
茶源郷まつりアンケート集計表

アンケート回答数 405 男性 女性 未記入 合計

140 233 32 405

10未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 未記入

14 37 36 69 55 53 72 32 3 1 33

性別

10未満 10代未記入

年代

10未満

男性 140

女性 233

男性

女性

10未満
3%

代
9%

20代
9%

30代
17%

60代
18%

70代
8%

未記入
8%

10未満

10代

20代

30代

40代

50代

職業（その他の内容）

職業 イタ

女性 233 17%

40代
14%

50代
13%

代

60代

70代

職業 ティーファイター 1

パート 4

フリーター 1

飲食 1

介護福祉士 1

会社役員 1

学生 会社役員 1

会社員, 
107

無職, 
32

その他, 28

未記入, 18

会社員

自営業

公務員

学生
学生　会社役員 1

建築業 1

事務 1

大学教員 1

茶業 1

農業 5

福祉職 1

会社員, 
107

自営業, 
30

学生, 53

主婦, 120

無職, 
32

自営業

公務員

学生

主婦

無職

その他

未記入
福祉職 1

保育士 1

無職　文教大学アカデミア関係 1

幼稚園児 1

未記入 5

合計 28

公務員, 19

学生, 53 未記入



どこから来ましたか？

その他の内訳 京都の内訳

愛知 2 井出町 2

京都 163 宇治市 27

三重 3 宇治田原 2

滋賀 6 笠置町 1

神奈 久御和束町, 83 神奈川 1 久御山市 2

大阪 24 京田辺市 7

東京 1 市内 34

奈良 36 城陽市 9

不明 1 精華町 15

兵庫 5 長岡京市 4

北海道 南山城村

和束町, 83

その他, 
258

和束町

その他

北海道 1 南山城村 2

未記入 15 八幡市 1

合計 258 木津川市 57

どうやって来ましたか？ 合計 163

258

自転車 2

徒歩, 18

バイク, 3

未記入 49 自動車
手段 数

自動車 286

バス(電車･飛行機を含む) 48

タクシー 1

自転車 2

徒歩 18自動車, 286

バス(電

車･飛行

機を含

む), 48

タクシー, 1

自転車, 2

徒歩, 18

バイク, 3

未記入, 49 自動車

バス(電車･飛行機を含む)

タクシー

自転車

徒歩

バイク
徒歩 18

バイク 3

未記入 49

合計 407

どなたと来られましたか？

自動車, 286

機を含

む), 48 徒歩

バイク

未記入

1人

ご親族

ご友人

恋人

その他の内容

グループで

サークル

親族同伴人数 友人同伴人数 ボランティア

ご親族

ご友人

恋人

その他

親族同伴人数 友人同伴人数 ボランティア

1人  37 1人 24 1 8 解読不可

ご親族 260 2人 104 2 32 学校の活動

ご友人 103 3人 38 3 27 京都文教大

恋人 10 4人 49 4 12 先生

その他 15 5人 18 5 3 同僚、上司

合計 425 6人 10 6 2 文教大学アカデミーのメンバー合計 425 6人 10 6 2 文教大学アカデミーのメンバー

7人 8 20 1 文教大学先生生徒さん



どうやって茶源郷まつりを知りましたか？

以前に来たことがある 90

二年連続来ている 55

ずっと昔から来ている 68

口コミ 99

マスコミ 18

ジ

以前に来た

ことがある, 
90

年連続
まつりホー

チラシ, 55

FaceBook, 
19

その他, 27

まつりホームページ 17

チラシ 55

FaceBook 19

その他 27

合計 448

ことがある, 
90

二年連続

来ている, 
55

ずっと昔

から来て

いる, 68
口コミ, 99

マスコミ, 18

まつりホー

ムページ, 17

チラシ, 55

お目当ては？

世界のお茶 181 27.5%

お茶づくしの屋 209 31.8%

茶畑ツア 3 2%

いる, 68

お茶の体験

森の体験, 2.3%

茶席, 3.2%

キッズエリア, 
3.3%

その他, 5.5%

茶畑ツアー 34 5.2%

フリーブース 54 8.2%

アートエリア 11 1.7%

音楽ステージ 35 5.3%

お茶の体験 39 5.9%

森の体験 15 2.3%

茶席 21 3 2%

世界のお茶, 
27.5%

フリーブース, 
8.2%

アートエリア, 
1.7%

音楽ステー

ジ, 5.3%

お茶の体験, 
5.9%

森の体験, 2.3%

,

茶席 21 3.2%

キッズエリア 22 3.3%

その他 36 5.5%

合計 657 100%

お茶づくしの屋

台村, 31.8%

茶畑ツアー, 
5.2%

フリーブース, 
8.2%

アートエリア, 
1.7%

どうやって和束を知りましたか？

マスコミ 21 5.2%

口コミ 59 14.7%

以前に来たこと 119 29 6%

マスコミ, 5.2%

その他, 11.4%

以前に来たこと 119 29.6%

有名 15 3.7%

和束在住 72 17.9%

町内で勤務 11 2.7%

家族･友人が和束 59 14.7%

その他 46 11.4%

合計 402 100 0%

口コミ, 14.7%

以前に来たこと

町内で勤務, 
2 7%

家族･友人が和

束在住または

勤務, 14.7%

その他, 11.4%

合計 402 100.0%
以前に来たこと

がある, 29.6%

有名 3 7%

和束在住, 
17.9%

町内で勤務, 
2.7%

勤 ,

有名, 3.7%



茶源郷まつりでお金を使いましたか？

０円 12 3.1%

０円, 3.1%

5百円, 
7.7%7千円, 3.1%

1万

円, 
2.8%

1万円以上, 
2.8%

5百円 30 7.7%

千円 85 21.8%

3千円 180 46.2%

5千円 49 12.6%

7千円 12 3.1%

1万円 11 2.8%

万円以 2 8%

5百円, 
7.7%

千円, 21.8%

5千円, 12.6%

7千円, 3.1%

2.8%

1万円以 11 2.8%

合計 390 100.0%
3千円, 46.2%

会場以外にどこかに行きましたか？

行ってない 209 53.6%

会場周辺 76 19.5%

茶畑 29 7 4%
茶畑, 
7.4%

八坂の大杉, 
0.8%

寺社仏閣, 
1.5%

茶畑 29 7.4%

安積親王陵墓 7 1.8%

八坂の大杉 3 0.8%

寺社仏閣 6 1.5%

商店 5 1.3%

その他 5 1.3%

合計 340 87 2%

行ってない, 
53.6%

会場周辺, 
19.5%

茶畑, 
7.4%

合計 340 87.2%

また来たいですか？

53.6%

どちらでもな

来たい 337 82.8%

来たくない 4 1.0%

どちらでもない 17 4.2%

未記入 49 12.0%

合計 407 100 0%

来たくない, 
1.0%

どちらでもな

い, 4.2% 未記入, 
12.0%

合計 407 100.0%

来たい, 
82.8%
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一番楽しかったのは何ですか？

名称： 理由：

200円のお茶飲み放題 おいしいから

アート体験

あてもの ふうせんがかわいいから

アフリカンドラム 楽しかった

アフリカ太鼓

あま茶 とてもおいしい

いっぱい

イベント

いろいろなお茶

いろんなお茶が楽しめた

おでん

オムそば おいしかったです

おむそば おいしかった

お茶 おいしかった

お茶づくしの屋台村、世界のお茶 試飲がおいしかった

お茶のグラム当て

お茶の試飲

お茶の試飲 小さな湯呑を200円で買ったが2回分しか飲めなかった

お茶の試飲

お茶の体験　世界のお茶などパフォーマンスもよかった

生まれて初めての碾茶、フレッシュさにとても驚きました。ほか

にいろいろレクチャーいただきました。

お茶めぐり

お茶試飲 いろいろ飲めておいしかった

お茶体験

お茶大学 なかなか勉強する機会がないので

キザキ食品さんのコロッケとフランクフルト おいしかったから

キッズエリア おじさんが優しかった　シャボン玉気も楽しかった

キッズエリア 楽しいから

キッズエリア 楽しかった

キッズエリア　ビンゴゲーム 家族みんなで楽しめた

クイズ 面白かったから

けんいち自然農園 三年番茶の詳細

シイタケ スタッフの話が勉強になった

しいたけ、自衛隊

子供が喜んでいた。コスプレと、バイクや車に乗れて喜んでいた

。

しいたけの原本打ち

しいたけを自家栽培したかったときにできた、無料でできてあり

がたかった

シリア茶 名前をアラビア語で書いてくれて、新鮮だった。

スタンプラリー いろいろなところにまわれたから

すべて楽しかった 皆頑張っている姿がとてもよかったです。

スリランカ

スリランカのお茶、和束茶、抹茶

セイロンティーカレー 食べたことなかったけどスパイシーでおいしかった。

せっけんの詩 好みの香りで、芳香剤を作ってとても楽しかった。

せっけんの店　お茶の試飲 ワークショップで芳香剤を作った

たいやき やきたて
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一番楽しかったのは何ですか？

たいやき 店員さんがやさしくて楽しかった。

ツアー

ツアー 景色が良かった

デュークさんのウォーキング とにかく楽しかった

デューク更家 以前から興味あり

デューク更家 トークが面白かった。

デューク更家体操 やってみたかったから

デューク更家体操

トトロの工作

トトロをつくったところ つくるのがたのしかった。

トニーさん 楽しませてもらった。

トニーさん すごく面白かった

トニーさん 面白かった

トルコチャイ お茶が甘くておいしかった

どんぐり（トトロ） マジック

どんぐりでトトロ

子供が楽しんで工作をしていた。可愛い作品ができてよかったで

す。

のみくらべ 高校生が初々しくて

パオさんの歌　お兄さんとのお話

パンブロー お菓子がおいしかった、無茶な注文にこたえてくれた

パンブロー 試食がおいしかった

ピザ 狭い種内で手際よいのが見事　まきを燃料にしているのもよい

ピザ屋さん

ビブリオバトル

ぴんしゃんウォーク

プアール茶、スリランカカレー 店の人は、情熱的で陽気だった

フランクフルト おいしかった

ブリティッシュティー 女性が美しかった。

ブリティッシュティー 女性が美しかった

フルーツ＋ハーブティー 美味しかったし、香りがよかった。

ほうじ茶詰め放題 楽しかった。

やきとり たれがうまい

わたがし 子供の顔より大きく子供が喜んでたので

宇治茶 おいしかった。

烏龍茶 香りがよかった

英国のお茶店 スコーンがおいしかった

屋台

色々なお店が並んでいて、何を食べようか迷うほどあって楽しか

った。

屋台 おいしかった

屋台 おいしかったから

屋台

屋台村 飲食を楽しみました

音楽 楽しそうに演奏されていたので

音楽イベント 盛り上がっていた

音楽イベント

音楽ステージ 自分もリズムに乗っていたから

音楽ステージ ストリートミュージシャンの方がよかった。
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一番楽しかったのは何ですか？

音楽ステージ

音楽ステージ さわやかストリートミュージシャンがよかった

音楽ステージ 中川直樹さんステキ☆

歌舞伎茶、製造ツアー

緑茶は苦手でしたが、好きになれればなぁ。お茶の楽しさを伝え

てくださり、お茶を飲むときの「お茶」の見方が変わりそうです

。

歌舞伎茶、製造ツアー

お茶の種類を充てるのが面白かった。お茶づくりの大変さ、緑茶

の繊細さ、作り手の苦労がよくわかりました。

花のお茶、フルーツハーブのお茶 香りが良く、おいしかった

各々のお茶 飲み比べが楽しめた。

各店舗 それなりに楽しめた

玉子ごはん 玉子がおいしかった

金魚すくい 子供がよろこんだ

金魚すくい いっぱいすくえたから

桑茶 クセが少なく飲みやすい

健一自然農園 三年番茶の説明。

交流 いろいろな人と出会えた

広島やき 大きくておいしいから

更家

試飲

さまざまなお茶を飲めるイベントはあまりないので良かった。店

員さんとの会話が楽しかった。

試飲 いろんなお茶やいろんな国のことが知れた

秀明のお茶 店員さんの熱い思いが伝わった

消しゴムはんこ ジバニャンができたから

焼き鳥 おいしかったし、大きいのをくれた

色々なお茶と食べ物 甘茶、スリランカカレー屋さん。

色々なお茶を飲めた お茶の色んなことが知れ、体験できてよかった

食べ物、お茶 おいしかった

森の体験 子供がよろこんだ

深蒸茶

世界のお茶 いろんなお茶が楽しめた

世界のお茶 珍しいのがあるから

世界のお茶 おいしかった

世界のお茶 色々なお茶が試飲できてよかった。

世界のお茶 色んなお茶の味を楽しめた。

世界のお茶 色んなお茶が楽しめた。

世界のお茶 色々な試飲ができて楽しかった。

世界のお茶 色んなお茶が飲めて楽しかった。

世界のお茶 珍しいお茶があったので。

世界のお茶

普段麦茶や烏龍茶しか飲まないので、色々なお茶が楽しめてよか

ったです。

世界のお茶 いろんなお茶が飲めて楽しかった

世界のお茶 いろいろ飲めた

世界のお茶 チャイがおいしかった

世界のお茶 いろいろな味が楽しめた

世界のお茶 たくさんのお茶がのめたこと

世界のお茶 いろいろなお茶がのめて食しかった
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一番楽しかったのは何ですか？

世界のお茶

世界のお茶 いろんなお茶を飲めたから

世界のお茶 お茶のPR

世界のお茶 いろいろ楽しめた

世界のお茶

和束以外のお茶もいただき、また定員さんにもよく説明がありう

れしかったです

世界のお茶 和束のお茶、中学生の方も茶農家の青年にもお茶いただきました

世界のお茶 いろんなお茶を飲むことができてよかった。楽しかった。

世界のお茶 いろんなお茶が飲めたから

世界のお茶　イングリッシュティー スコーンとティーがおいしかった

世界のお茶、日本のお茶、飲み比べ 知らないことを知れたから

世界のお茶試飲

世界の茶 たのしめた

静岡茶

静岡茶、和束茶

石田長栄堂さんのもちもち抹茶 おいしかったから

全て

全部

全部

全部！

装甲車 AT車と初めて知ったから

多くのお茶の試飲

体験 家ではなかなかできないから

体験 家で使えるから

体験　ハンコ 子供が楽しめた

茶

茶 色々と飲めた。

茶うどん

茶かぶき ゲーム感覚で楽しめた

茶かぶき

茶ツアー 学生の案内が面白かった。

茶歌舞伎

茶歌舞伎 全てが楽しかった

茶歌舞伎 飲み比べが楽しかった

茶席 色々なお茶の味わいが楽しめた。

茶席 お茶の区別をするのが楽しかった。

茶農園 何もかもがおいしかった

茶畑ツアー

茶畑ツアー いったことがない場所に行けたから

茶畑ツアー 知らない処から景観が楽しめた

茶畑ツアー 茶畑を回れたから

茶畑ツアー いろいろな神社もまわれたし、他のお客さんとも仲良く

茶畑ツアー

お茶がどんなところで作られているかが垣間見られて楽しかった

です

茶娘

抽選 当たった
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一番楽しかったのは何ですか？

抽選会 ドキドキした

抽選会 あたったから

抽選会 当たったから

抽選会 子供の動き

抽選会 司会のオッチャン最高

抽選会など 参加者が一団となっていて楽しそうだった。

天空カフェ

天茶かふぇ 良い雰囲気だった

店を回る

闘茶 とりあえずおいしかった

内容を記入 内容を記入

南山城のお茶　どんぐりトトロをつくろう いろいろなハーブが面白かった。　孫たちが夢中になっていた。

八女茶

八女茶

２回目に行った時、店員さんがしっかりと顔を覚えていてくれた

。一番陽気な店員さんだと思うのですが、それが大事だと思いま

した！

福岡八女茶

お茶がおいしかったことと、店員さんのお客の顔の記憶力がすご

い。

龍神のお茶 話が面白かった

列車に乗った

恋茶 コロッケが美味しかった。

露店

和束紅茶 飲んだ瞬間、シンプルに”うまい！”と思えた。

和束茶 何か親しみを感じられるから。

和束茶 親戚が作っているから

和束茶 おいしく、愛想がよかった

和束茶

和束茶

煎茶（かぶせ茶、深蒸し茶がおいしかった。他所のお茶を味わえ

てよかった。

和束茶 楽しかった

和束茶

和束茶 おいしかったから

和束茶 係りの方の丁寧な説明

和束茶　イングリッシュアフタヌーンティー お茶がおいしい

和束茶　和宝も 私も和宝に関わっていたから和束茶は美味しい

和束茶がおいしかった

和束茶がおいしかった

和束茶がおいしかった おいしかった、店員がにこやかでよかった

和束茶カフェエリア 体験やいろいろあってパンやお菓子もおいしかった

和束茶踊り リズムが良かった
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12時過ぎに来ましたが、完売のブースが多く

、残念でした。 自然が素晴らしい

GOOD 自然が美しいところだなと思いました。

good!! 自然が豊かで美しかった。

アクセス。。。　香りのよいところ 自然が良い

あたたかくよかった(和束町の人達) 自然でいい。

いい。 自然で良いところ。

いい。 自然豊か

いいところ 自然豊か

いいところです。 自然豊か、紅葉がきれい

いいね！ 自然豊か。

いい感じ 自然豊かで、のどかな町。

いい景色 自然豊かで心地良い

いい所。 自然豊かで人が良い

いなか 自然豊かで静かなところ

いなかー。 自然豊かないいところ、静か

おもしろかった。 自然豊かなところ

お祭りできたのでにぎやかに感じたのですが、

実際の和束はもっとさびしい感じなのかな、と

思いながら周っていました

若い子が一生懸命祭りを盛り上げており、好印

象だった。

お茶 若い人がたくさんいて活気があった

お茶 若者の元気が良好。

お茶、空気がきれい、景観 趣深くて、緑が多い。

お茶が美味しい 住みたい。

お茶が有名 森林浴満喫！

お茶で色々な食べ物ができると、面白かった。 親切な人

お茶どころとあってのんびりした雰囲気 人がみんな親切景観がいい

お茶の香りがして、とっても和やかで良い印象

。 人の温かみを感じた

お茶を飲むこと 人柄がよくて気に入った

お茶畑　景色がいい 生まれ育った町、もっと活性化してほしい

お茶畑がきれい 静か

お茶畑の郷 静か

キレイ 静か　茶畑がきれい

きれい 静かできれいな所

きれい 静かでよい

きれい　のどか 静かで良いところ。

きれいなところ

昔から住んでいたんですが、外国k人が多くて

びっくり

きれいな茶畑 前から静かで気に入っています

くつろげる良い村。 素晴らしい。

さびれた町で久しぶりに活気を感じた。 素晴らしい。

すてき 大変綺麗です。

すてき 知られていないいいところ。

すばらしい景色 地元最高！

たのしい 茶

たのしい町。 茶農園の素晴らしさがわかった

たのしかった。 茶畑

どこでも茶畑が見られてよかった。 茶畑
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とてもいいところ 茶畑

とてもいいところ 茶畑

とてもきれいでお店がいっぱいならんでいた。 茶畑。

とても頑張っている！これからも応援していま

す。もっと頑張れ 茶畑がきれい

とても落ち着く 茶畑がきれい

とても良い。 茶畑がきれい

とても良いところ 茶畑がきれい

とても良い町。 茶畑がきれい。

のどか 茶畑がきれい。

のどか 茶畑がきれいで、ステキだなーと。

のどか 茶畑がキレイでお茶がおいしい

のどか　道が狭い 茶畑がすごくきれい！

のどか　平和 茶畑がすてき

のどか。 茶畑が素晴らしい。良く手入れができている。

のどかでいいところ 茶畑が多い

のどかでいいところですね。ただみちが少しわ

からなかった。 茶畑が美しい

のどかで自然豊か 茶畑が美しい　国際交流もよい

のどかで茶畑がきれい。 茶畑が美しい。

のどかで良い。 茶畑キレイ

のどかで良いところ 茶畑とか自然が多くてよいと思った

のんびり 茶畑と集落が一緒にあってきれいだった

のんびり。

茶畑に囲まれた静かな環境に気持ちがよかった

。

のんびりしていて、いいところ 茶畑のきれいな所

のんびりほっこり 茶畑の景観がきれい。

はじめてきましたが、日本の良さを改めて感じ

ました。 茶畑の景観が美しい

ふつう

茶畑の景色が素晴らしい。町の皆様が新設で楽

しい。

ふつう 茶畑の緑が美しいです。

ふつう

町おこしにこういう仕掛けは大変大事になるこ

れだけ人が集めるんだから

ふつう 田舎！

ふつう 田舎。

ふつう 日本一空気が良い所で、幸せです。

まあまあ良い感じ。 泊りで遊びに来たい

また、ゆっくり楽しみたいです。お天気の良い

日に。 非常に美しく、この町が大好きです。

やさしい 美しい

やはり空気がおいしい　人懐こい　景色がいい 美しい

ゆっくり一人できたい 美しい

ゆったりとしていてよい 美しいですね。お茶畑が素敵です。

よい　すき 雰囲気がいい

依然来た時より整備されているのに驚きました

。

毎年毎年来客数が増えているようで、うれしい

です。



3 / 3 ページ和束の印象はいかがですか？

穏やかな場所

毎年来ているが今年また一段と店も多く内容が

良かった

何度か来ているかのどかな所 魅力的な土地だがやっぱり遠い　お茶がうまい

街ぐるみで地域おこしに頑張っている。大学と

のコラボ、外国人の参加が未来を感じる 良い

楽しい 良い

楽しい、親切。 良い

楽しいです 良い

楽しいところ 良い

楽しかった。 良い

楽しかったけど地元の人が多い印象でした 良い

楽しかったです。 良い

活気があって良い。 良い

環境が良い。 良い

頑張っている。 良い、楽しい

気持ちがいい。 良い、緑が多い

急斜面に張り付くようなお茶畑が印象的 良い。

近所にこんなに茶畑が美しいところがあると知

らなかった。 良いところ

空気がおいしい 良いところ

空気がきれい 良いところ

空気がのんびりしていてよい 良いところ

景観がいい 良いところ

景観がきれい 良いところ

景観が素晴らしい。 良いところ

個性があっていいと思う 良いところ

好き 良いところです。また来たいと思います。

好き 良い所

広かった　茶畑がきれいだった 良かった

最高 良かった

最高 良かった

最高にいいです 良好

祭り会場の紅葉が美しかった。 緑

山の茶園がいい 緑がいっぱいでよい

自然、静か、茶 緑がおおくてとてもきれい。

自然。 緑がきれいな街

自然いっぱい

緑が多く、普段は静かな所という印象。歴史跡

も周囲に多数あり、京都や奈良に近いので、P

Rのやり方次第では観光での集客も期待できる

と思います。

自然いっぱいの緑と茶の町 緑が豊か

自然がいっぱい 緑の茶畑がとてもきれいで印象的。

自然がいっぱい 緑豊か

自然がいっぱいで満喫できた 和束の人はみんなすごい親切だった

自然が最高！！

和束町を初めて知りました。お茶もおいしかっ

たです。町おこし頑張って頂きたいです。お祭

りぜひ続けてください。
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内容 数 内容 数

トイレ 23 音楽ステージの観客。 1
駐車場 15 音楽ステージの場所がいまいち 1

ゴミ箱 8 音楽の音量 1

飲食店 4

会場がわかれているのに、場所がわかり

にくく、わかりやすい地図と、案内板が

ほしい。また、ステージが暗く、照明が

あれば華やかになると思う。 1

ない 2 会場の近くに駐車場 1

知名度 2

会場全体のレイアウトが、観客側から見

たしいようしやすい視点が不足　トイレ

も不足 1

駐車場、トイレ 2 学生のリハーサル。 1

2013年のほうが見やすかった 1 簡易トイレ 1

PR 1 頑張っている 1

アート 1 机、椅子 1

あてもんや　おもちゃ屋、トイレ、ごみ

箱 1 机の台拭き 1

きれいなトイレ 1

携帯やスマホ、タブレット端末の充電ス

ペース。多方面に茶源郷祭りをPRしても

らうために整備したほうが良い。 1

ゴミ箱　燃えるごみと燃えないごみの区

別がわかりづらく、混入が多いので発生

が予想されるものの写真or現物を張り付

けたボードなどで啓発 1 景品の数 1

ゴミ箱、イス 1

広報　シャトルバスがあると加茂駅の駅

員さんも知りませんでした 1

ゴミ箱、座席 1 国際茶が多くあればよかった 1

ゴミ箱がもう何ヶ所かあってもよかった

。イベントや抽選会の時にアナウンスが

あれば嬉しかった 1 今で結構 1

シャトルバスの案内 1

今年は会場(グラウンド)が狭かったのか

、人数が多かったのか、、、ちょっと混

んでて、座るところが少なかった。ゴミ

箱がごみの山になっていた。 1

スタンプラリーの案内（どこで券と引き

換えるのか、引き換え後どうすればいい

のかが分かりにくかった。） 1 雑貨や手作り品の販売がほしい 1

ステージの配置 1 子供たちの遊び場 1

ステージの配置場所 1 子供のイベント 1

ステージライブのさくら 1 車いす 1

テントつきテーブルといす 1 手を洗えるところ 1

トイレ　抽選会の音量 1

授乳するところの案内をもっとわかりや

すくしてほしい。張り紙をするなど 1

トイレ　駐車場 1

授乳室、おむつ交換ができる所がいくつ

か欲しいです。 1

トイレ（並んでいた） 1 商売が先行しているのでは 1
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トイレ、ゴミ箱 1

人を多く入れすぎないようにしてほしい(

和束らしくない)　イベントごとに駐車場

が移ってしまうので案内看板を増やして

ほしい 1

トイレ、交通機関 1 宣伝 1

トイレ、座る所（椅子でなくても良い） 1

足りないものというか、もう少しお茶所

ならではの体験(お茶作りの過程の説明会

とか、お茶摘みみたいなものとか)もう少

しやってみたかったかもしれません 1

トイレ、車いす 1

茶源郷祭り、規模が大きくなっていて本

当にすごいと思った。昔のグリーンフェ

スティバルとは大違い！足りないのは、

人口？ 1

トイレ、足場、雨除け、椅子が濡れた時

の対策 1 抽選会の景品 1

トイレ、店 1 駐車スペース 1

トイレ？ 1 駐車場、スタッフ 1

トイレがもう少しあるといいかと思いま

す。 1 駐車場、トイレスペース 1

トイレが少ない　食事中に雨が降り、テ

ントがほしかった。 1 駐車場、バス、宣伝 1

トイレの案内地図 1 駐車場、警備員 1

トイレの数 1 駐車場がもう少しあるといい。抽選権の 1

ビンゴ大会 1 駐車場が少し多めにあると助かります。 1

ほかの地域へのPR   1 駐車場が泥々 1

メイン会場の案内が分かりにくい 1 駐車場と宣伝 1

ゆるキャラ 1

駐車場の案内が不親切でした。あちこち

回されて止められず。。。 1

レストラン 1

天気の悪い時にはテントもほしい（テー

ブルと椅子の上に） 1

案内が不十分 1

道しるべ(はじめてこられた方はどこから

どこへ行っていいかわからないと思う) 1

案内図 1

認知　スタッフが多くて情報があいまい

　いろんな方が違うことをいうことがあ

りました 1

雨だったのでテントつきのテーブル・イ

ス 1 美人 1

雨の時の屋根がある場所　(自分が来たと

きは雨は降ってなかったが) 1 不便 1

雨の場合の飲食テントがほしい。 1

普段はとても静かなところです。これか

らも茶畑をアピールしてください。(今風

でなく素朴でいいと思います。) 1

雨の対策 1 物が高い 1

雨をしのげるテント 1 別に無し 1
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雨をよけるところ 1

変に気張らず少しずつ楽しくしていって

ほしい。ルール縛りでギスギスするとし

んどい 1

雨対策 1 本格的な昼ごはんがあればよかった。 1

雨用にテーブル席にテントがあれば 1

毎年のように雨が降るので雨用テントの

設置特に屋台村、本部前の空いたビニー

ルハウスの借り上げの方法はないのか、

音楽ステージの観客席にもテントがほし

い。せっかくのライブが楽しめない。 1

屋根 1 有名な芸能人 1

屋根つきの休憩飲食スペース 1 誘導 1
屋根付きベンチ 1 遊びの屋台(射的、ヨーヨー釣りなど) 1

立札 1
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DDPのライブはマイクが調子悪いのとお客さんが少なくてかわいそうだった

ありがとう　お疲れ様　あっきーさん素敵

ありがとう。おつかれさま！

アンケートのどうやって和束を知りましたかの欄の以前に来たことがあるの欄はおかしい(和束を
知った理由ならない)

イベントが小さい、パンフレットが高い、分かりにくい

イベントに関して工夫研究がされている。参考にします。

お茶への見方が変わったという点が一番の収穫でした。

ご苦労様

ご苦労様です

すごく今年は楽しくなっていた。来年も楽しみ！

スタッフの方が全体のことをもっとよく知って、場所を聞けばすぐに答えられるともっと良いと思い
ます。どこからでも入れるので、パンフはスタンプのおせる所何処でももらえるようにしてほしい。
手作り感がありながらもおいしくおしゃれな食べ物があってとてものんびりまったり、楽しめる良い
お祭りでした。規模拡げられて課題も多かったと思いますがルールでがちがちにせずにゆるさを
保ってほしいです。気づいたときにテーブルをさっと吹いて行かれた学生サークルの方々がすご
い良かったです。居心地良い空間をありがとう。スタンプのお兄さんもサークルの方ですよね？
親切に接してもらえて心地よかったです。来年はTシャツ買いたいです。メインビジュアルの鳥さ
ん来年も健在でいてください。みなさん楽しい休日にしてくれてありがとう。また来ます！

スタンプラリーのつくえが小さくて見落としかけた。

ステージが離れすぎ、質の割に人が少ない、グランドには駐車場はいらない

せっかくの日、雨だった為少し残念、もう一回まわりたかったけど午前中に帰りました。来年も楽
しみにしています。

てらす和豆香では、スタッフの方に和束のお茶についてとても丁寧にレクチャーしていただきまし
た。歴史も有り、確かな品質のお茶を生産する和束は正解に売りだしていける地域だと思ってお
ります。今後、観光誘致なども頑張ってください。応援してます！

テレビで茶源郷まつりの宣伝をしてたそうですが、知らなかった。見たかったなぁ。防災無線でい
つ映りますよーって言ってくれたら見たのになー　駐車場、雨が降るとぬかるんでドロドロになっ
てしまうのがちょっと、、、(今年は満車だったため役場に停めました。)シャトルバスが出ててよか
ったが、あと何分くらいかでバスが来てくれるのかがわからなくて、、、　抽選同じような番号ばか
り出ていた。ちょっと混ぜてほしい。

とても楽しかったです。お茶やフェア、バザールは多々ありますが、お茶に特化していて楽しめま
した。京都府がもっとバックアップしても良いのでは？

パンフレットに屋台での金額も書いてあると助かります。

ボランティアの方ご苦労さまです

また来ます

また来ます。実行委員の皆さん、お疲れ様でした。

メインステージの案内がない

よかった！

賀茂祭とのシャトルバスが少なく、仕方なく車で来た。せっかく同日開催してるのでもう少しバス
の運行を考えてほしい。(賀茂祭⇔茶源郷祭り間を)

各店舗はテント内で活動されていたが、祭りに参加した人に雨対策が不足していたのではないか
？休憩場所、食事場所

楽しかった

楽しかった!!

楽しかったです。

活気があってよかった!!

頑張ってください。昨年「ストレス…他」の項目があって期待してましたが…。

頑張って和束の人口を増やしてください　めざせ1万人！

今日一番良かった
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今年はすごい。入り口や会場の配置は今までで一番よかった。それとスタンプラリーの茶娘さん
たち。衣裳を着る人がいると、雰囲気が出て、楽しさ倍増です。関大生に拍手！がんばってた！

子供のちりとりを作るやつ、高いです。

試飲ブースなんでも値段が高すぎる。一考を要する　トンネル早く作ってほしい

時間厳守希望（その場抽選制にすれば良いと思う）

写真の説明がほしかった。

春口かお茶つみの季節にもお祭りをしてほしい

色々なお茶を楽しめて、充実していました。

他の季節にもいろんなイベントやってほしい

茶畑ツアー(２：３０)の為抽選に参加できなかったのが残念

茶畑やその当時の写真が道の両側に飾られていたが、どの場所とか昭和何年とか説明があれ
ばいいのにと思いました。知り合いのお父さんがいたかも。。

抽選の景品が少ない

抽選の当選番号が1000番台に偏っていたため、箱をちゃんと混ぜる必要があると思う。

抽選もよかったです

抽選会と他のイベントが重複していたのが残念です。(スタンプを集めたのに抽選に参加できな
かったので)

駐車場案内が悪く、間違ったことを何度も言われた。

天候が悪くて残念だった

天候大事です！

年配の人と話をする若者の発生が聞き取りにくと思います。練習しましょう！

販売のみに終わらない立派

面白くなかった

来たいけど遠い

和束大好き。


