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調査概要 



  ◇ 調査概要 3 

◇ 調査目的 ： 

  ① 亘理町の交流人口を増やす施策を検討するため、現在の実態を確認する 

  ② はらこめしの認知度と、名物としての可能性を探る 

 
 

◇ 調査対象者 ： 仙台オクトーバーフェスト来場者 
 
 

◇ 調査実施日： 2017年9月16日～9月24日（9日間）   

 

◇ 有効サンプル数： 3,612サンプル 

 
 

◇ 調査実施機関 ： 調査企画・準備・実施 ・集計・分析 / 株式会社ユーメディア 

             

 
 

◇ 備考 ： 回答形式について 

   SA・・・シングルアンサー（単一回答項目）：選択肢の合計値が100％となる 

   MA・・・マルチプルアンサー（複数回答可項目）：選択肢の合計は100％とならない 

   FA・・・フリーアンサー：自由回答項目 

 

◇ 調査票 ：巻末に添付 



調査結果 



  5 ◇ 回答者の属性 
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 10代 宮城県外 福島

女性 10代 宮城県外 山形

女性 10代 宮城県外 福島

女性 20代 宮城県外 岩手県

女性 20代 宮城県外 東京都

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 東京

女性 20代 宮城県外 神奈川

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 岩手

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 滋賀県

女性 20代 宮城県外 北海道

女性 20代 宮城県外 福島

女性 20代 宮城県外 鳥取

女性 20代 宮城県外 山形市

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 岩手

女性 20代 宮城県外 青森市

女性 20代 宮城県外 青森

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 福島県

女性 20代 宮城県外 京都

女性 20代 宮城県外 東京

女性 20代 宮城県外 福島県

女性 20代 宮城県外 神奈川

女性 20代 宮城県外 神奈川県

女性 20代 宮城県外 神奈川

女性 20代 宮城県外 青森県

女性 20代 宮城県外 福島県

女性 20代 宮城県外 福島

女性 20代 宮城県外 福島県

女性 20代 宮城県外 東京都

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 20代 宮城県外 山形県村山市

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 東京都

女性 20代 宮城県外 埼玉

女性 20代 宮城県外 岩手県

女性 20代 宮城県外 東京都

女性 20代 宮城県外 岩手県

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 岩手

女性 20代 宮城県外 兵庫

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 山形市

女性 20代 宮城県外 福島市

女性 20代 宮城県外 福島市

女性 20代 宮城県外 秋田

女性 20代 宮城県外 福島

女性 20代 宮城県外 東京

女性 20代 宮城県外 東京都

女性 20代 宮城県外 福島

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 福島県南相馬

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 千葉県

女性 20代 宮城県外 千葉県

女性 20代 宮城県外 山形市

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 千葉

女性 20代 宮城県外 秋田

女性 20代 宮城県外 山形

女性 20代 宮城県外 岩手県
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 20代 宮城県外 青森県

女性 20代 宮城県外 千葉県

女性 20代 宮城県外 青森県

女性 20代 宮城県外 福島市

女性 20代 宮城県外 福島県

女性 20代 宮城県外 山形県

女性 20代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 岩手

女性 30代 宮城県外 新潟

女性 30代 宮城県外 岩手

女性 30代 宮城県外 福島

女性 30代 宮城県外 横浜

女性 30代 宮城県外 埼玉

女性 30代 宮城県外 京都

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 新地

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 滋賀

女性 30代 宮城県外 千葉

女性 30代 宮城県外 東京都

女性 30代 宮城県外 埼玉県

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 名古屋市

女性 30代 宮城県外 山形県米沢市

女性 30代 宮城県外 米沢市

女性 30代 宮城県外 東京都

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 福島

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 秋田市

女性 30代 宮城県外 神奈川県

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 山形

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 30代 宮城県外 新潟

女性 30代 宮城県外 富山県

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 福島市

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 青森

女性 30代 宮城県外 秋田県

女性 30代 宮城県外 秋田県

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 北海道

女性 30代 宮城県外 相馬市

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 兵庫

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 秋田県

女性 30代 宮城県外 沖縄

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 府中市

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 山形市

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 盛岡

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 岩手県

女性 30代 宮城県外 福島県

女性 30代 宮城県外 山形県鶴岡市

女性 30代 宮城県外 神奈川県

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形

女性 30代 宮城県外 山形
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 30代 宮城県外 福島

女性 30代 宮城県外 山形県

女性 30代 宮城県外 新潟

女性 30代 宮城県外 岩手

女性 30代 宮城県外 山形市

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 東京

女性 30代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 福島

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 福島県

女性 40代 宮城県外 山梨県

女性 40代 宮城県外 茨城県

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 新潟

女性 40代 宮城県外 北海道

女性 40代 宮城県外 埼玉

女性 40代 宮城県外 東京都

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 岩手県

女性 40代 宮城県外 福島県

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 岩手

女性 40代 宮城県外 福島

女性 40代 宮城県外 新潟市

女性 40代 宮城県外 北海道

女性 40代 宮城県外 神奈川

女性 40代 宮城県外 東京

女性 40代 宮城県外 三重

女性 40代 宮城県外 神奈川県

女性 40代 宮城県外 岩手県

女性 40代 宮城県外 今年3月まで仙台在住

女性 40代 宮城県外 福島市

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 40代 宮城県外 岩手県

女性 40代 宮城県外 さいたま市

女性 40代 宮城県外 北海道

女性 40代 宮城県外 福島

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 福島県

女性 40代 宮城県外 山形市

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 大阪

女性 40代 宮城県外 東京都

女性 40代 宮城県外 東京都

女性 40代 宮城県外 東京

女性 40代 宮城県外 岩手

女性 40代 宮城県外 福島県

女性 40代 宮城県外 兵庫県

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 福島

女性 40代 宮城県外 福島市

女性 40代 宮城県外 福島県

女性 40代 宮城県外 神奈川県

女性 40代 宮城県外 青森県

女性 40代 宮城県外 東京

女性 40代 宮城県外 岩手

女性 40代 宮城県外 神奈川

女性 40代 宮城県外 八戸

女性 40代 宮城県外 山形市

女性 40代 宮城県外 東京都

女性 40代 宮城県外 神奈川県

女性 40代 宮城県外 千葉

女性 40代 宮城県外 姫路市

女性 40代 宮城県外 相馬

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 山形
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 40代 宮城県外 山形市

女性 40代 宮城県外 新潟県

女性 40代 宮城県外 新潟県

女性 40代 宮城県外 新潟県

女性 40代 宮城県外 青森県

女性 40代 宮城県外 山形市

女性 40代 宮城県外 山形市

女性 40代 宮城県外 山形県

女性 40代 宮城県外 山形

女性 40代 宮城県外 東京

女性 40代 宮城県外 秋田県

女性 40代 宮城県外 福島

女性 40代 宮城県外 福島市

女性 40代 宮城県外 岩手県

女性 40代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 青森県弘前市

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 福島県

女性 50代 宮城県外 神奈川

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 福島県

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 東京都

女性 50代 宮城県外 山形県

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

女性 50代 宮城県外 青森県

女性 50代 宮城県外 東京

女性 50代 宮城県外 東京都

女性 50代 宮城県外 岩手

女性 50代 宮城県外 岩手

女性 50代 宮城県外 東京

女性 50代 宮城県外 山形市

女性 50代 宮城県外 秋田県

女性 50代 宮城県外 福島

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 秋田

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 山形

女性 50代 宮城県外 岩手県

女性 50代 宮城県外 埼玉県

女性 50代 宮城県外 福島市

女性 50代 宮城県外 青森市

女性 50代 宮城県外 山形県

女性 50代 宮城県外 山形市

女性 50代 宮城県外 秋田

女性 50代 宮城県外 宮古市

女性 50代 宮城県外 岩手県

女性 50代 宮城県外 岩手県

女性 50代 宮城県外 山形

女性 60代 宮城県外 北海道

女性 60代 宮城県外 滋賀

女性 60代 宮城県外 山形

女性 60代 宮城県外 札幌市

女性 60代 宮城県外 船橋

女性 60代 宮城県外 山形

女性 60代 宮城県外 福島

女性 70代以上 宮城県外 奈良県

男性 10代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 東京
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 20代 宮城県外 山形県

男性 20代 宮城県外 福島

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 福島県

男性 20代 宮城県外 東京都

男性 20代 宮城県外 秋田

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 兵庫県

男性 20代 宮城県外 秋田県

男性 20代 宮城県外 福島県

男性 20代 宮城県外 山形県

男性 20代 宮城県外 福島

男性 20代 宮城県外 神奈川

男性 20代 宮城県外 大阪

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 岩手

男性 20代 宮城県外 神奈川

男性 20代 宮城県外 埼玉

男性 20代 宮城県外 大阪府

男性 20代 宮城県外 青森市

男性 20代 宮城県外 千葉県

男性 20代 宮城県外 大阪府

男性 20代 宮城県外 京都

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 北海道

男性 20代 宮城県外 秋田県

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 秋田

男性 20代 宮城県外 山形県

男性 20代 宮城県外 青森

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 山形

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 20代 宮城県外 山形県

男性 20代 宮城県外 山形県酒田市

男性 20代 宮城県外 山形県

男性 20代 宮城県外 福島

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 東京都

男性 20代 宮城県外 東京

男性 20代 宮城県外 岩手県

男性 20代 宮城県外 福島

男性 20代 宮城県外 千葉

男性 20代 宮城県外 岩手

男性 20代 宮城県外 岩手県

男性 20代 宮城県外 岩手

男性 20代 宮城県外 千葉市

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 秋田

男性 20代 宮城県外 山形

男性 20代 宮城県外 岩手

男性 20代 宮城県外 北上市

男性 20代 宮城県外 秋田

男性 20代 宮城県外 新潟

男性 20代 宮城県外 盛岡市

男性 20代 宮城県外 福島

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 神奈川県横浜市

男性 30代 宮城県外 神奈川

男性 30代 宮城県外 福島

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 大阪

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 神奈川県

男性 30代 宮城県外 福島
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 静岡

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 福島県

男性 30代 宮城県外 山形県

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 福島県郡山市

男性 30代 宮城県外 青森県

男性 30代 宮城県外 岩手

男性 30代 宮城県外 富山

男性 30代 宮城県外 秋田

男性 30代 宮城県外 秋田

男性 30代 宮城県外 福島県

男性 30代 宮城県外 福島

男性 30代 宮城県外 福島

男性 30代 宮城県外 愛知県

男性 30代 宮城県外 青森

男性 30代 宮城県外 埼玉

男性 30代 宮城県外 福島県

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 いわき市

男性 30代 宮城県外 岩手県

男性 30代 宮城県外 兵庫・神戸

男性 30代 宮城県外 岩手県

男性 30代 宮城県外 東京

男性 30代 宮城県外 山形

男性 30代 宮城県外 山形県

男性 30代 宮城県外 福島

男性 30代 宮城県外 新潟

男性 30代 宮城県外 岩手県

男性 30代 宮城県外 山形県

男性 30代 宮城県外 福島市

男性 30代 宮城県外 岩手

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 大阪

男性 40代 宮城県外 岩手県

男性 40代 宮城県外 山梨県

男性 40代 宮城県外 茨城

男性 40代 宮城県外 埼玉県

男性 40代 宮城県外 岩手

男性 40代 宮城県外 岩手県

男性 40代 宮城県外 福島浜通り

男性 40代 宮城県外 福島県

男性 40代 宮城県外 福島県

男性 40代 宮城県外 福島県

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 新潟市

男性 40代 宮城県外 山形県

男性 40代 宮城県外 東京

男性 40代 宮城県外 福島県

男性 40代 宮城県外 岩手県奥州市

男性 40代 宮城県外 埼玉県

男性 40代 宮城県外 東京都

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 東京都

男性 40代 宮城県外 埼玉

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 長崎県

男性 40代 宮城県外 須賀川市

男性 40代 宮城県外 新潟

男性 40代 宮城県外 東京

男性 40代 宮城県外 愛知

男性 40代 宮城県外 兵庫

男性 40代 宮城県外 岩手

男性 40代 宮城県外 岩手県

男性 40代 宮城県外 秋田

男性 40代 宮城県外 東京都

男性 40代 宮城県外 富山



  12 

◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 40代 宮城県外 富山県

男性 40代 宮城県外 富山県

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 東京

男性 40代 宮城県外 千葉

男性 40代 宮城県外 神奈川県横浜市

男性 40代 宮城県外 新潟

男性 40代 宮城県外 岩手

男性 40代 宮城県外 秋田県

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 福島

男性 40代 宮城県外 山形市

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 山形

男性 40代 宮城県外 茨城

男性 40代 宮城県外 福島

男性 40代 宮城県外 岩手県

男性 40代 宮城県外 東京都

男性 40代 宮城県外 福島会津若松

男性 50代 宮城県外 鎌倉

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 岩手

男性 50代 宮城県外 福島県

男性 50代 宮城県外 青森県

男性 50代 宮城県外 大阪

男性 50代 宮城県外 福島

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 山形県

男性 50代 宮城県外 埼玉

男性 50代 宮城県外 岩手

男性 50代 宮城県外 大阪

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 東京都

男性 50代 宮城県外 福島市

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 50代 宮城県外 東京都

男性 50代 宮城県外 山形県

男性 50代 宮城県外 東京

男性 50代 宮城県外 天童市

男性 50代 宮城県外 神奈川

男性 50代 宮城県外 北海道

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 北海道

男性 50代 宮城県外 北海道

男性 50代 宮城県外 郡山

男性 50代 宮城県外 福島県

男性 50代 宮城県外 相馬市

男性 50代 宮城県外 福島

男性 50代 宮城県外 青森

男性 50代 宮城県外 福島

男性 50代 宮城県外 山形県

男性 50代 宮城県外 福島

男性 50代 宮城県外 福島市

男性 50代 宮城県外 東京都文京区

男性 50代 宮城県外 秋田

男性 50代 宮城県外 新潟

男性 50代 宮城県外 岩手県

男性 50代 宮城県外 山形

男性 50代 宮城県外 山形

男性 60代 宮城県外 郡山市

男性 60代 宮城県外 山形

男性 60代 宮城県外 茨城県

男性 60代 宮城県外 東京都

男性 60代 宮城県外 神奈川

男性 60代 宮城県外 岩手

男性 60代 宮城県外 横浜

男性 60代 宮城県外 千葉県

男性 60代 宮城県外 札幌市

男性 60代 宮城県外 山形県

男性 60代 宮城県外 神戸
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◇居住地 宮城県外 住所：その他 

  居住地・職業：その他 

◇職業：その他 

性別 年齢 住所 宮城県外　住所:その他

男性 60代 宮城県外 岩手県一関市

男性 60代 宮城県外 新潟

男性 60代 宮城県外 山形酒田市

男性 70代以上 宮城県外 山形県

- 30代 宮城県外 福岡県

- 70代以上 宮城県外 岩手

性別 年齢 住所 職業 その他

女性 10代 仙台市 小学生

女性 20代 仙台市 保育士

女性 30代 仙台市 保育士

女性 40代 仙台市 団体職員

女性 40代 仙台市 無

女性 40代 仙台市 団体職員

女性 40代 仙台市 保育士

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 保育士

女性 60代 仙台市 主婦

男性 10代 仙台市 子ども

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） 講師

男性 20代 宮城県外 文化施設職員

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 団体職員

男性 70代以上 仙台市 無職
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◇ Q1：あなたはこれまでに亘理町に行ったことがありますか？（1つ選択）： SA設問 

１．亘理町への訪問の有無 

（n=30未満は参考値） 
(n)

3,619

女性 2,166

男性 1,430

10代 87

20代 873

30代 803

40代 909

50代 604

60代 264

70代以上 62

仙台市 2,376

亘理町 19

宮城県内（仙台市以北） 447

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 213

宮城県外 553

年
代

居
住
地

全体

性
別

36.6

33.4

41.2

21.8

29.4

36.1

38.5

43.9

41.3

48.4

39.1

84.2

35.3

67.1

13.4

16.3

16.0

16.6

13.8

12.4

18.7

17.2

15.2

20.1

19.4

18.4

15.8

17.9

12.7

7.4

16.7

18.8

13.6

12.6

9.0

16.1

20.5

21.0

22.3

14.5

17.3

20.1

9.9

14.5

30.5

31.8

28.6

51.7

49.1

29.1

23.9

19.9

16.3

17.7

25.3

26.6

10.3

64.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある：1年以内に行った ある：1年以上3年以内に行った

ある：3年以上行っていない 行ったことがない

過去亘理町への訪問経験では、「ある：1年以内」が37％で最多であり、次いで「ある：3年以上行っていない」17％、「ある：1年以上3年以内」

16％の順。「行ったことがない」は31％となっている。 

性別では、「女性」に比べ「男性」の「ある：1年以内」が41％が高く、訪問経験合計でも「男性」は71％と「女性」68％に比べやや高い。 

年代別で見た場合、訪問経験は年代の上昇に正比例して伸びており「10代」では訪問経験が48％であるのに対し「50代」「60代」「70代以上」では

いずれも80％を超え高い。 

居住地別では、「宮城県内（亘理町を除く仙台市以南）」の「ある：1年以内」が67％と特に高く、訪問経験合計でも「仙台市」75％や「宮城県内

（仙台市以北）」73％に比べ90％と特に高くなっている。 
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由（Q1で「ある」と答えた方）（複数選択可）： MA設問 

亘理町の訪問理由では、「観光」が61％で最も多く、次いで「その他」26％、「仕事」17％の順。 

その他の訪問理由としては、「イチゴ狩り」や「はらこめし」が数多く目立つ。これらを「観光」として見た場合、訪問理由としての

「観光」は更に高いものと見られる。 

性別では、「男性」は「仕事」での訪問が30％と高いのに対し、「女性」は「観光」が67％を占め、「男性」53％を上回っている。 

年代別では、「10代」の「観光」69％が特に高い。また、「20代」～「60代」にかけても「観光」が6割前後を占め、訪問理由の中

心であることに違いは見られない。 

居住地別では、「観光」目的での訪問において「宮城県内（仙台市以北）」と「仙台市」がいずれも6割を超えている点が特徴である。 

(n) 観光 仕事 その他

2,465 61.0 17.0 26.2

女性 1,438 67.0 7.6 29.1

男性 1,011 52.6 30.4 21.7

10代 42 69.0 2.4 28.6

20代 437 63.2 12.1 27.9

30代 559 59.4 19.0 25.0

40代 672 62.4 17.4 25.7

50代 475 60.2 18.1 25.7

60代 219 58.4 20.5 26.5

70代以上 49 55.1 16.3 28.6

仙台市 1,741 62.4 17.4 24.6

亘理町 19 15.8 15.8 68.4

宮城県内（仙台市以北） 321 64.2 16.2 24.0

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 188 52.7 13.8 37.2

宮城県外 189 56.6 16.9 28.6

全体

性
別

年
代

居
住
地

0%

20%

40%

60%

80%
全体

全体 ＋10ポイント以上

全体 －10ポイント以下

（n=30未満は参考値）

２．亘理町を訪問した理由 
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 10代 仙台市 部活。

女性 10代 仙台市 部活。

女性 10代 仙台市 住んでいる地域の隣町。

女性 10代 仙台市 食事。

女性 10代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 友達がいる。

女性 20代 仙台市 友達が住んでいた。

女性 20代 仙台市 友達がいる。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 ばあちゃん家。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 20代 仙台市 祖母の家。

女性 20代 仙台市 近くだから。

女性 20代 仙台市 親戚。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 遊びに行った。

女性 20代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 墓参り。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 祖母宅。

女性 20代 仙台市 友人が住んでいる。

女性 20代 仙台市 友達の家。

女性 20代 仙台市 遠いから。

女性 20代 仙台市 地元の近く。

女性 20代 仙台市 地元。

女性 20代 仙台市 友人の自宅。

女性 20代 仙台市 高校時代の部活動。

女性 20代 仙台市 イチゴ。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 帰省。

女性 20代 仙台市 田園に行った。

女性 20代 仙台市 お墓参り。

女性 20代 仙台市 ドライブ。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 友達の家。

女性 20代 仙台市 友人宅。

女性 20代 仙台市 通過した。

女性 20代 仙台市 ハワイアンズの帰り道。

女性 20代 仙台市 通っただけ。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 20代 仙台市 帰省で通る。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 20代 仙台市 お墓参り。

女性 20代 仙台市 友人の家。

女性 20代 仙台市 釣り。

女性 20代 仙台市 地元の近く。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 せんか（ラ-メン）、田園。

女性 20代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 親戚がいる。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 食事。

女性 20代 仙台市 マラソン。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 仙台市 実家近い。

女性 20代 仙台市 高校の駅伝で。

女性 20代 仙台市 いちご狩り。

女性 20代 亘理町 住んでいる。

女性 20代 亘理町 地元。

女性 20代 亘理町 住んでいる。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 駅伝大会。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 部活。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） サ-フィン。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 部活。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 部活。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 部活。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 実家。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） いちご狩り。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） ほっき飯。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買い物。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 学校。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 学校。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 知り合いがいる。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 地元。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 20代 宮城県外 新族。

女性 20代 宮城県外 ごはんを食べに。

女性 30代 仙台市 いちご狩り。

女性 30代 仙台市 いちご。

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 30代 仙台市 イチゴ、友人宅。

女性 30代 仙台市 はらこめし。

女性 30代 仙台市 住んでいた。

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 30代 仙台市 遠りすがり。

女性 30代 仙台市 桜の木、桜並木。

女性 30代 仙台市 実家。

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 30代 仙台市 遊びに。

女性 30代 仙台市 マラソン大会。

女性 30代 仙台市 散歩（犬）。

女性 30代 仙台市 そば屋。

女性 30代 仙台市 食事をしに。

女性 30代 仙台市 ラ-メンを食べに。

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに行きました。

女性 30代 仙台市 友人宅へ。

女性 30代 仙台市 友達の家がある。

女性 30代 仙台市 近くにすんでた。

女性 30代 仙台市 知人家。

女性 30代 仙台市 釣り。

女性 30代 仙台市 親せきがいる。

女性 30代 仙台市 実家が亘理。

女性 30代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 30代 仙台市 釣り。

女性 30代 仙台市 はらこめしを食べに行った。

女性 30代 仙台市 お向かえ。

女性 30代 仙台市 いちご狩り。

女性 30代 仙台市 ドライブで途中に。

女性 30代 仙台市 イチゴ狩り。

女性 30代 仙台市 子供の用事。

女性 30代 仙台市 山元に行く途中。

女性 30代 仙台市 覚えていないけど行きました。

女性 30代 仙台市 ドライブ。

女性 30代 仙台市 ツ-リング。

女性 30代 仙台市 部活。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 30代 仙台市 はらこ飯の為。

女性 30代 仙台市 うなぎを買いに。

女性 30代 仙台市 友人宅。

女性 30代 仙台市 親せきの家。

女性 30代 仙台市 海。

女性 30代 仙台市 海水浴、中学駅伝等。

女性 30代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 30代 仙台市 私用。

女性 30代 仙台市 帰省（相馬市）の途中に寄った。

女性 30代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 30代 仙台市 実家が亘理。

女性 30代 仙台市 ボランティア。

女性 30代 仙台市 友達が住んでいる。

女性 30代 仙台市 祖父母宅がある。

女性 30代 仙台市 BBQ。

女性 30代 仙台市 野菜を買いに。

女性 30代 仙台市 お友達が山元町にいるので。

女性 30代 仙台市 いちご狩り。

女性 30代 亘理町 住んでいる。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） 友人のお家。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） いちご狩り。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに行った。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） 会社の野球大会。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） 住んでいた。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 海水浴。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買物。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 実家。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 友人の家に遊びに行った。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） いちご狩り。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） ドライブ。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） はらこ飯。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 地元。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） BBQ、友だちの家。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） はらこめしを食べに行った。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 海水浴。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） はらこめしを食べに行きました。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 父の実家があるので。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買い物。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買い物。

女性 30代 宮城県外 いちご狩り。

女性 30代 宮城県外 元町民です。

女性 30代 宮城県外 友達の家に遊びに。

女性 30代 宮城県外 ボランティア。

女性 30代 宮城県外 米沢JC、青年会ギ所復興事業。

女性 30代 宮城県外 食事。

女性 30代 宮城県外 はらこめし。

女性 30代 宮城県外 はらこめしを食べに。

女性 30代 宮城県外 お祭り。

女性 40代 仙台市 釣り。

女性 40代 仙台市 買い物、温泉。

女性 40代 仙台市 友人がいるので。

女性 40代 仙台市 病院、食事。

女性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに行っていた。

女性 40代 仙台市 とりの海のお風呂。

女性 40代 仙台市 地元。

女性 40代 仙台市 通った。

女性 40代 仙台市 食事。

女性 40代 仙台市 友人の家に行くため。

女性 40代 仙台市 おばあちゃん宅。

女性 40代 仙台市 実家。

女性 40代 仙台市 食事、いちご狩り。

女性 40代 仙台市 米粉パンを買いに。

女性 40代 仙台市 食事。

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 40代 仙台市 知人の家へ。

女性 40代 仙台市 通過。

女性 40代 仙台市 買物。

女性 40代 仙台市 友達の家。

女性 40代 仙台市 遊び。

女性 40代 仙台市 ドライブ。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 買い物。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 釣り。

女性 40代 仙台市 いちご狩り、ドライブ。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 40代 仙台市 はらこめし。

女性 40代 仙台市 はらこめし。

女性 40代 仙台市 マラソン大会。

女性 40代 仙台市 ドライブ。

女性 40代 仙台市 住んでいた。実家がある。

女性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに行った。

女性 40代 仙台市 友人宅。

女性 40代 仙台市 通りがかりで食べに寄る。

女性 40代 仙台市 実家帰省のため。

女性 40代 仙台市 花火。

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 40代 仙台市 友人宅。

女性 40代 仙台市 はらこめし。

女性 40代 仙台市 ドライブ。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 写真を撮りに。

女性 40代 仙台市 田園へはらこめしをたべに。

女性 40代 仙台市 通りすがり。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 お墓参り。

女性 40代 仙台市 実家がある。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 友人。

女性 40代 仙台市 身内が住んでる。

女性 40代 仙台市 友人の家。

女性 40代 仙台市 食事。

女性 40代 仙台市 ボランティア。

女性 40代 仙台市 ご飯を食べに。

女性 40代 仙台市 子ども部活など。

女性 40代 仙台市 住んでいた。

女性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 40代 仙台市 釣り。

女性 40代 仙台市 友人の家。

女性 40代 仙台市 いちご狩り。

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 40代 仙台市
はらこめしを食べに行った。子供のころよく鳥の海に泊
まった。

女性 40代 仙台市 友人のところ。

女性 40代 仙台市 土地がある。

女性 40代 仙台市 温泉に入りに。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 40代 仙台市 はらこめしを食べにいきました。

女性 40代 仙台市 はらこめし。

女性 40代 仙台市 食事。

女性 40代 亘理町 亘理在住。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 子供の部活、いちご狩り。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） ほっきめしを食べに。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） はらこめし。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 送迎。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） ほっき飯。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしとほっきめし。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 目的地に行く途中。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 友達の家に（逢隈）。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 知り合い宅。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） はらこめし食べに。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事するためにいく。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） マラソン大会。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 仕事。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 夫の実家。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 子供の用事で。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買い物。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） いちご狩り。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買いもの。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 40代 宮城県外 いちご狩り。

女性 40代 宮城県外 友人に会いに。

女性 40代 宮城県外 釣り。

女性 40代 宮城県外 はらこめし。

女性 40代 宮城県外 買物。

女性 40代 宮城県外 はらこめしを食べるため。

女性 40代 宮城県外 視察。

女性 50代 仙台市 友人がいる。

女性 50代 仙台市 いちご狩り。

女性 50代 仙台市 角田のお墓参りの帰り道。

女性 50代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 50代 仙台市 いちご狩り。

女性 50代 仙台市 温泉、釣り。

女性 50代 仙台市 はらこ飯。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 50代 仙台市 義姉の家へ。

女性 50代 仙台市 いちご狩り。

女性 50代 仙台市 墓参り。

女性 50代 仙台市 お見舞い。

女性 50代 仙台市 買物。

女性 50代 仙台市 高校駅伝。

女性 50代 仙台市 友人宅。

女性 50代 仙台市 友達がいる。

女性 50代 仙台市 はらこめし以外のところのアピ-ルは低いのが難点。

女性 50代 仙台市 ふらっと。

女性 50代 仙台市 勉強会。

女性 50代 仙台市 通り道。

女性 50代 仙台市 実家が岩沼なので用足しに。

女性 50代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 50代 仙台市 ほっきめしを食べに行った。

女性 50代 仙台市 はらこめし。

女性 50代 仙台市 友人宅。

女性 50代 仙台市 友人宅。

女性 50代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 50代 仙台市 母の実家。

女性 50代 仙台市 買い物。

女性 50代 仙台市 友人宅へ。

女性 50代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 50代 仙台市 食事。

女性 50代 仙台市 忘れました。

女性 50代 仙台市 復興の様子を見に。

女性 50代 仙台市 友人宅。

女性 50代 仙台市 食事。

女性 50代 仙台市 食事。

女性 50代 仙台市 食事。

女性 50代 亘理町 住んでいる。

女性 50代 亘理町 住んでいる。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに鳥の海に。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 帰省の為、帰り道。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 知り合い。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 子供のスポ-ツの大会か練習試合。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 仕事で近くに住んでいた。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） ごはん。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 今の状況見る為。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） スポ少。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 親戚。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 観光。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） はらご飯を食べに。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） ごはんを食べに。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 買物。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） はらこ飯を食べに。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） はらこ飯。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 買い物。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） はらこ飯を食べに行った。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 母の病院。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 友人がいる。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 食事。

女性 50代 宮城県外 スポ少の試合。

女性 50代 宮城県外 はらこめしを食べに行きました。

女性 50代 宮城県外 実家がある。

女性 50代 宮城県外 友人のとこに。

女性 50代 宮城県外 はらこ飯を食べるため。

女性 60代 仙台市 食事。

女性 60代 仙台市 食事。

女性 60代 仙台市 はらこ飯を食べに。

女性 60代 仙台市 食事。

女性 60代 仙台市 食料品。

女性 60代 仙台市 はらこ飯を食べる為。

女性 60代 仙台市 はらこ飯を食べた。

女性 60代 仙台市 イベント。

女性 60代 仙台市 兄弟がいる。

女性 60代 仙台市 用事で。

女性 60代 仙台市 仕事。

女性 60代 仙台市 海水浴。

女性 60代 仙台市 告別式。

女性 60代 仙台市 親関の家に。

女性 60代 仙台市 はらこめし。

女性 60代 仙台市 招待。

女性 60代 仙台市 はらこめしまつり。

女性 60代 仙台市 昔、知人が住んでいたので。

女性 60代 仙台市 はらこめしを食べに行った。

女性 60代 仙台市 はらこめしを食べに。

女性 60代 仙台市 買い物。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

女性 60代 仙台市 実家。

女性 60代 仙台市 食事をした。

女性 60代 宮城県内（仙台市以北） 知人をたずねて。

女性 60代 宮城県内（仙台市以北） はらこ飯を食べに。

女性 60代 宮城県内（仙台市以北） スポ少大会。

女性 60代 宮城県内（仙台市以北） 食事のため。

女性 60代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 墓参。

女性 60代 宮城県外 大会。

女性 70代以上 仙台市 食事と買いもの。

女性 70代以上 仙台市 応援。

女性 70代以上 仙台市 友達。

女性 70代以上 仙台市 市場。

女性 70代以上 仙台市 はらこめしを食べに行った。

女性 70代以上 宮城県外 観光。

女性 - - いちご狩り。

男性 10代 仙台市 おじいちゃん宅。

男性 10代 仙台市 草野球。

男性 10代 仙台市 いちご狩り。

男性 10代 仙台市 バイト。

男性 10代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 学校。

男性 20代 仙台市 いちご狩り。

男性 20代 仙台市 公園に行きました。

男性 20代 仙台市 通った。

男性 20代 仙台市 イチゴ狩り。

男性 20代 仙台市 実家。

男性 20代 仙台市 遊び。

男性 20代 仙台市 バイクでのツ-リング。

男性 20代 仙台市 実習。

男性 20代 仙台市 部活。

男性 20代 仙台市 帰省。

男性 20代 仙台市 通った。

男性 20代 仙台市 遊び。

男性 20代 仙台市 友人の家に遊びに。

男性 20代 仙台市 はらこ飯。

男性 20代 仙台市 友人宅。

男性 20代 仙台市 はらこ飯を食べに。

男性 20代 仙台市 ばあちゃん家。

男性 20代 仙台市 はらこめしを食べに行きました。

男性 20代 亘理町 地元民です。

男性 20代 亘理町 実家。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） ゼミ活動。

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） 釣り。

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） 温泉。

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） 親戚に会うために。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 散歩。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） サ-フィン。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 友人の家がある。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 小学生の頃、サッカ-の大会で。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 駅を通った。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 通り道。

男性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買い物。

男性 20代 宮城県外 地元。

男性 20代 宮城県外 ボランティア。

男性 20代 宮城県外 果物狩り。

男性 20代 宮城県外 住んでた。

男性 20代 宮城県外 祖父方。

男性 20代 宮城県外 イチゴ狩り。

男性 30代 仙台市 駅伝大会。

男性 30代 仙台市 趣味の釣り。

男性 30代 仙台市 通りすがり。

男性 30代 仙台市 土地探し。

男性 30代 仙台市 マラソン。

男性 30代 仙台市 測量。

男性 30代 仙台市 釣り。

男性 30代 仙台市 海水浴。

男性 30代 仙台市 いちご。

男性 30代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 30代 仙台市 ツ-リング。

男性 30代 仙台市 はらこめし。

男性 30代 仙台市 祖母の家へ行った。

男性 30代 仙台市 供養。

男性 30代 仙台市 食事。

男性 30代 仙台市 観光。

男性 30代 仙台市 遊び。

男性 30代 仙台市 実家。

男性 30代 仙台市 母が住んでいる。

男性 30代 仙台市 友人に会いに。

男性 30代 仙台市 親の実家。

男性 30代 仙台市 知り合いの家。

男性 30代 亘理町 家。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） ボランティア、ドッジビ-、野口健。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 友人宅へ。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） ラ-メンを食べに。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） はらこめしを食べに行きました。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 釣り。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 買物。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 実家。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） ストロベリ-ブリッチ。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 住んでた。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 車の購入。

男性 30代 宮城県外 気まぐれに（常磐線が再開した）。

男性 30代 宮城県外 GYM。

男性 30代 宮城県外 ジム。

男性 40代 仙台市 学生時代の合宿。

男性 40代 仙台市 豆腐屋さん。

男性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 40代 仙台市 取引先3社あり、月に1回、安住を●●、その他。

男性 40代 仙台市 実家。

男性 40代 仙台市 いちご狩り。

男性 40代 仙台市 食事。はらこめし。

男性 40代 仙台市 サ-フィン。

男性 40代 仙台市 遊び。

男性 40代 仙台市 駅伝県大会（高校）。

男性 40代 仙台市 サ-フィン。

男性 40代 仙台市 釣り。

男性 40代 仙台市 いちご狩り。

男性 40代 仙台市 はらこめし。

男性 40代 仙台市 遊び。

男性 40代 仙台市 食事。

男性 40代 仙台市 友達と。

男性 40代 仙台市 復興支援。

男性 40代 仙台市 サ-フィン。

男性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 40代 仙台市 釣り。

男性 40代 仙台市 お友達のおうちへ。

男性 40代 仙台市 いとこがいる、とんかつ屋。

男性 40代 仙台市 友人宅へ。

男性 40代 仙台市 親戚の家、友人の家。

男性 40代 仙台市 サ-フィン。

男性 40代 仙台市 海。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

男性 40代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 40代 仙台市 はらこめし食べに。

男性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに。

男性 40代 仙台市 買い物。

男性 40代 仙台市 土地がある。

男性 40代 仙台市 妻の実家帰省。

男性 40代 仙台市 実家。

男性 40代 仙台市 温泉。

男性 40代 仙台市 親戚の家に行った。

男性 40代 仙台市 はらこ飯を食べに行った。

男性 40代 亘理町 地元。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 釣り。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） はらこめし。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 実家。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 食事。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 立ち寄りした。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 法事。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） はらこめし。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 妹が住んでいたので。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 温泉へ。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 遊び。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 通り過ぎた。

男性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 寿司。

男性 40代 宮城県外 いちご狩り。

男性 40代 宮城県外 フル-ツ、苺アセロラ等。

男性 40代 宮城県外 トイレ休憩。

男性 40代 宮城県外 波乗り。

男性 40代 宮城県外 友人の家。

男性 40代 宮城県外 下道で国道とか通った時に通過。

男性 40代 宮城県外 昔ドライブで。

男性 50代 仙台市 通っただけ。

男性 50代 仙台市 音楽活動。

男性 50代 仙台市 観光。

男性 50代 仙台市 観光。

男性 50代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 50代 仙台市 地元。

男性 50代 仙台市 釣り。

男性 50代 仙台市 食事。

男性 50代 仙台市 嫁の実家。

男性 50代 仙台市 釣り。

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

男性 50代 仙台市 姉が住んでいる。

男性 50代 仙台市 買い物。

男性 50代 仙台市 釣り。

男性 50代 仙台市 子供の体育館。

男性 50代 仙台市 買いもの。

男性 50代 仙台市 釣り、温泉。

男性 50代 仙台市 釣。

男性 50代 仙台市 親戚。

男性 50代 仙台市 はらこめしを食べに。

男性 50代 仙台市 ひまわりの花を見に。

男性 50代 仙台市 いちご狩り。

男性 50代 仙台市 買い物。

男性 50代 仙台市 通過しただけ。

男性 50代 仙台市 食事。

男性 50代 仙台市 復興。

男性 50代 仙台市 復興。

男性 50代 仙台市 温泉。

男性 50代 仙台市 田舎。

男性 50代 仙台市 葬式。

男性 50代 仙台市 墓参り。

男性 50代 仙台市 食事。

男性 50代 仙台市 商人祭。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 食事。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） はとこと姪と食事

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 浜吉田に友人が居るので。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） いちご狩り。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 新せきの家。

男性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 帰り道。

男性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 遊び。

男性 50代 宮城県外 ツ-リング。

男性 50代 宮城県外 視察。

男性 50代 宮城県外 野球。

男性 50代 - 家。

男性 60代 仙台市 はらこ飯、ほっき飯を食べに行く。

男性 60代 仙台市 親戚が居る。

男性 60代 仙台市 はらこ飯。

男性 60代 仙台市 食事。

男性 60代 仙台市 ハラコめしとホッキめしを食べに。

男性 60代 仙台市 お酒を買いに。

男性 60代 仙台市 相馬に行く途中。
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◇ Q2：亘理町を訪問した理由： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q2.亘理町訪問した理由：その他

男性 60代 仙台市 介護施設。

男性 60代 仙台市 友人宅訪問。

男性 60代 仙台市 友人宅訪問。

男性 60代 仙台市 はらこ飯を食べに。

男性 60代 仙台市 合宿。

男性 60代 仙台市 釣り。

男性 60代 宮城県内（仙台市以北） 釣り。

男性 60代 宮城県内（仙台市以北） 近くに親類がいる。

男性 60代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 海産物買い。

男性 60代 宮城県外 土木関連。

男性 70代以上 仙台市 はらこめし食い。

男性 70代以上 仙台市 お風呂。

男性 70代以上 仙台市 おつきあい。

男性 70代以上 仙台市 ハラコ飯食べに。

- 30代 宮城県外 知人がいたため。

- 50代 仙台市 お墓参り。

- 50代 亘理町 実家がある。

- - - プライベ-ト。

- - - 野球。
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◇ Q3：亘理町を訪問していない理由は何ですか？（Q1で「3年以上行っていない」「行ったことがない」と答えた方） ： MA設問 

亘理町を訪問していない理由は、「亘理町をよく知らない」47％が最も多く、次いで「遠い」34％、「どうやって行ったらいいかわか

らない」12％の順。「観光に魅力を感じない」は、わずか2％に過ぎない。 

性別で見た場合、「男性」は「亘理町をよく知らない」53％が「女性」43％に比べ高く、「女性」では「遠い」といった印象が39％と

高くなっている。 

年代別では、「20代」の「亘理町をよく知らない」が60％と特に高く、「30代」以下がいずれも5割程度以上と目立つ。 

(n) 亘理町をよく知らない 遠い
どうやって行ったらいい

かわからない
観光に魅力を感じない その他

1,509 46.7 33.8 11.5 2.0 12.9

女性 974 43.4 38.5 12.0 1.6 12.6

男性 529 52.6 25.1 10.8 2.6 13.6

10代 44 47.7 27.3 22.7 0.0 6.8

20代 439 59.7 30.1 15.0 1.6 3.9

30代 330 49.7 35.5 9.7 1.2 11.5

40代 369 37.7 37.7 9.8 2.4 17.9

50代 220 35.9 36.4 9.1 3.2 20.0

60代 85 40.0 29.4 8.2 3.5 21.2

70代以上 18 16.7 27.8 16.7 0.0 44.4

仙台市 904 41.2 36.2 10.7 2.4 15.5

亘理町 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城県内（仙台市以北） 185 36.2 49.7 5.9 2.7 11.4

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 36 50.0 25.0 8.3 5.6 16.7

宮城県外 381 64.3 21.5 16.5 0.3 7.3

全体

性
別

年
代

居
住
地

0%

20%

40%

60%
全体

全体 ＋10ポイント以上

全体 －10ポイント以下

（n=30未満は参考値）

３．亘理町を訪問していない理由 
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◇ Q3：亘理町を訪問しない理由は何ですか？ ： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q3.亘理町に亘理町を訪問しない理由：その他

女性 10代 宮城県内（仙台市以北） 子どもなので自由じゃないから。

女性 20代 仙台市 宮城県民だが行く用事がない。

女性 20代 仙台市 行く手段がない。

女性 20代 仙台市 機会がない。

女性 20代 仙台市 行く予定がないから。

女性 20代 仙台市 多忙。

女性 20代 仙台市 きっかけが無い。イチゴ狩りには行きたいと思ってる。

女性 20代 仙台市 足(車）が必要。

女性 20代 仙台市 用事がない。

女性 20代 宮城県外 時間が合わない。

女性 20代 宮城県外 行く機会がなかった。

女性 20代 宮城県外 行くチャンスがなかった。

女性 30代 仙台市 震災後行っていない。

女性 30代 仙台市 タイミング。

女性 30代 仙台市 車以外行きにくい。

女性 30代 仙台市 車が無い。

女性 30代 仙台市 なんとなく行っていなかった。

女性 30代 仙台市 仕事が変わったから。

女性 30代 仙台市 機会が無かった。

女性 30代 仙台市 行く機会がない。

女性 30代 仙台市 車が無い。

女性 30代 仙台市 仙台へ来たばかりだから。

女性 30代 仙台市 なかなか用事（理由）がない。

女性 30代 仙台市 宮城に越してきて間もないため。

女性 30代 仙台市 転勤してきたので。

女性 30代 仙台市 4月に県外から来たばかり。

女性 30代 仙台市 友達が引越した。

女性 30代 仙台市 行きたいがなかなか時間がない。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） これから行ってみたい。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 海水浴がもう。

女性 30代 宮城県外 ただ、時間がない。

女性 30代 宮城県外 行く用事がない。

女性 30代 宮城県外 機会がなく。

女性 30代 宮城県外 宮城以外に住んでいる。

女性 40代 仙台市 震災後釣りをやめた。

女性 40代 仙台市 行く理由が無くなった。

女性 40代 仙台市 特に用事がない。

女性 40代 仙台市 引っ越して日が浅いため。

女性 40代 仙台市 知ってる所が被災してなんか嫌だから。

女性 40代 仙台市 車がない。

性別 年齢 住所 Q3.亘理町に亘理町を訪問しない理由：その他

女性 40代 仙台市 行きたいと思っているが機会がない。

女性 40代 仙台市 友人が引越したため。

女性 40代 仙台市 仙台に来たばかりで分からない。

女性 40代 仙台市 連れて行ってもらったので。

女性 40代 仙台市 用事がない。

女性 40代 仙台市 用事がない。

女性 40代 仙台市 忙くて。

女性 40代 仙台市 県外にいたから。

女性 40代 仙台市 きっかけがなくて。

女性 40代 仙台市 実家が引越した。

女性 40代 仙台市 行くきっかけがない。

女性 40代 仙台市 行くきっかけがない。

女性 40代 仙台市 少し遠慮してしまって。

女性 40代 仙台市 転勤族でいなかった。

女性 40代 仙台市 なんとなく。

女性 40代 仙台市 忙しかった。

女性 40代 仙台市 用事が無かった。

女性 40代 仙台市 車が無い。

女性 40代 仙台市 自分で作るから。

女性 40代 仙台市 震災のため。

女性 40代 仙台市 行く必要がなかった。

女性 40代 仙台市 機会が無い。

女性 40代 仙台市 忙しくていけない。

女性 40代 仙台市 知り合いの家。観光に行く機会が今ないので。

女性 40代 仙台市 地震以降、なんとなく。

女性 40代 仙台市 地震かな。

女性 40代 仙台市 今春、転勤で来たばかりだから。

女性 40代 仙台市 行きたいお店があったのですがその日が休店だった。

女性 40代 仙台市 あえて行く程でもない。

女性 40代 仙台市 仙台に引越してきたばかりなので。

女性 40代 仙台市 転勤で仙台を離れた為。

女性 40代 仙台市 近くに住んでいた。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 震災から。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南）
仕事で南三陸に転勤になってなかなか行けないです。
震災の時はバリバリ行ってました。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 転勤で遠くなった。

女性 40代 宮城県外 北海道に住んでるので。

女性 40代 宮城県外 県外なので行く機会がなかった。

女性 40代 宮城県外 そもそもわかりませんでした。

女性 50代 仙台市 もっと宣伝したらいいと思う。

女性 50代 仙台市 しばらく行ってない。
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◇ Q3：亘理町を訪問しない理由は何ですか？ ： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q3.亘理町に亘理町を訪問しない理由：その他

女性 50代 仙台市 なかなか行くチャンスがなかった。

女性 50代 仙台市 時間が無い。

女性 50代 仙台市 震災後なんとなく。

女性 50代 仙台市 機会がなかった。

女性 50代 仙台市 仕事で行かなくなった。

女性 50代 仙台市 友人が引っ越した。

女性 50代 仙台市 行こうと思っていた3月に震災。

女性 50代 仙台市 車が無い。

女性 50代 仙台市 震災後なんとなく。

女性 50代 仙台市 震災後、恐い。

女性 50代 仙台市 仕事がない。

女性 50代 亘理町 電車を多くして欲しい。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 震災後行ってません。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 足がない。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 時間がとれない。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） いろいろ事情があり。

女性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 行く機会がなかった。

女性 60代 仙台市 忙しくて最近行っていない。

女性 60代 仙台市 以前友人が住んでいた。現在は仙台にいます。

女性 60代 仙台市 行く用がない。

女性 60代 仙台市 海の近くはまだ行く気になれない。

女性 60代 仙台市 震災。

女性 60代 仙台市 行きたい所がなかった。

女性 60代 仙台市 たまたま行けなかった。

女性 60代 仙台市 子供達が転勤で仙台を離れた為。

女性 60代 宮城県外 用事がない。

女性 60代 宮城県外 たまたま。

女性 70代以上 仙台市 チャンスがなかった。

女性 70代以上 仙台市 とても行きたい。

女性 70代以上 仙台市 時間が取れない。

女性 70代以上 宮城県内（仙台市以北） 交通がうまくいかない。

女性 70代以上 宮城県外 奈良県のため。

男性 10代 仙台市 時間が無い。

男性 10代 仙台市 初めて聞いた。

男性 20代 仙台市 用事がない。

男性 20代 仙台市 わからなかった。

男性 20代 仙台市 行きたいけどタイミング。

男性 20代 宮城県外 場所がわからない。

男性 30代 仙台市 海開きしてない。

男性 30代 仙台市 震災後だったので。

性別 年齢 住所 Q3.亘理町に亘理町を訪問しない理由：その他

男性 30代 仙台市 ただ行く機会がないけれど、是非行きたい。

男性 30代 仙台市 車が無い。

男性 30代 仙台市 知らなかった。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 仕事で行かなくなったので。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） こちらに引っ越したばかり。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 近い。

男性 30代 宮城県内（仙台市以北） 行く機会がなかった。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 震災後行っていない。

男性 30代 宮城県外 関東住まいのため。

男性 30代 宮城県外 遠方より来たから。

男性 30代 宮城県外 なかなか通らなくなった。

男性 40代 仙台市 多忙につき機会がない。

男性 40代 仙台市 最近仙台に来た。

男性 40代 仙台市 行く機会がないから。

男性 40代 仙台市 震災。

男性 40代 仙台市 行く機会がない。

男性 40代 仙台市 転勤で仙台を離れていた。

男性 40代 仙台市 震災後に足が遠のいた。

男性 40代 仙台市 鳥の海温泉行って以来いってない（3.11の前）。

男性 40代 仙台市 なんとなく機会がない。

男性 40代 仙台市 機会がない。

男性 40代 宮城県外 行く機会がない。

男性 40代 宮城県外 高速でスル-してしまう。

男性 40代 宮城県外 行く機会がなかった。

男性 40代 宮城県外 通過点。

男性 40代 宮城県外 埼玉県在住のため。

男性 50代 仙台市 用事がないので。

男性 50代 仙台市 行く機会がなかった。

男性 50代 仙台市 たまたまです。

男性 50代 仙台市 3.11後行ってない。

男性 50代 仙台市 行く機会がない。

男性 50代 仙台市 なんとなく。

男性 50代 仙台市 時間がとれない。

男性 50代 仙台市 他に行きたい所があるから。

男性 50代 仙台市 忙しかったので。

男性 50代 仙台市 用事がない。

男性 50代 仙台市 北海道出身なので。

男性 50代 仙台市 たまたま行っていないだけ。

男性 50代 仙台市 引越しの為。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 震災以降。
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◇ Q3：亘理町を訪問しない理由は何ですか？ ： MA設問:その他 

性別 年齢 住所 Q3.亘理町に亘理町を訪問しない理由：その他

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 行く機会がない。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 仕事が変わったため。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） 用事ない。

男性 50代 宮城県外 転勤。

男性 50代 宮城県外 九州で仕事をしていたから。

男性 60代 仙台市 震災以来まだ行ってません。

男性 60代 仙台市 病気で。

男性 60代 仙台市 何度も行っているから。

男性 60代 仙台市 機会が無い。

男性 60代 仙台市 交通が不便。

男性 60代 仙台市 行きにくい。

男性 60代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 温泉に行く。

男性 60代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 足が無かった。

男性 60代 宮城県外 機会がなく。

男性 60代 宮城県外 千葉居住者なので。

男性 70代以上 仙台市 仙台にいなかった。

男性 70代以上 仙台市 機会がない。

男性 70代以上 仙台市 地震被害。

男性 70代以上 宮城県内（仙台市以北） 友達いる。

男性 - 宮城県内（仙台市以北） 行く用事がなかった。

男性 - - いちごを食べに行きたい。

- - - 友人。
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◇ Q4：亘理町が「はらこめし」発祥の地であることを知っていますか？： SA設問 

４．「はらこめし」について 

亘理町が「はらこめし」発祥の地であることの認知は、「知っていた」が70％を占め、「知らなかった」31％を大きく上回っている。 

性別では「女性」72％の認知率が「男性」66％を上回っている。 

年代別では、年代上昇に正比例して認知率が伸びており、「30代」以上ではおおよそ7割以上が「はらこめし」発祥の地であることを

知っている。一方で、「10代」「20代」では、認知率が5割前後と低いのが現状であり、課題と思われる。 

居住地別においては、「宮城県（亘理町を除く仙台市以南）」では86％と特に高く、「仙台市」や「宮城県内（仙台市以北）」でも

70％以上の認知率となっている。しかし、「宮城県外」の認知率は35％（全体では5％程度）と低く、県外来場者に向けた認知度向上

がポイントである。 

（n=30未満は参考値） 
(n)

3,619

女性 2,167

男性 1,428

10代 86

20代 874

30代 803

40代 909

50代 603

60代 264

70代以上 63

仙台市 2,374

亘理町 21

宮城県内（仙台市以北） 446

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 213

宮城県外 554

年
代

居
住
地

全体

性
別

69.5

72.0

65.8

45.3

50.3

69.1

75.5

82.8

86.7

88.9

74.4

100.0

77.4

85.9

35.2

30.5

28.0

34.2

54.7

49.7

30.9

24.5

17.2

13.3

11.1

25.6

22.6

14.1

64.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた 知らなかった
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◇ Q5： 「はらこめし」を食べたことはありますか。 ： SA設問 

「はらこめし」の食経験は、86％が「ある」と回答。「ない」は14％であった。 

性別で「はらこめし」の食経験を見た場合、「女性」は87％と「男性」84％に比べわずかに高い程度となっている。 

年代別では、「10代」「20代」はいずれも食経験が78％であるが、「30代」以上はいずれも9割前後が食経験を有しており、若年層

に向けたアピールが重要である。 

居住地別では、宮城県内各地に比べ「宮城県外」の食経験は59％と低く、県外観光者へのアピールも欠かせないものと思われる。 

（n=30未満は参考値） 
(n)

3,621

女性 2,166

男性 1,431

10代 86

20代 874

30代 803

40代 908

50代 606

60代 264

70代以上 63

仙台市 2,374

亘理町 21

宮城県内（仙台市以北） 447

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 213

宮城県外 554

年
代

居
住
地

全体

性
別

85.7

87.2

83.8

77.9

78.0

89.4

86.9

89.1

90.5

92.1

90.6

100.0

87.9

96.2

59.4

14.3

12.8

16.2

22.1

22.0

10.6

13.1

10.9

9.5

7.9

9.4

12.1

3.8

40.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない
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◇ Q6：「はらこめし」を消費する場面を教えてください。（Q5で「ある」と答えた方） ： MA設問 

「はらこめし」の消費場面としては、「飲食店（亘理町内）」が33％で最も多く、次いで「スーパーや百貨店」23％、「自宅で作

る」22％、「飲食店（亘理町外）」20％、「駅弁購入」11％の順。「イベント屋台で購入」は5％と低い。 

性別では、「男性」の「飲食店（亘理町内）」36％、「飲食店（亘理町外）」21％がいずれも「女性」に比べ多く、「女性」は

「スーパーや百貨店」26％、「自宅で作る」25％などが目立っており、性別による消費場面の違いが感じられる。 

年代別では、「30代」以上で「飲食店（亘理町内」」の消費が目立っており、特に「60代」「70代以上」では5割以上を占める。 

居住地別に見た場合、「宮城県外」では「飲食店（亘理町外）」が高く、「飲食店（亘理町内）」が低い。県外客に向け、「はらこめ

し」の亘理町内飲食店での消費拡大を目指した紹介強化も課題と思われる。 

(n)
飲食店

（亘理町内）
スーパーや

百貨店
自宅で作る

飲食店
（亘理町外）

駅弁購入
イベント屋台で

購入
その他

3,092 32.7 22.5 22.1 19.6 11.0 5.0 3.7

女性 1,879 30.3 25.6 25.0 18.8 10.8 4.8 3.8

男性 1,197 36.3 17.9 17.5 20.9 11.4 5.3 3.5

10代 67 11.9 26.9 34.3 11.9 13.4 1.5 3.0

20代 676 22.3 22.8 20.7 25.0 11.5 4.4 3.8

30代 718 31.8 23.8 21.2 19.4 11.1 5.3 3.1

40代 787 33.5 23.8 20.6 19.1 12.2 5.5 5.2

50代 539 37.3 21.0 24.7 16.9 8.2 4.5 3.2

60代 237 52.3 19.4 21.9 16.5 11.4 4.2 1.7

70代以上 57 54.4 10.5 31.6 14.0 8.8 12.3 1.8

仙台市 2,143 32.4 23.9 22.7 19.6 10.2 4.6 3.3

亘理町 21 66.7 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0

宮城県内（仙台市以北） 391 39.1 19.2 22.8 15.1 11.3 4.9 4.6

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 205 42.9 21.5 30.7 15.1 6.8 4.4 4.9

宮城県外 327 18.0 19.9 10.4 29.7 19.3 8.6 4.0

全体

性
別

年
代

居
住
地

0%

20%

40%
全体

全体 ＋10ポイント以上

全体 －10ポイント以下

（n=30未満は参考値）
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◇ Q6：「はらこめし」を消費する場面を教えてください。 ： MA設問：その他 

性別 年齢 住所 Q6.はらこめしを消費する場面：その他

女性 10代 宮城県外 学食。

女性 20代 仙台市 亘理の友人が作ってくれた。

女性 20代 仙台市 友人からもらう。

女性 20代 仙台市 石巻。

女性 20代 仙台市 田園。

女性 20代 仙台市 友達のお弁当。

女性 20代 仙台市 友達の家。

女性 20代 仙台市 もらいもの。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） あんまり食べない。

女性 20代 宮城県内（仙台市以北） 祖母が作る。

女性 20代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） ばあちゃんが作る。

女性 20代 宮城県外 去年のオクフェスで。

女性 30代 仙台市 もらいもの。

女性 30代 仙台市 他の方が作ったものを。

女性 30代 仙台市 作ってもらったものを食べる。

女性 30代 仙台市 知人。

女性 30代 仙台市 友達の家で。

女性 30代 仙台市 知人が作ってくれる。

女性 30代 仙台市 手作りをごちそうになる。

女性 30代 仙台市 いただき物。

女性 30代 仙台市 石巻の友人に作っていただいた。

女性 30代 仙台市 友人家から。

女性 30代 仙台市 食べない。

女性 30代 仙台市 自分で作る。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） 妹から。

女性 30代 宮城県内（仙台市以北） 職場の給食。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 実家の母の手作り。

女性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 知人の母が作ってくれる。

女性 30代 宮城県外 義実家。

女性 30代 宮城県外 学校。

女性 40代 仙台市 知人が作ってくれる。

女性 40代 仙台市 お弁当。

女性 40代 仙台市 母。

女性 40代 仙台市 作ってもらう。

女性 40代 仙台市 作ってもらう。

女性 40代 仙台市 新潟。

女性 40代 仙台市 友人より。

女性 40代 仙台市 実家の母が作る。

女性 40代 仙台市 魚屋。

性別 年齢 住所 Q6.はらこめしを消費する場面：その他

女性 40代 仙台市 亘理の知人の手作りをもらう。

女性 40代 仙台市 いただく。

女性 40代 仙台市 友人の母。

女性 40代 仙台市 知人に作ってもらう。

女性 40代 仙台市 友だちが作ってくれる。

女性 40代 仙台市 亘理温泉。

女性 40代 仙台市 去年のこの時期オクト-バ-フェスで。

女性 40代 仙台市 友人。

女性 40代 仙台市 知人にいただく。

女性 40代 仙台市 友人より。

女性 40代 仙台市 仙台市内のお店。

女性 40代 仙台市 友達にいただいた。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 知人にいただく。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 知人から。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 祖母。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 以前、このアンケ-トで頂きました。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 魚市場。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 身内から頂いた。

女性 40代 宮城県内（仙台市以北） 知り合いの方より。

女性 40代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） マラソン大会で。

女性 40代 宮城県外 友人が作ってくれた。

女性 40代 宮城県外 空港レストラン。

女性 50代 仙台市 友人にもらう。

女性 50代 仙台市 義姉が作ってくれる。

女性 50代 仙台市
ス-パ-のと地元のは全然違うし、季節のものとわ
かってほしい。

女性 50代 仙台市 友達にもらう。

女性 50代 宮城県内（仙台市以北） 親戚。

女性 60代 仙台市 荒浜で食べた。

女性 60代 仙台市 ホテルのレストラン等。

女性 60代 仙台市 友人の手作りを食べた。

男性 10代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 学校。

男性 20代 仙台市 学食。

男性 20代 仙台市 知人からもらう。

男性 20代 仙台市 親戚の作ったもの。

男性 20代 仙台市 作子。

男性 20代 仙台市 知人にもらう。

男性 20代 仙台市 バイト先でのまかない。

男性 20代 仙台市 学食。
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◇ Q6：「はらこめし」を消費する場面を教えてください。 ： MA設問：その他 

性別 年齢 住所 Q6.はらこめしを消費する場面：その他

男性 20代 仙台市 もらう。

男性 20代 宮城県内（仙台市以北） 作ってもらう。

男性 20代 宮城県外 大学の講義で作った。

男性 20代 宮城県外 去年のオクト-バ-フェスで食べた。

男性 30代 仙台市 友人宅。

男性 30代 仙台市 祖母の家。

男性 30代 仙台市 もらう。

男性 30代 仙台市 近所の人が作る。

男性 30代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 知人から貰う。

男性 40代 仙台市 岩沼のばあちゃんが作る。

男性 40代 仙台市 いただき物。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 実家。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） めったに無い。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 亘理町内の飲食店のものをいただく。

男性 40代 宮城県内（仙台市以北） 鳥の海の店。

男性 40代 宮城県外 知人からいただいた。

男性 40代 宮城県外 仙台オクト-バ-フェスト会場。

男性 50代 仙台市 他の地域。

男性 50代 仙台市 北海道。

男性 50代 仙台市 親戚。

男性 50代 仙台市 知人より。

男性 50代 仙台市 社食。

男性 50代 仙台市 友人から頂いた。

男性 50代 宮城県内（仙台市以北） わからない。

男性 50代 宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 会社。

男性 50代 宮城県外 昔、どこかで食べた。

男性 50代 宮城県外 会社の人の手作り。

男性 50代 - 自分で作る。

男性 60代 宮城県内（仙台市以北） 町の人の自宅で手伝いを。

男性 70代以上 仙台市 友人からもらう。

- - - 友人。
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◇ Q7：亘理町で「はらこめしスタンプラリー」が毎年10月から開催されますが、知っていますか？ ： SA設問 

「はらこめしスタンプラリー」の認知率は14％。その内、「参加したことがある」は3％であり、「知っていたが参加したことはな

い」が11％となっている。 

性別での認知率・参加率の違いは見られない。 

年代別では、年代上昇と共に認知率・参加率共に上昇しており、特に「60代」「70代以上」での認知率・参加率の高さが目立つ。 

今後は、特に「30代」以下に向けた認知率向上施策が重要と思われる。 

居住地別では、「宮城県内（亘理町を除く仙台市以南）」の認知率は24％とやや高い。現状では「仙台市」や「宮城県内（仙台市以

北）」の認知率は2割未満であり、亘理町以外での継続した集客施策・認知率向上に向けた取り組みが必要である。 

（n=30未満は参考値） 
(n)

3,463

女性 2,068

男性 1,377

10代 81

20代 853

30代 774

40代 867

50代 576

60代 242

70代以上 56

仙台市 2,258

亘理町 19

宮城県内（仙台市以北） 431

宮城県内（亘理町を除く仙台市以南） 206

宮城県外 540

年
代

居
住
地

全体

性
別

2.8

2.3

3.4

2.5

1.1

2.5

2.8

3.8

5.8

10.7

3.0

10.5

1.9

6.8

0.9

11.0

10.7

11.1

6.2

4.1

8.8

13.8

14.8

22.3

19.6

11.8

36.8

12.8

17.0

3.0

86.2

87.0

85.5

91.4

94.8

88.8

83.4

81.4

71.9

69.6

85.3

52.6

85.4

76.2

96.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したことがある 知っていたが参加したことはない 知らなかった

５．亘理町の「スランプラリー」について 



考察と提言 
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本調査目的の「① 亘理町の交流人口を増やす施策を検討するため、現在の実態を確認する」について 

1．本調査について考察と提言 

・亘理町への訪問頻度について 
年代別に見た場合40代から10代にかけて「行ったことがない」の回答が増え
ていき、20代になると49％と約半数が訪問経験がないことがわかる。 
居住地別にみると仙台市25.3％、宮城県内(仙台市以北)26.6％が訪問経験が
なく、「3年以上行っていない」も含めると仙台市42.6％、宮城県内(仙台市
以北)46.7％と約半数が、亘理町へ訪問していないことがわかる。 
 
一方で、 
亘理町への観光目的での訪問は 
仙台市在住者、宮城県内(仙台市以北)がそれぞれ6割を超えている。 
つまり仙台市、宮城県内(仙台市以北)への観光をきっかけとしたPRを実施す
ることで、交流人口増が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また亘理町を訪問しない理由として、仙台市「亘理町をよく知らない」(41.2％)、「遠い」(36.2％)、宮城県内(仙台市以北）「亘理町をよく知らな
い」(36.2)、「遠い」(49.7％)となっており、「観光に魅力がない」という理由ではない。年代別でも30代(49.7％)、20代(59.7％)が「亘理町をよ
く知らない」と回答している。実態把握としては、宮城県内での亘理町に対する認知度は低いと考えるのが妥当である。今後の施策としてはまず、認
知度を上げることが重要課題であり、認知度が現状より上がってきた際に、再度調査を行い、観光資源の磨き上げや施策の改善等を検討すべきである。 
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本調査目的の「②はらこめしの認知度と、名物としての可能性を探る」について 

1．本調査について考察と提言 

・はらこめしの認知度について 
亘理町がはらこめし発祥の地であることの認知度が「10代」「20代」で約半
数となっており、「はらこめし」の食経験も20％以上がない。また宮城県外
のはらこめし発祥の地の認知度が約35％と低く、食経験も約60％となってい
る。宮城県内の認知度はある程度確保されているが、今後の課題として20代
未満の若年層と宮城県外へのPRが必要となってくる。 
 
・はらこめし消費の場について 
はらこめしをきっかけとした交流人口増において、亘理町内の飲食店でのは
らこめしの食経験が重要となるが、仙台市、宮城県内(仙台市以北)、宮城県
内(亘理町を除く仙台市以南）、宮城県外において、約半数以上が、はらこめ
しの消費の場として亘理町内の飲食店を選択していない。 
 
つまり、はらこめし＝亘理町の図式にはなっていないことがうかがえる。 
はらこめしが9月下旬から12月初旬とある程度期限が限られていることは考
慮に入れつつも、仙台＝牛タンとなるよう、亘理町としてはらこめしを情報
発信していくことが重要で、その結果交流人口増につながるようはらこめし
を結びつける施策を設計・実施する必要がある。 
 

さらに町で実施している「はらこめしス
タンプラリー」の認知度は仙台市(85％)、
宮城県内(仙台市以北)(85％)、宮城県内
(亘理町を除く仙台市以南)76％、宮城県
外(96％)が「知らなかった」と回答して
いる。本施策の宮城県内の9月下旬から
12月初旬のはらこめしの時期の宮城県
内の定番イベントとしてPRしていくこ
とで、はらこめしをきっかけとした交流
人口増への期待が持てる。 



  37 1．本調査からの提言 

平成28年度調査より、町内飲食店を巻き込んだ「はらこめしイベント」の設計とはらこめしの来町消費増から町全
体の交流人口増を目的とした場合、一定期間飲食店を回遊するキャンペーン形式となる「はらこめしスタンプラ
リー」は「亘理町の飲食店に通う」という消費行動となるので有効な施策の1つとして考えられる。しかし、前段の考
察より、亘理町の交流人口を増やす施策を検討するため、現在の実態として、宮城県外はもちろんだが、宮城県
内の仙台市、仙台市以北へ亘理町の情報が伝わっていない状態がわかった。宮城県内に向けて亘理町の情報を
伝える施策、媒体が今後重要課題となる。認知度がある程度向上した段階で、具体的な施策設計に対する調査
が可能となる。 

1. 宮城県内特に、仙台市、仙台市以北に向けた定期的な情報発信による宮城県全体の認知度向上 
亘理町として宮城県内での認知度向上を図るため、はらこめしだけではなく、亘理町全体に関する情報を定期的に発信し、現状の認知度不足

の状態からのステージアップが課題となる。ステージアップによる交流人口の微増や、施策設計、各観光資源に関する課題の顕在化が期待で

きる。また情報発信に当たり、事前にターゲット層を仮設、設定し、情報発信することで、その後の市場調査をより有効なものとすること重要であ

る。 

 

2．情報発信、施策に対する市場調査 
   情報発信、施策に対する消費者市場調査を実施することで、今後のターゲットセグメントに役立つデータの収集を実施する。そのデータを基に、 

   亘理町、はらこめしのPR戦略を策定し、年度ごとにPDCAサイクルを回せるようになることが望ましい。市場調査の基としては、通年で得られる 

   データとはらこめしスタンプラリーのような期間限定のイベントに対するデータ収集が重要となる。可能であれば、はらこめし提供店に協力を仰 

   ぎ、売上、来店数、客単価、客層等のでデータも取得できるとより亘理町全体としてはらこめしをきっかけとした市場調査につながり、より精度の高 

   いPR戦略の策定が可能になる。 



調査票 



  39 ◇ 調査票 

　　　　　　　本日は、亘理町(わたりちょう） ブースへご来場いただきありがとうございます。

　　　　今後の観光事業の参考にさせていただきますのでアンケートへのご協力をよろしくお願いします。

Q１ 　あなたはこれまでに亘理町に行ったことがありますか？（1 つ選択）

①ある：1年以内に行った　　　　②ある：1年以上3年以内に行った　　③ある：3年以上行っていない　　

④行ったことがない

Q２ 「Q1」で「ある」と答えた人に質問です。その目的はなんですか？（複数選択可)

①観光　　②仕事　　③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q３

①観光に魅力を感じない　　②遠い　　③亘理町をよく知らない　　

④どうやって行ったらいいかわからない　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q４ 亘理町が「はらこめし」発祥の地であることを知っていますか？

①知っていた　　②知らなかった　　

Q５ 「はらこめし」を食べたことはありますか？

①ある　　②ない　

Q６ 「Q5」で「ある」と答えた人に質問です。はらこめしを消費する場面を教えてください。（複数選択可)

①飲食店（亘理町内）　　②飲食店（亘理町外）　　③駅弁購入　　④スーパーや百貨店　　

⑤イベント屋台で購入　　⑥自宅で作る　　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

Q７ 亘理町で「はらこめしスタンプラリー」が毎年10月から開催されますが、知っていますか？

①参加したことがある　　②知っていたが参加したことはない　　③知らなかった　　

お客様ご自身についてお答え下さい。

性別 　①女性　　・　　②男性　　

ご職業 　①会社員・会社役員　　②公務員　　③自営業　　④専業主婦・主夫　　⑤学生　　　

　⑥パート・アルバイト　　⑦無職・定年退職　　⑧その他（　　　　　　　　　　　）

年齢 　①10代　　②20代　　③30代　　④40代　　⑤50代　　⑥60代　　⑦70代以上

ご住所

　　ご協力ありがとうございました。

＜亘理町観光アンケート＞

　①仙台市　　②亘理町　　③宮城県内（仙台市以北）
　

　④宮城県内（亘理町を除く仙台市以南）　　⑤宮城県外（　　　　　　　　　　）

「Q1」で「３年以上行っていない」、「行ったことはない」と答えた人に質問です。その理由はなんですか？
（複数選択可）

本内容はアンケートの調査と集計以外には使用致しません。


