

なっているため、当地域へ観光に来られる旅行客は、当地域の飲食店には“提供しているメ

ニュー”に期待していることが分かった。 

したがって、各飲食店事業者におかれては当設問の上位の回答の通り、“地域食材”“季節”

“健康”の視点で新メニューの開発を行い、定番メニューは残しつつも、飽きの来ないメニュ

ー展開をしていただきたい。 

 

 



25 

 

来場者の性別でみると、男性、女性ともに「地域食材を使った料理の提供」の回答が最も

多く、その他も前述した全体の傾向とほぼ同様な結果となっていた。 

 

 

 

来場者の年齢別でも、全世代を通して「地域食材を使った料理の提供」の回答が最も多

く、各世代ごとに多少のバラツキは見られるものの、その他の結果も全体の傾向とほぼ同

様な結果となっていた。 

年代ごとの特徴としては、20代では「店舗の内外装をおしゃれに」の回答が第 2 位に入

っており、子育て世代である 30代では「キッズスペース（子供の遊び場）」の回答が第 3 位

に来ていた。 
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秋の陶器市における経済波及効果 

 ここからは、当イベントによって“栃木県内”にもたらされた経済波及効果について見て

いく。 

① 試算結果 

2017年 11月 2日（木）～6日（月）の 5日間、益子町で開催された秋の陶器市の経済波及

効果を試算したところ、秋の陶器市の開催によって栃木県内にもたらす経済波及効果は 17

億2,360万円で、うち直接効果が 11億2,990万円、間接効果（第 1次＋第2次）は5億9,370

万円になることが分かった。 

なお前年実施した秋の陶器市の経済波及効果は、8億 5,615万円であった。今回と前回

とで調査結果の差がおよそ 2倍となっているが、その要因として、今年度のアンケートで使

用した調査票は、前年度使用した調査票の内容を一部見直したことによる影響であると考

えられる。 

調査票の見直しを行った理由として、前年度の調査票では、飲食やお土産等の支出金額

を回答してもらう際に、同行者を含めた全員の金額で回答を求めていた。そのため回答者

によっては、合計金額の算出に手間を感じる人も多く、金額がかなり曖昧な回答も少なく

なかった。 

そこで今年度は、交通費の「自動車・オートバイ」以外の支出項目は、回答者一人当たり

の金額で回答を求めている。 

したがって、昨年よりも金額の曖昧さが緩和されているため、今年度の調査結果の方が

昨年よりも精度の高いものと考えられる。 

 

② 試算方法（前提条件） 

 秋の陶器市期間中の来場者数を 224,898 人（主催者発表）とする。 

 最終需要額は、秋の陶器市を実施するにあたり支出された秋の陶器市実行委員

会にかかる運営費（主催者発表）および観光客の陶器市にかかる支出金額（後述）

をもとに算出する。 

 観光客の秋の陶器市にかかる支出金額は、来場者にアンケート調査を実施し、そ

れらをもとに土産・買物代（益子焼、益子焼以外）、飲食費、交通費、宿泊費を推計

する。具体的な算出方法は「最終需要額の推計」で説明する。 

 経済波及効果の算出にあたっては、「2011 年度版 栃木県産業連関表（37 部門）

および雇用表1」を利用する。 

                                                   
1栃木県産業連関表-栃木県公式ホームページ： 
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③ 支出科目における産業格付け 

秋の陶器市の支出科目における産業格付けは、総務省統計局「2011 年度版 産業連関

表 第 8章部門分類表2」と先行事例3を参考にして行った。 

 

 

 

                                                                                                                                                     
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/io.html 
2 総務省統計局-平成 23年（2011年）産業連関表（－総合解説編－）：

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm 
3 小長谷一之・前川知史（2012）pp.238-245 
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④ 最終需要額の推計 

アンケート調査の回答者数は、221 人であった。その内、電車・バスを利用して来た回答者

数は 24 人で、自動車・オートバイでの回答者数は 190 人、残りは徒歩・自転車と無回答の回

答者である。また宿泊をされた回答者数は、31人であった。 

これらの人数をもとに秋の陶器市に来場された全ての観光客の支出金額である最終需

要額を推計していく。 

最終需要額は、観光客が秋の陶器市に来られたことにより発生した支出金額であるため、

次の５つの費用を合算したものを観光客の最終需要額とする。５つの費用項目とは、「交通

費」「飲食費」「土産・買物代（益子焼）」「土産・買物代（益子焼以外）」「宿泊費」である。また

交通費は、「電車・バス」で来られる方と「自動車・オートバイ」で来られる方がいるため、こ

れらの費用は別々で推計する。 

 

 

交通費 

「電車・バス」を費用項目とした最終需要額は、回答者が当イベントの往復に費やした電

車・バスの利用代であるため、その消費総額は、108,250 円であった。 

また電車・バスを利用して来た回答者数は、24人であるため一人あたりの消費額は約

4,510円となる。 

したがって電車・バスでの最終需要額は、 

24人÷221 人×224,898人×約 4,510円＝110,159,314 円となる。 

 

「自動車・オートバイ」を費用項目とした最終需要額は、回答者が当イベントの往復に費や

した自動車・オートバイの利用代であるため、その消費総額は、259,176円。自動車・オートバ

イでの回答者数は、190人であるため一人あたりの消費額は約 1,364円となる。 

したがって自動車・オートバイでの最終需要額は、 

190人÷219人（無回答 2人）×224,898人×約 1,364円＝266,368,696円となる。 

 

 

飲食費 

 「飲食費」を費用項目とした最終需要額は、回答者が陶器市に来られたことによる一切

の飲食費の合計を消費総額として考えており、その総額は 418,500円。飲食費における回

答者数は、205人であるため一人あたりの消費額は約 2,041円となる。 

したがって飲食費による最終需要額は、 

205人÷221 人×224,898 人×約 2,041 円＝425,881,507 円となる。 
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土産・買物代（益子焼） 

「土産・買物代」に関しては、当イベントを鑑みて「土産・買物代（益子焼）」と「土産・買物代

（益子焼以外）」の 2 つに分けた。 

「土産・買物代（益子焼）」を費用項目とした最終需要額は、回答者が当イベントで購入さ

れた益子焼の消費された金額であるため、その消費総額は 990,000円。回答者数は、205 

人であるため、一人あたりの消費額は約 4,829円となる。 

したがって飲食費による最終需要額は、 

205人÷220人（無回答 1 人）×224,898人×約 4,829円＝1,012,041,000円となる。 

 

土産・買物代（益子焼以外） 

「土産・買物代（益子焼以外）」を費用項目とした最終需要額は、回答者が当イベントで購

入された益子焼以外の消費された金額であるため、その消費総額は347,000円。回答者数

は、161人であるため、一人あたりの消費額は約2,155円となる。したがって飲食費による最

終需要額は、 

216 人÷215人（無回答 6人）×224,898人×約 2,155円＝362,974,912 円となる。 

 

宿泊費 

「宿泊費」を費用項目とした最終需要額は、回答者が当イベントに来場されるにあたって

の宿泊に要した費用の利用代であるため、その消費総額は、257,500円。宿泊をされた回

答者数は、31人であるため一人あたりの消費額は約 8,306円となる。 

したがって宿泊費による最終需要額は、 

31 人÷221人×224,898人×約 8,306 円＝262,041,787 円となる。 
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各費用項目の最終需要額まとめ 

 

費用項目 算出方法 

電車・バス 

電車・バスを利用して来た回答者の消費総額は、108,250円。回答者

数は 24人。一人あたりの消費額は約 4,510円。 

電車・バスでの最終需要額は 

24人÷221 人×108,250人×約 4,510円＝110,159,314 円 

自動車・オートバイ 

自動車・オートバイによる回答者の消費総額は、259,176 円。回答者

数は、190人。一人あたりの消費額は約 1,364円。 

自動車・オートバイでの最終需要額は 

190人÷219人×224,898 人×約 1,364円＝266,368,696円 

飲食費 

飲食費による回答者の消費総額は、418,500円。回答者数は、205

人。一人あたりの消費額は約 2,041円。 

飲食費による最終需要額は 

205人÷221 人×224,898 人×約 2,041 円＝425,881,507 円 

土産・買物代 

（益子焼） 

益子焼による回答者の消費総額は、990,000円。回答者数は、205

人。一人あたりの消費額は約 4,829円。 

益子焼による最終需要額は 

205人÷220人×224,898 人×約 4,829円＝1,012,041,000 円 

土産・買物代 

（益子焼以外） 

益子焼以外の土産・買物代による回答者の消費総額は、347,000

円。回答者数は、161人。一人あたりの消費額は約 2,155円。 

益子焼以外の土産・買物代による最終需要額は 

216 人÷215人×224,898 人×約 2,155円＝362,974,912 円 

宿泊費 

宿泊をした回答者の消費総額は、257,500円であった。宿泊された

回答者数は、31 人。一人あたりの消費額は約 8,306 円。 

宿泊費による最終需要額は 

31 人÷221人×224,898人×約 8,306 円＝262,041,787 円 

 

これら費用項目ごとの最終需要増加額と秋の陶器市実行委員会にかかる運営費用を

「2011年度版 栃木県産業連関表（37 部門）および雇用表 」の支出科目に代入すると経

済波及効果が導出される。 
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⑤ 当イベント実施の意義 

益子焼は、首都圏等から年間約 190 万人の陶芸愛好家や観光客が益子焼を求めて来町

され、益子町における基幹的な観光資源となっている。 

その中で本調査を実施した秋の陶器市には、毎年おおよそ約 20 万人の観光客が来町さ

れ、春の陶器市と合わせた観光客数は年間益子町に訪れる訪問者の 3 分の 1 を占める一

大イベントとなっている。 

このような一大イベントの一つでもある秋の陶器市の経済効果は、直接効果が 11 億

2,990 万円、間接効果（第 1 次＋第 2 次）は 5 億 9,370 万円となり、それらを合わせた経済

波及効果は、17億 2,360万円となることが確認できた。 

当イベント実施の意義として、イベントの主催者が支出する主催者事業費を「投資」と考

え、経済効果をそれによる「効果」とした場合、主催者事業費はおよそ 430 万円で、経済効

果は 17億 2,360万円であるため「投資対効果」は、主催者事業費の約 400倍にも及ぶこと

が今回の試算で分かった。このように当イベントにおける栃木県内への経済的な意義は非

常に大きいと考えられる。4 

 

以上 

 

 

                                                   
4 早川（2011）p.2 
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