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令和元年度（2019）大仙市イベント民泊事業に係わるアンケート調査結果について 

 

令 和 元 年 1 1 月 ７ 日  

大仙市経済産業部観光課  

 

１ 概要 

第 93 回全国花火競技大会「大曲の花火」の開催時（令和元年８月 31 日（土））に

「イベント民泊」を実施（令和元年８月 30 日（金）～９月１日（日））。 

その参加者である、自宅提供者 11 名および宿泊者 11 団体（52 名）に対しアンケー

ト調査を実施したところ、すべての者から回答を得た。 

 

２ 自宅提供者アンケート結果 

（１） イベント民泊を知ったきっかけ 

「市広報」を見て知った方が最も多かったが、「新聞」などのメディアから情報

を得たというケースもあったことから、今後も市広報以外の様々な形で募集を行っ

ていく必要がある。 

・市広報                    ８名（72.7％） 

・新聞記事                   ３名（27.3％） 

・市ホームページ、知人の紹介、テレビ、ラジオ  ０名 

 

（２） 周辺住民への事前周知 

イベント民泊を実施する旨を自宅提供者から周辺住民へ事前の周知を行ったか

については、「特に話をしていない」が全体の半数を占めた（なお、周辺住民から

騒音などの苦情が寄せられることはなかった）。 

・隣接する一部の家庭に話した    ４名（36.4％） 

・特に話をしていない        ６名（54.5％） 

・町内会長へ話した         １名（9.1％） 

・隣接するすべての家庭に話をした  ０名 

 

（３） 民泊に関する何らかの研修などを受けたい場合、その内容について（複数回答可） 

自宅提供者の８割が何か研修を受けたいと考えており、その内容としては、宿泊

サービスの提供に関することや、衛生面やトラブル回避に関することが多かった。 

・宿泊サービスの提供に関する全体的な研修（宿泊者対応など） ６名（54.5％） 

・衛生面に関する研修（住宅内の衛生管理や感染症対策など）  ２名（18.2％） 

・安全面に関する研修（犯罪や事故防止対策など）       １名（9.1％） 

・外国人の対応に関する研修                 １名（9.1％） 

・トラブル回避のための他の事例などに関する研修       ２名（18.2％） 

・特にない                         ２名（18.2％） 
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（４） 寝具の管理方法 

寝具の管理については、レンタルを除き、すべての自宅提供者が洗濯（丸洗い）

や天日干しを行った（なお、宿泊者からは寝具の状態について高い満足度が得られ

た（下記３（１１）参照））。 

・自宅で洗濯した上で、天日干しを行った       ２名（18.2％） 

・自宅で天日干しのみ行った             ５名（45.4％） 

・コインランドリーなどで洗濯・乾燥を行った     １名（9.1％） 

・天日干しおよびクリーニングなど物によって分けた  ２名（18.2％） 

・その他（レンタルを利用）             １名（9.1％） 

・特に何も行っていない               ０名 

 

（５） 宿泊者のマナーについて 

宿泊者のマナーはすべての自宅提供者から高評価を得た。 

・非常に良かった                  11 名（100％） 

・まあまあ良かった、少し悪かった、かなり悪かった  ０名 

 

（６） 宿泊料金上限１万円について 

大半の自宅提供者が「適切な金額だった」と感じているが、宿泊先の地域によっ

ては意見が分かれる事もあるので、自宅提供者が求めるニーズに沿えるよう、今後、

検討が必要となる。 

・高い     ２名（18.2％） 

・適切な金額  ８名（72.7％） 

・安い     １名（9.1％） 

 

（７） 上記（６）で「１ 高い」または「３ 安い」と回答した自宅提供者が、適切だと考

える金額 

・高いと考える方  （２名）5,000、7,000 円 

・適切な金額    （８名）5,000 円～10,000 円 

・安いと考える方  （１名）最大 15,000 円（会場への距離にもよる） 

 

（８） チェックイン・チェックアウトの際、困った点 

事前に宿泊者から自宅提供者へ連絡をいれるようにしたので大きな問題点はな

かったが、交通規制区域内に提供住宅がある提供者については、自宅提供者と宿泊

者間で移動方法、チェックイン時間の再調整が必要となる。 

■ チェックイン 

・応募の際、受入時間を○○時～○○時までと設定すべきだった。 

・交通規制区域内で、16 時到着など時間が遅くなり入るのに苦労した。 

・詳しい時間がわかればよかった。 
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■ チェックアウト 

（記載なし） 

 

（９） 同じ宿泊先の中に別の団体が同時に宿泊できるとした場合について 

賛成が７割を占めたが、宿泊者の意向によるものが多いことから、検討が必要。 

■ 賛成  ８名（72.7％） 

・対応が楽なので問題ない。 

・宿泊者が了承済みであれば問題ない。 

・どちらかと言えば賛成だが、宿泊者が嫌がるのであれば賛成できかねる。宿泊者

の意向次第。 

・部屋に余裕があって団体ごとにきっちり分ける事が出来るのであれば問題ない。 

・複数団体を受け入れることで、団体同士の交流もでき、広く大曲の花火のＰＲに

つながるのではないか（複数団体を受け入れることが可能であれば）。 

・需要はあると思うので、民泊者間での承認があれば複数団体受け入れても良い。 

・若い世代の方達は多数（特に同世代）いた方が楽しく過ごせることから賛成（た

だし、50 代以降の方達は難しい） 

・宿泊者同士でも花火に関する会話が楽しそうだったので、他団体同士でも楽しく

過ごせそう。 

 

■ 反対  ３名（27.3％） 

・私的に来客もあるのでできない。 

・宿泊者同士が気をつかうのではないか心配。 

・トイレと風呂がひとつしかない事、花火会場から帰ってくる時間が 11 時を超え

ることを考えると、風呂の順番でトラブルが起きやすいことから反対。 

 

（１０） 市が宿泊者に対して、事前にもっと情報提供を行うべきだと思う点（自由記述） 

提供住宅の所在地や宿泊料金など、宿泊者が宿泊先を選ぶ上で最低限必要な情報

は提供することができたが、観覧する上での注意点や、花火大会・周辺の観光に関

する案内があれば、宿泊者にとってより利便性の良いものになるとの意見があった。 

・準備した方が良いもの（合羽、ライト、帽子、マットなど） 

・交通情報（交通規制区域の詳しい情報。許可証があっても浜町交差点は 12 時ま

でに入らなければならないなど）。 

・商店、飲食店情報。 

・食事提供が出来ない事を知らなかったのでもっときちんと通知して欲しい。 

・交通情報を文章で伝え、通行許可証を発行してほしい。 

・前日入りして花火までの日中の観光される方もいるので、バスや電車などのダイ

ヤの案内。 

・周囲の見せたいポイントをアピール。 
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（１１） 市が自宅提供者に対して、事前にもっと対応して欲しかった点（自由記述） 

宿泊者の住所、氏名、連絡先などの基本事項は提示できたが、身体の状況や桟敷

席の取得状況について情報が欲しいとの意見が多く見られた。 

・周囲の見せたいポイントをアピール。 

・桟敷席の有無 or 申込状況など。 

・お客様の情報（同行者に身体の不自由な方がいる、観覧する場所はどこかなど）

を詳しく。 

・チェックインの時間を知りたい。 

・応募者を選択する場合の参考になるため、桟敷席があるか事前に確認したい。 

・桟敷席の予約席をもっているのか知れば、帰ってくる時間帯の参考になる。 

・身障者や妊婦さんなど身体の状態。 

 

（１２） イベント民泊を来年度も実施するとすれば、また協力したいと思うか 

すべての家庭で、来年度の自宅の提供について前向きな回答が得られた。 

・また自宅を提供したい                  ７名（63.6％） 

・場合によっては自宅を提供しても良い           ３名（27.3％） 

→ 提供してもいいと思う条件 

‣来年は消費税増税の件もあり値上げできれば。 

‣対応出来る人がいれば。 

・その他（来年度イベント民泊ではなく、民泊業を行う）   １名（9.1％） 

・あまり自宅を提供したくない、もう自宅を提供したくない  各０名 

 

（１３） 自宅提供者を増やすための、取り組みについて（自由記述） 

実例の紹介を行うなど、インターネットや広範囲での周知活動に力をいれるべき

との意見が寄せられた。また、貸し布団などの補助制度についても意見がでた。 

・子どもが大曲を離れ、空部屋がある家族は多いと思うので、実施例の紹介。 

・早めの通知と、体験に基づき広告などでイメージを掲載。 

・今回の利用者は周りの市町村位だったら泊まりたいと言っていたので、近場だけ

でなく範囲を広げて周知。 

・イベント民泊をやって良かった情報を広めていく。 

・ネットでの発信。開催場所近隣での宿泊希望の声は沢山あると思うので、どれだ

けその人達の目に触れられるかに尽きる。 

・貸し布団の補助金またはストック。家の掃除はできるが、客用布団をもっていな

い場合もある。もっていても専業主婦でない人にとってふとんの天日干しなどは大

変な作業。貸し布団はお金がかかる、そこの補助の検討。 

・説明会などの会議を各支所に委託。 

・宿泊者の事（マナーや人柄）をもっと伝える。 
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（１４） その他の意見（自由記述） 

宿泊者の募集の際に周知する内容や自宅提供者に公表する内容について、改善を

求める意見があることから、対応について検討を行う。 

・何事も無く終える事が出来ホッとしているが、宿泊者アンケートは持ち帰ってし

まった。 

・今回は初めての体験でしたが、とってもいい方との出会いで嬉しかった。 

・お母様の体が不自由な方で、ご不便なこと（家の段差対応をしていなく、大変だ

ったと思う）が多かったのではと思う。 

・提供者もお金だけでなく、自分の役割をしっかり心得て楽しい思い出を作った方

がよい。 

・上限額が一緒でも家の作りや設備、寝具までそれぞれなので、ある程度、対象と

なる家の線を引きつつ、部屋が空いているからといって無闇に自宅提供者を増やす

事はない。 

・通行許可証は対象となる地域であれば、事前に市が手配して、配付してくれると

思っていた。 

・これから民泊事業をする予定なので、イベント民泊としては提供できなくなる。 

・宿泊料金は花火会場までの距離を考慮し、花火会場まで車を使用する距離なら、

値段を下げるべき。 

・宿泊場所が花火会場に近すぎて歩行者天国になり、車の入出庫に制限がかかるの

に値段が高いと不満がでそう。  

・受入れ可能人数が多い（10 名など）提供住宅は、宿泊者３名以下の場合は料金

を高くするなど、条件の見直しを行うべき。 

・もっと増えてほしい。秋田の実家に来たという感覚で泊まってほしい。 

 

３ 宿泊者アンケート結果 

（１） イベント民泊を知ったきっかけ 

「市ホームページ」や「大曲の花火公式ホームページ」など、インターネット環

境からイベント民泊に関する情報を得ている方が多かった。また、秋田県在住の知

人、友人からの紹介もあることから、県内への周知をより一層強化したい。 

・市のホームページ                   ３名（27.3％） 

・大曲の花火公式ホームページ（大曲商工会議所が運営）  ４名（36.3％） 

・市内の宿泊施設からの紹介               １名（9.1％） 

・その他（知人、友人からの情報）            ３名（27.3％） 

・市フェイスブック、秋田県ホームページ、新聞など    ０名 

 

（２） 宿泊先を選択する際、最も重視した条件 

宿泊者の約半数が「花火大会の会場までの距離」を、続いて｢宿泊料金｣をそれぞ

れ重視したと回答した。 
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・宿泊料金                    ３名（27.3％） 

・花火大会会場までの距離             ５名（45.4％） 

・受け入れ人数                  １名（9.1％） 

・自宅提供者の家族構成              １名（9.1％） 

・その他（距離および住宅の構造など）       １名（9.1％） 

・大曲駅からの距離、住宅の築年数、駐車場の有無  各０名 

 

（３） 市ホームページで公開した、宿泊料金や設備などの情報量は十分だったか 

９割の宿泊者から「十分知ることができた」「まあまあ知ることができた」と回

答を得ることができたので、宿泊者が宿泊先を選ぶうえで最低限必要な情報は提供

できていた。 

・十分知ることができた       ４名（36.4％） 

・まあまあ知ることができた     ６名（54.5％） 

・あまり知ることができなかった   １名（9.1％） 

・ほとんど知ることができなかった  各０名 

 

（４） 宿泊先について、事前にもっと詳しく知りたかったこと（自由記述） 

駐車場に係わるご意見を多くいただいた。 

・駐車場の詳細（広さ、高さなど） 

・駐車場ありとなっていたが、駐車料金が追加で徴収となった。 

・利用できる設備（冷蔵庫なしなど）。 

 

（５） 宿泊料金は適切だったか 

約６割の宿泊者が「適切だった」と感じている。「高かった」と感じている宿泊

者は衛生面の状況や距離が影響しており、会場から 1.5km 以上で 10,000 円を超え

る提供住宅に寄せられている様子。「安かった」と感じている宿泊者は１割のみだ

が、距離が遠くても住環境が整っていれば満足度は高く、金額を上げても良いと感

じていることがわかった。 

・高かった   ３名（27.3％） → 大曲地域３名 

・適切だった  ７名（63.6％） → 大曲地域６名、大曲以外の地域１名 

・安かった   １名（9.1％）  → 大曲以外の地域１名 

 

（６） どれくらいの料金が適切か（上記（５）で「高い」または「安い」と回答した方） 

・高いと考える方  （３名）4,000 円、7,000 円、8,000 円 

・適切な金額    （７名）5,000 円～10,000 円 

・安いと考える方  （１名）10,000 円 
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（７） 大曲の花火は、どの場所で観覧したか 

｢有料観覧席Ａ席｣が６割と一番多かったが、一部の団体で、会場に入らず沿道で

見た団体もあった。 

・有料観覧席Ａ席（定員６名）       ７名（63.6％） 

・有料観覧席パイプイス席（定員１名）   １名（9.1％） 

・有料観覧席車イス席（定員４名）     １名（9.1％） 

・その他（沿道、その他会場内での観覧）  ２名（18.2％） 

・有料観覧席 C 席（５名席）、ベンチ席（３名席）、有料自由観覧エリア各 ０名 

 

（８） 「宿泊先の住宅」から「花火大会の会場」までの交通手段と所要時間について 

「行き」は 16：00 時以降に到着する方が大半だった。中には、会場に行く前に

観光をしていた団体もあり。「帰り」は 22 時～23 時 30 分頃に到着していた。大

曲地域以外についても、23時以降は車が流れていることがわかった。 

■ 往路（行き） 

〈交通手段〉               〈所要時間〉 

・自家用車       １名（9.1％）  → 約 30 分（大曲地域以外） 

・徒歩         ９名（81.8％） → ５分～最大４時間（大曲地域） 

※観光含み。 

・その他（レンタカー） １名（9.1％）  → 終了後にﾁｪｯｸｲﾝ（大曲地域以外） 

・電車、タクシー    各０名 

 

■ 復路（帰り） 

〈交通手段〉               〈所要時間〉 

・自家用車       １名（9.1％）  → 約 30 分（大曲地域以外） 

・徒歩         ９名（81.8％） → 20 分～最大２時間（大曲地域） 

・その他（レンタカー） １名（9.1％）  → １時間（大曲地域以外） 

・電車、タクシー    各０名 

 

（９） チェックイン・チェックアウトの際、困った点 

事前に宿泊者から連絡をいれるようにしたので大きな問題点はなかったが、宿泊

場所に応じて、宿泊者とも連絡調整が必要となる。 

■ チェックイン 

・ポイントを事前に教えてもらったので、スムーズに到着できた。 

・通行許可証がなかったため、交通規制区域内に入るまで大変だった。 

・車のナビに住所を入れたが、すぐには到着できなかった。 

・夜遅くに到着したので場所がわかりにくかったが、自宅提供者へ連絡したら外ま

で出迎えに来てくれて助かった。 
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■ チェックアウト 

・チェックアウト前にアンケートを書くことになっているが、後日、投函するやり

方の方がよい。 

 

（１０） 同じ住宅の中に別の団体が同時に宿泊できるとした場合について 

複数団体の同時宿泊については、約半数の方が、宿泊施設が不足していることに

対して理解を示したが、プライバシーの配慮が必須とある。また、反対の意見とし

てはトイレや風呂が混雑するなど気を使ってしまうとの否定的な意見があった。 

■ 賛成  ６名（54.5％） 

理由（自由記述） 

・賛成だが、自宅提供者の負担にならないか心配。 

・別々の部屋であれば問題ない。 

・部屋数があり、ある程度プライバシーがたもたれるのであれば問題ない。 

・家が広ければ問題ない。 

 

■ 反対  ５名（45.5％） 

理由（自由記述） 

・警戒心が生じてしまう。 

・トイレやお風呂などが一つなので時間もかかり大変。 

・トイレやお風呂で遠慮してしまう。 

・風呂に入る時間帯のことや、行動する時間帯の違いから迷惑がかかる。 

・フェリーを利用するので、朝４時半に出発することから気を使う。 

 

（１１） 今回の宿泊先に対する満足度 

宿泊先に対する満足度については、各項目の大多数の宿泊者から「とても満足」

「まあまあ満足」との回答が得られた。ただし、清潔感に不満をもった宿泊者がい

るので、対応について検討していきたい。 

■ 寝具の状態 

・とても満足  ８名（72.7％）  ・まあまあ満足  ２名（18.2％） 

・少し不満   １名（9.1％）   ・かなり不満   ０名 

 

■ 住宅内の状態 

・とても満足  ９名（81.8％）  ・まあまあ満足  １名（9.1％） 

・少し不満   ０名       ・かなり不満   １名（9.1％） 

 

■ 部屋の広さ 

・とても満足  ９名（81.8％）  ・まあまあ満足  ２名（18.2％） 

・少し不満、かなり不満  各０名 
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■ 家主の対応 

・とても満足  ９名（81.8％）  ・まあまあ満足  ２名（18.2％） 

・少し不満、かなり不満  各０名 

 

（１２） 宿泊先で特に良かった点や改善すべき点について（自由記述） 

良かった点としては自宅提供者のホスピタリティに関する内容について多くの

意見をいただいた。改善すべき点としては、宿泊先の環境について意見をいただい

たことから、自宅提供者にフィードバックし、対応を検討していきたい。 

■ 良かった点 

・家主が優しくて、あたたかかった。 

・とても親切で温かく微に入り細に入り対応いただいた。 

・花火終了後、家の前でお待ち頂いて、夜遅いのにお出迎えしてくださった。 

・きれいに掃除されていて清潔感があった。 

・家の人が良い人でよかった。 

・家主の方がとても親切なご対応でよかった。 

・対応が大変親切だった。 

・タオルを貸していただけて助かった。 

・すべてにおいて大変満足だった。花火に関係なくまた伺いたい。 

 

■ 改善すべき点 

・環境がちょっときたない。来る前にもう少し掃除をしてほしい。 

・難しいとは思うが、小さな冷蔵庫が備えてあるとうれしい。 

 

（１３） イベント民泊をまた利用したいと思うか 

すべての団体から、来年度の利用について前向きな回答が得られた。 

■ ぜひまた利用したい  ８名（72.7％） 

理由（自由記述） 

・地元の方々に暖かく受け入れてもらえて嬉しかったため。 

・宿泊先が決まらずに困っていました。花火の会場からも近く、とても利便性よく、

ありがたかった。 

・花火会場にとても近くて、助かった。 

 

■ 旅館やホテルなどの予約ができなければ、利用したい  ３名（72.3％） 

理由（自由記述） 

・旅館とホテルが予約できない時、民泊利用の方がすごく便利。ただし、採用前に

市役所の方でしっかり家をチェックしてほしい。 

・会場まで近く、部屋も広いのでゆっくりできた。 
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・毎年、遠方から来ており、いつも宿泊地の確保に苦労している。フェリーの時間

帯が朝早く宿泊先をでるのも４時半くらいには出なければならないが、短時間でも

ぐっすり休めるところを大曲で確保したいため。 

 

■ 今回とは別の住宅であれば、利用したい、もう利用したくない  ０名 

 

（１４） その他の意見（自由記述） 

多くの謝辞をいただいたが、改善が必要な点もあることから、対応について検討

を行う。 

・民泊制度は遠方の者にとって大変ありがたい制度。家主の善意が踏みにじられる

ことのないよう、念入りに相手（宿泊希望者）をチェックするシステムがあるとよ

い。（応募項目に、理由、ひと言などあるとよりわかりやすい） 

・イベント民泊採用前に係員が家の清潔感をしっかりチェックしてほしい。 

・まちぐるみで花火イベントに取り組まれ、遠方者にも参加できるしくみ作りを行

われている事を感じた。 

・これからもこのような取り組みをもっと発信してほしい。ありがとうございまし

た。 

・駐車料金を別途請求された。追加で料金がかかるのではなく、料金の設定金額を

もっと詳しく書き、リストに記載のある金額であってほしい。 

・決まる時期がぎりぎり１か月前なので、新幹線の手配の都合上もう１週間早くし

てほしい。 

・今回の民泊が当たり、本当に感謝している。今後もこのような事業を続けていた

だければ、助かる方が増えると思う。 

・様々なアンケートの回答から、宿泊する側も家主の方もより気持ちよく花火の思

い出をつくれるよう反映してほしい。 

・とても良い体験ができた。ありがとうございます。 

 


