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①-2 [調査]川島町農園体験モニター調査

(2)観光農園等誘客プログラム開発

・川島町について⇒人が優しく、いちじくや食事もとても美味しかった

/畑の雰囲気や自然を満喫/かわべえ・かわみんがかわいい

・いちじく収穫体験⇒農家さんが優しくて良かった/農家さんから直

接いちじくの話が聞けて良かった/オーガニックの果物をとれたてでその

場で食べられるのがよかった/子供たちが完熟いちじく探しに夢中に

なっていた/畑にいちじくの香りが充満していていい香り

・いちじく狩り体験の料金⇒家族単位（10玉+試食）2,000円

はお得だと感じる

・すったて作り評価⇒農家に伝わる郷土料理をつくれ、子供達の食

育につながる、すったては田舎料理120％で満足

・ジャム作り評価⇒自分たちで収穫したものを加工できてよいお土

産になる/子供と一緒に楽しめた/シール作りも楽しかった

意見・感想・要望など

時間帯 実施内容 実施場所

11:00
「芳康いちじく園」各自集合（参加者はマイカー利用）
埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田266

芳康いちじく園

11:00～11:05 モニターツアー実施のご挨拶 芳康いちじく園

11:05～11:45
イチジク収穫体験
●「完熟イチジクを探せ！」ゲームを実施！
●その場でとりたてのイチジクを試食

芳康いちじく園

11:45～12:00 各自マイカーで移動

12:00～13:15
川島町の郷土料理「すったて」づくり体験＆ランチ
●アレルギー対応（そば、小麦粉）の再確認

泉の里

13:15～13:30 各自マイカーで移動

13:30～14:30
イチジクジャム作り体験
●家族単位で作り、お土産にする（レシピ配布＆説明）

フラットピア

14:30～15:00 各自、アンケート記入とインタビューを実施 フラットピア

15:00～ 各自解散、川島農産物直売所へ立ち寄り（任意）

【当日のタイムテーブル】2019年９月22日（日）実施

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。
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◆調査結果

①-2 [調査]川島町農園体験モニター調査

(2)観光農園等誘客プログラム開発

まとめと示唆

これらの課題を解決し、今後、川島町の観光資源として体験プログラムを提供する際には

下記のリソースが必要である。

①集合の際、川島町の中で目印となり、車を停めることができる施設の駐車場

②観光客が休憩、食事、加工体験をできる施設（ファミリー層対応）

③観光客が農業体験をできる圃場（駐車スペース、雨天時対応など）

④体験を受け入れる組織・団体（体験の集客や予約管理、当日案内など総合的な窓口）

●自分たちで収穫したものを調理・加工できる体験への満足度は高かった。ラベル作成
もおこない、お土産としても記念になるものとなった。
●火や包丁を複数家族が同時に使うことを考慮すると、今後はもう少し広めのスペース
での実施が望ましい。
●体験時間が１時間程度だったが、小さな子供が飽きないよう工夫とスペースが必要。

●郷土料理を親子でつくる工程が、食欲の観点からも評価が高く満足度が高かった。
●味の評価も高かったが、小さな子供には１人前の量が多いため、子供用のセットがあ
るとより喜ばれる。
●つくりかたの説明の用紙配布のみで、店員から体験の説明や郷土料理に関する解説が
なかったため、この点は改善が望ましい。

●いちじく畑に訪れるのが全員初めてであり、珍しい収穫体験に非常に満足していた。
●より満足度を上げるために多くの数を採ることではなく、プログラムの工夫等で体験の
質を上げるアイディアが必要。
●収穫前の説明で「イチジクに関するうんちく」「川島町でなぜイチジクがなのか？」に
ついて説明することで参加者の体験満足度が高まる。

調査を通じて川島町で「いちじく収穫体験」「すったて作り体験」「イチジクジャム作
り」を参加者に体験してもらった結果、
それぞれのプログラムにおけるポテンシャルと、まだ観光的要素として確立できていない
ため課題も明らかになった。

いちじく収穫体験

ジャムづくり体験

すったて作り体験

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。
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◆調査目的

①-3 [調査]農園ターゲット調査

(2)観光農園等誘客プログラム開発

◆調査設計

ウェブ調査によって、以下の項目を把握する。
①首都圏ターゲットにとって川島町の農業体験は来訪理由になり得るか
②東京と埼玉で農業体験に求めるニーズの違いはあるのか
③ターゲットに対してどのような農業体験プログラムが望ましいのか
④顧客単価を上げるための追加プログラムはどのようなものが望ましいのか

●サンプル数
n＝297
男性：n＝150
女性：n＝147
30~39歳：n=112
40~49歳： n=165
50~59歳： n=20

●対象者条件
・子供あり
・東京都 or 埼玉県に在住

●クロス集計
・いちじく狩りへの興味×回答者属性
・世帯所得×体験への重視ポイント

●調査項目
・年齢
・職業
・子供の数
・子供の年齢
・世帯年収

・体験プログラムへの興味
・体験プログラムへの値段
・料金体系
・加工プログラムで重視すること
・追加プログラムについて

■体験意向が高い順に、１位 いちご収穫 / 2位 ブルーベリー収穫 / 3位 さつまいも掘り /４位 じゃが
いも掘り / 5位 トマト収穫
■「いちじく」は本調査では最下位であったが、モニター調査での満足度は高かったことから、いちご狩りやい
もほりと比べて、実際の体験のイメージがしにくく、興味を持ちにくい状況があると推測される。

川島町でできる農業体験への興味関心

◆調査結果（抜粋）

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。
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◆調査結果

①-3 [調査]農園ターゲット調査

(2)観光農園等誘客プログラム開発

考察①首都圏ターゲットにとって川島町の農業体験は来訪理由になり得るか？

首都圏ターゲットにとって、川島町での農業体験は来訪理由になり得る。

＜作物＞

●いちごやブルーベリーといった果物への関心が高いが、突出して関心の高い作物は挙げられない

ため、他地域との差別化を図るためにはプログラム上の工夫等が必要。

※別途実施したモニターツアーでは首都圏高所得者層グループを中心にいちじく収穫体験の満足度は

高かったので、いちじく狩りの認知度が低い（イメージがわかない）ことが起因する可能性がある。

＜ターゲット属性＞

●幼児〜小学校低学年こどものいるファミリー

特徴

ターゲットの家族構成 幼児から小学校低学年のこどもがいるファミリー。

料金体系/価格帯 家族で3,000円以内。

参加者が重視する
ポイント

ターゲットによって重視するポイントが異なる。
【東京】教育効果がある楽しいアクティビティ。
【埼玉】参加費が安く、品質のより収穫物が手に入る。

オプション体験に
求めるポイント

こどもが飽きない、こどもでも参加できる内容。

オプション体験の
具体的なニーズ

地域によって以下の違いがある。
【東京】加工やBBQなど収穫体験との繋がる体験や直売所。
【埼玉】1日遊べること。収穫体験との繋がりは意識しない。

クロス集計結果/いちじく狩りへの興味の高い層の特徴まとめ

■収穫体験と連動感のある、食に関するアクティビティへの興味が高い。
■収穫体験後、温泉や足湯などの需要が高く、泥や汗を流し、疲れを取りたいと考えられる。

収穫後のアクティビティへの関心

収穫後の加工プログラムで重視すること

■参加費用を重視する割合が一番高い。子供と一緒に作業できる点も重視されている。
地域ごとの違いとしては、埼玉は手軽さ、東京は子供の満足度を求めている点。

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。
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◆調査結果

①-3 [調査]農園ターゲット調査

(2)観光農園等誘客プログラム開発

考察②東京と埼玉で農業体験に求めるニーズの違いはあるのか？

本調査結果から、東京・埼玉のモニターの回答の比較で以下2点について違いがみられた。

(1)農業体験の価格について

埼玉は東京よりも安価なものを望んでいる。東京に比べて川島町が近隣であること、子供の数が多い傾向

があることなどから、できる限り支出を抑えようとしている志向が読み取れる。また、品質についても東京よりも

高いものを求める傾向があり、新鮮な作物を持ち帰りたいという実利的な面が見られる。

(2)農業体験の教育効果

東京は埼玉よりも子供への教育効果を望む傾向が強い。また、アクティビティとしての楽しさを追求する割合

も、埼玉より高い傾向がある。このことから東京都在住ファミリーは距離的移動は伴うが、せっかく訪れて特別

な体験ができるならやや高い料金でも体験意向が高く、教育効果を訴求するようなアクティビティにすることが

効果的であると思われる。

考察③ターゲットに対してどのような農業体験プログラムが望ましいのか？

想定ファミリー層向けでは、フルーツなどの作物の収穫体験のニーズが高い。

料金体系は、収穫体験のみで家族単位の価格設定で、１家族３０００円程度。

●東京都在住ファミリー向け：各体験の関連性/繋がりを意識したプログラムが望ましい

●埼玉県在住ファミリー向け：1日しっかり楽しめるプログラムが良い。

＊いずれも他地域との差別化を考慮すると、農作物の収穫体験だけではなく、＋アルファの追加プログラムと

組み合わせた体験として販売することが重要。

考察④顧客単価を上げるための追加プログラムはどのようなものが望ましいのか？

●収穫体験後の追加プログラム・オプション体験については、収穫体験と関連性のあるもののニーズが高い。

●調理/加工体験は、こどもが飽きない、こどもと参加できる内容が望ましい。

参加する子供の年齢によって、プログラムの難易度、所要時間、安全性の配慮などプログラムの設計が必要。

まとめ

■農業体験は地域全体で受け入れる事が重要、「川島町に呼び込む事」が第一優先となる。さらに体験

プログラムや商品設計については「川島町に呼び込むための体験」と、「川島町に呼び込んでからの満足度を

向上させる体験」を分けて整理する。

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。
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1.プログラム開発に向けたワークショップの実施

②農園プログラム開発/ワークショップ

(2)観光農園等誘客プログラム開発

◆目的

①川島町の観光振興にあたり、町内の資源である農園の活用について検討を行う

②ファミリー層に人気の観光農園の市場ニーズを把握し、農産物生産者や観光農園事業者の経験に基

づく知見を踏まえ町内で将来的に実現可能な体験型プログラムについて検討を行う

◆実施概要

日時 ：令和元年１１月２８日（木）午後２時〜５時

場所 ：川島町コミュニティセンター ２階 大会議室

対象者：町内の農産物生産者、観光農園事業者（６名参加）

講師 ：株式会社マイファーム（上田・吉岡）

◆内容

・観光農園に関する市場トレンドと、経営手法の解説

・ワーク①「自社農園について」 （個人ワーク/グループ共有）

・観光農園に求められる要素の解説（事例紹介含む）

・ワーク②「自社農園の観光農園プログラムの検討」

・グループ共有 および全体発表/ディスカッション

観光農園プログラム開発シート

ワーク①：自社のリソース分析

■参加者の反応

事前調査より、町内での観光農園事業はあくまでも自社農場の経営を向上させるための手段として活

用することが望ましいと説明を行った。そのうえで、自社の品目、栽培時期、所有施設についての整理とあ

わせて連携できそうなパートナーを考えてもらうワークを実施。

農業者は作業を中心に自身の農業経営を考

えがちであるが、本ワークを通し、自社の農繁期/

閑期の把握ができた参加者や、目指すべき農業

経営モデルを認識できた様子であった。グループ

内での情報交換にて農業者同士での連携につ

いても自発的に話されていた。 参加した農業事業者ごとに、自社の農園の
提供できるリソースなどを書き出し、意見交換
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②農園プログラム開発/ワークショップ

(2)観光農園等誘客プログラム開発

◆参加者からの感想・意見

・自分でお客さんを集めてサービスを提供するイメージが今までわかなかったが、今回のワークショップを通

じて、どのように農業体験を企画・検討したらよいかイメージがわいてきた。

・農家ひとりでお客さん向けに収穫体験を提供するのは限界があるが、参加者同士でアイディアを出し

合い、農家同士での協力関係が築ければなにかできるんじゃないか、と可能性を感じた。

・同じ町内の他の農業者の状況が分かり、ワークを通じて横のつながりが生まれた。

・今後、観光農園にはチャレンジしたいが、自社だけではプログラムが成り立ちづらく、またサービス面での

不安もある。プログラム受け入れや案内、集客などを一括で請け負ってくれる団体があると取り組めそう。

ワーク②：観光農園プログラム開発

■参加者の反応

モニターツアーのフィードバック及びアンケート調査の速報より、参加者へ

大まかなターゲットニーズを伝え、自社のリソースを活用した観光農園プロ

グラムを開発してもらうワークを実施。ワーク中は講師が参加者の中に

入ってプログラム開発をサポートした。

ターゲットニーズに照らしてプログラムを検討していくなかで、生産圃場と別に飲食店舗や直売店の経営まで

多角化することが自社の経営拡大につながるのではとヒントを得ることができた。特定の品目だけを生産する

農業者が多い為、年間を通してのプログラムの開発が難しいという課題を、数件の農業者が連携して開発

をすることでリピートも促せるという意見も出ていた。自社の生産する農作物の加工や直売店の経営を検討

をしている参加者からは、既存の生産圃場付近の環境(トイレや肥料等の臭いなど)が改善しにくいとの課

題が出ていた。

■プログラム検討で多くあがったアイディア・方向性

①ただ農産物を収穫するだけではなく、収穫したての野菜を食べてもらうことで

自分たちが育てた野菜の美味しさをベストな状態で感じてほしい。

②手軽な調理体験などを含めたプランで満足度を向上させたい。

③町内の農家が連携してプログラムを開発する
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農業体験プログラム案

(2)観光農園等誘客プログラム開発

「川島町での農業体験プログラム案」

●概要

川島町の農家、飲食店、販売店などの町内事業者を主体とした体験プログラムを販売し、

川島町の観光誘客の増加と、町内事業者の売上増加を目指す。

●本プログラムのポイント

農業体験は、１種類だけではなく複数の農場・体験を組み合わせ。

川島町で栽培される様々な野菜・果物を１日で複数種類収穫をすることができる。

収穫後は、収穫物を使いジャムやソースなどの加工調理体験や、ランチづくり体験などの

体験オプションを組み合わせることで、満足度を向上させ、一人当たりの支出額と滞在時間を増やす。

●提供可能な農業体験の品目および時期

農産物の品目の組み合わせによって、通年提供

・いちじく：8月〜10月 ・いちご：12月〜5月 ・ブルーベリー：6月〜9月

・野菜（ミニトマト、ブロッコリー、人参など）：通年 ・田植え：4〜5月 ・稲刈り：9〜10月

調査結果、およびワークショップの町内資源の検討と考察から、川島町での農業体験プログラムを開発した。

時間 内容 場所 備考

9:00 参加者待ち合わせ
目印となるような町内施設
（平成の森公園 等）

お手洗いが男女別に完備されているところ
ベビールームがあれば最適

9:15
〜

10:00
農作物収穫体験① 町内の農園

農作物の説明と収穫体験
試食できるものは提供

10:15
〜

11:00
農作物収穫体験② 町内の農園

農作物の説明と収穫体験
試食できるものは提供

11:15
〜

13:00
昼食づくり体験

調理/飲食可能な施設 or
町内の飲食店

収穫した農作物を調理して昼食に
（ピザ・ＢＢＱ・飯盒炊飯など）

Or
町内の飲食店での調理体験付き
メニュー（すったて等）の提供

13:10
〜

14:00

農作物収穫体験③
もしくは
加工体験

町内事業者
町内施設

農作物の説明と収穫体験
試食できるものは提供

加工体験はレシピも提供
お土産として持ち帰れるように

保存容器なども提供

14:00〜 直売所で買い物 川島農産物直売所 お土産の購入

解散 引き続き、町内で遊ぶ方は滞在

●プログラムスケジュール

＜結論＞

町内での農業体験の観光活用については、観光農園を公園周辺に新設するのではなく、町内の既存

の農地・農業事業者と連携を図りながら、季節ごとに様々な収穫体験のできる、川島町オリジナルの

農業体験商品として、今後開発を進めていく。
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総括

川島町観光ゾーン創出事業

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

(2)観光農園プログラム開発

●「自然・食・体験」という川島町が提供できる価値と、強みである立地特性を生かし、

首都圏エリアから気軽に日帰りで 行きやすく、のどかな田園風景や新鮮な農作物

などが楽しめ、家族で繰り返して訪れたくなる居心地の良い「サードプレイス」として

のポジションを目指すことをコンセプトとした。

「川島町ならではの価値」を提供する観光コンセプトを作成

既存観光資源を収益事業として磨き上げ、具体的な観光化推進を行うことが急務

公園のリニューアルは町民にも来訪者にも、より魅力・価値を提供する構想に

既存の町内の農業事業者との連携によって、農業体験プログラムを提供していく

●既存の観光資源を、リピート性が高く、収益性のある（＝来訪者がお金を払う価

値のある）ものに高めていくことが必要である。

●点在している観光資源を面でつなぐことで、既に集客に成功している事業者と連携し、

町全体としての価値を高め、町内回遊により消費の拡大を図る必要がある。

●集客力・収益力のある公園にするため、民間企業と連携して具体的な検討を進める。

●町外からの利用者だけでなく、町民にも魅力的な価値を提供していくことを目指す。

●公園単体ではなく周辺の公共施設（図書館・町民会館・スポーツ施設等）の活用

も検討する。

●農業体験を、川島町が提供できる価値として本格的に観光コンテンツ化していく。

●付加価値を高めるため、加工体験等のオプションも商品化していくことが必要。

●町内の農業事業者の協力を得ながら、農業体験の商品化を行うための仕組みを

作り上げること（集客・受け入れ・加工施設）が必要である。
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今後の取り組み

本年の事業成果を踏まえ、今後の取り組むべき施策は下記のとおり。

川島町の観光推進、特産品開発などを持続的に推進する主体をつくる必要性が明

らかになった。そのために、地方創生・地域活性化のシンボルともなる組織・団体等の

設立を目指す。

今後、以下の項目・役割について、設立団体が中心となり推進する。

①持続的な開発を行うための主体づくり（団体設立）

②民間の力を活用した、公園周辺一帯のリニューアル事業の推進

また、町や町内事業者との連携をしながら、シビックプライドを持ってこれらの役割を

担い、各種事業を推進することのできるプレイヤーの発掘が急務である。

役割 具体的な機能・取り組み

観光コンセプトの実現に向けた取組
観光資源の磨き上げ・町内周遊の仕組み化・公園

の機能検討と収益事業の推進など

行政・町民が一体となったまちづくりの
推進

行政・町内外の企業と連携し、自立的な地方創

生事業の推進など

特産品開発や販路拡大等の役割
商品開発支援・地域商社機能・ふるさと納税推進

など

町外への情報発信および観光振興 宣伝・PR・ウェブ/SNSでの情報発信など

魅力ある公園にするために、公共施設としての整備に加え、今後は稼ぐ力・ノウハウを

持つ民間事業者・団体等のアイディアも取り入れながらリニューアル整備を推進する。

次年度は、サウンディング調査などの手法によって、幅広い民間事業者から意見を募り、

平成の森公園および周辺の公共施設も含めたリニューアル整備事業の計画を具体的に

進めていく。
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今後の取り組み

以上を、令和元年度 川島町観光ゾーン創出事業支援業務 実施報告とする。

③次年度以降のスケジュール

今後下記のスケジュールで事業を推進していく。

◆３か年のロードマップ

令和２年度 令和３年度 令和４年度

観
光
推
進

公
園
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

設立団体検討

サウンディング調査

団体設立

協議会運営

分科会運営

各種事業の展開（観光推進/特産品開発・販売/情報発信など）

公示

販売力強化の実証実験
（販売施設設置/プロムナード活用）

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

観
光
推
進

協議会設置/運営
委員の
選出

分科会設置/運営
委員の
選出

設立団体の検討 最終調整

観光プログラム
実証実験

公
園
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

サウンディング
調査

事前調整 公示
全体説明
個別説明

個別相談
個別相談
結果まとめ

結果公示

販売力強化
実証実験

観光プログラムの実証実験

観光プログラム開発 実証実施 検証

計画作成 公園内販売実証の実施/検証

設立団体の検討 団体設立

民間企業との整備調整 民間企業との整備調整

公園リニューアルスタート
調整

◆令和２年度の詳細スケジュール案

協議会運営（1.5か月に１回ペースで実施）

分科会運営（月2回ペース程度で実施）
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別添資料

①日帰り観光実態調査 調査報告書

②川島町観光モニター調査 調査報告書

③観光ゾーン創出事業 ワークショップ実施報告資料（1〜５回）

④観光農園・市民農園に関する市場動向調査 調査報告書

⑤川島町観光農園プログラムモニター調査 調査報告書

⑥農園ターゲット調査 調査報告書

⑦町内農園活用に関するワークショップ 報告書

⑧川島町 観光コンセプトシート

⑨団体設立に向けた検討資料

⑩公民連携の検討資料


