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様式3

審 議 結 果

審議会等名称 

神奈川県統計報告調整審議会 

開催日時 

平成30年3月15日（木曜日）9時30分から11時50分 

開催場所 

かながわ県民センター 12階 第1会議室 

出席者【会長・副会長等】 

森崎初男【会長】、岡部純一【副会長】、 

安達佳子、新瀧健一、平湯直子、廣瀬佳恵、三井康正 

審議経過 

【諮問案件1「神奈川県内大学等在籍留学生調査」】 

（森崎会長）県民局くらし県民部国際課が実施を予定しております諮問案件1「神奈川県内大学等在

籍留学生調査」について審議します。それでは、この調査について諮問依頼課から説明をお願いしま

す。 

 ＜国際課から調査内容を説明＞ 

（森崎会長）ありがとうございました。ただいま、説明のありました調査内容につきまして、ご意見

のある方は発言をお願いします。 

（新瀧委員）2点ありまして、1つ目は諮問案件1の10ページの別表に国の一覧が出ています。「パレ

スチナ」の誤植だと思いますが、左下に「パセスチナ自治政府」とあります。それはご確認いただい

て、もし間違いであればご訂正いただきたいと思います。 

（国際課）「パレスチナ」です。すみません。 

（新瀧委員）もう一つは一般的なお願いなのですが、私どもの年代ですと報告書を見て利用させてい

ただくということが多かったのですけれども、最近はホームページの統計表だけを見てデータを見る

方が多くなっています。基準日の5月1日というところが、調べないと分からないような形になってい

るという認識があります。例えば、統計表のファイルを作られる際に「年度」とご記述されていると

思うのですけれども、例えば下の注など、「5月1日時点」と要所要所に記述していただけるとよいと

思います。ただ「年度」と記載されていると、統計に慣れている人には年度末の数字だと認識される
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可能性がございます。5月1日時点というところを報告書、特にインターネットのホームページに記載

される場合にはご記入いただけるとよりよい活用ができると思います。ご検討いただければと思いま

す。 

（国際課）はい。 

（森崎会長）ほかにありますか。 

（岡部副会長）今の意見に関連して、別表の位置づけがよく分かりません。調査票2に国名が列挙さ

れていて、下の注に「各国の「アジア」「中東」等の分類については、別表をご覧ください。」とあ

ります。調査票と別表には同じようなことが書かれているため、回答者が別表には何の意味があるの

だろうと混乱するのではないでしょうか。調査票2に、さらに別表がある意味はなんでしょうか。 

（国際課）調査票には全ての国名は記載されておらず、例年回答が多い国名を記載しています。それ

以外にもこういう国がありますので、こういう国の方がいらっしゃれば調査票に加えてくださいとい

うような趣旨です。 

（岡部副会長）すると、注はこういう書き方でなく、もう少し説明があったほうがよいのではないで

しょうか。なぜ別表があるのだろうと、むしろ混乱するように思います。 

（森崎会長）岡部副会長のご指摘は、せっかく注をつけるのであれば、「これ以外の国については別

表をご覧いただき、もし必要な場合は空欄をご利用ください。」としたほうがよいということですね。 

（岡部副会長）そういうことです。 

（森崎会長）作成者の思いが伝わらないといけませんから、よろしくお願いします。ほかにあります

か。 

（平湯委員）ここでの「留学生」の定義が定かではないのですが、大学では1年間だけではなく6か月

留学あるいはそれより短期間の留学という留学生も増えてきていると思うのですが、そういう方々は

調査の対象となりますでしょうか。5月1日時点ですので、短期留学の期間が調査時点に重ならない可

能性があるので、実態から少しずれる恐れがあるのではと思います。まずは留学の定義について教え

てください。 

（国際課）留学という在留資格で来ている方が対象になっているのですけれども、その中で在学身分

としては、調査票1にありますとおり、正規生、研究生、聴講生というような分類で分けております。 

（森崎会長）その定義については記載要領にアからクまで記載されています。平湯委員のご指摘は、

もし1年でなく半年の留学であっても該当するかということだと思います。諮問課としては、半年で

も正規であり、調査時点で在学していれば対象になるということでよろしいですか。 
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（国際課）1年未満の留学であっても、ある一定の期間に5月1日が含まれていれば、この調査には該

当します。 

（森崎会長）現場からもしかしたらご指摘があるかもしれませんから確認しました。注に書く必要は

ないでしょう。ほかにありますか。 

（新瀧委員）諮問案件1の27ページ、報告書の全国と神奈川を対比した時系列の推移表の注について、

注3とその下の括弧書きは全国の計数の説明ですが、重複しているところがあります。注3には「全国

欄については、平成26年度までは日本語教育機関に在籍する留学生は含まれていない。」とあります。

その下の括弧書きには「JASSOによる平成26年度「外国人留学生在籍状況調査結果」では、平成23年

度に遡って、日本語教育機関に在籍する留学生を含めた結果を発表している。」と書かれています。

この二つを合わせると、「23年度以降は日本語教育機関に在籍する留学生を含めた数字である。」も

しくは、「22年度以前は含めていない数字である。」と理解できます。利用者は両方の注を見れば今

のような事実にたどり着きますが、報告書としては両方を合わせた表記で注3を作成すべきであると

思います。すなわち、注3を「23年度以降は含む。」という形にするか、「22年度以前は含んでいな

い。」という表記にすると、きちんと理解できると思います。 

（国際課）ありがとうございます。 

（三井委員）諮問案件1の6ページの記載要領ですが、2の調査対象校に「専門学校（専修学校専門課

程）、高等専門学校」という記述があります。それは上の「外国人留学生とは」という四角の中に、

「専修学校（専門課程）、高等専門学校等」と書いてあるのでそれに合わせたのだと思うのですが、

例えば13ページの結果表を見ると、専修学校だけが出ています。この区分には専修学校のほかに高等

専門学校も含まれるのだろうと思われるのですが、それについて何らかの記載をしたほうがよいので

はないでしょうか。多分記入されている方は毎年されているので分かっているのかと思うのですが、

表側を合わせたほうがよいのではないでしょうか。 

（国際課）調査票と集計表を合わせるということですか。 

（三井委員）記載要領には細かく高等専門学校のことも書いているのでしょうけれども、依頼文や報

告書などほかの箇所にはほとんど高等専門学校について記述がありません。そこで記載を合わせるた

めに調査票（13ページから16ページ）の脚注に「専修学校に高等専門学校を含める」などの記述があ

るとよいと思います。あと細かいところですが、同じく13ページと16ページの集計表の「日本語学校」

だけ「小計」が抜けています。また、12ページの調査票4で備考の下に区切り線が入っていますが、2

本とも不要ではないでしょうか。 

（国際課）ありがとうございます。 

（廣瀬委員）この調査の目的に「県の留学生支援施策の推進のための基礎資料」とあります。県の目

的が全て分かっているわけではないのですけれども、そもそも何の目的で、どんな目標をもって日本、
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神奈川県に留学しているのかという当初の目的の調査もあるとよいと思います。報告書に進学先が出

てきますけれども、留学を経てその中でどう変化したのかですとか、今後留学生を増やす施策をする

時に、神奈川県の大学や専門学校を選んだ理由が分かると、より施策を打ちやすいのかなと思います。

調査を受けるほうは少し負担が増えるかもしれませんが、そもそもの目的があるとより活用度が広が

ると思います。 

（国際課）神奈川県の学校を選んだ理由ということですか。 

（廣瀬委員）わざわざ神奈川県の学校を選んだ理由ですとか、日本に来たい理由であるとか、勉強の

目的等が分かるとよいと思います。そもそも就職が目的で来た結果、実態としては進学が増えたなど

ということを言えるようになるでしょう。今後留学生を増やしていきたいという意向があるときに、

どういう目的をもった方が来ているのかが分かれば、招致方法も広がってくると思います。 

（森崎会長）そうですね。そのほうがより明確になりますね。 

（岡部副会長）今のご意見、私も賛成です。そもそもどういう施策を県として取り組もうとしている

のかまだよく分かりません。それが分かれば、目的を聞く意味もはっきりしてくると思います。留学

生に対してどのような施策を考えるかという目的があってこの調査を作られていると思いますが、そ

の目的と調査の繋がりについて教えてください。 

（国際課）まず県内の現状を知るということで、それに対してどんな方がどういった地域にいらして、

どういった部分で支援が必要なのか、やり方等を検討するということがまず一つです。 

（岡部副会長）留学生の生活支援ということですか。 

（国際課）そうです。例えば今は地域に根差していっていただきたいということで、地域での交流イ

ベント等を行っているのですけれども、どういうエリアで行うべきかの参考にしています。今後は留

学生を増やしていきたい、せっかく留学で県に来ていただいた方については、留学後も県内で活躍し

ていただきたいという思いもありますので、引き続き留学生に対する支援も考えています。支援を増

やす一環として学校に対する支援も考えており、それは県だけでなく、教育機関や企業を巻き込んで

コンソーシアムという形をとりながら、県として支援の在り方を考えています。そういったところに

出していくための現状の調査ということで考えています。 

（岡部副会長）留学生の支援を今後色々拡大していくということですね。拡大していくためには、や

はり目的の調査も必要ですね。 

（森崎会長）今委員がご指摘されたとおり、留学生の支援施策の推進ですけれども、せっかくですか

ら大学のほうにも積極的にアンケートに答えてもらうために、今言われたようなことを周知すべきで

はないでしょうか。5ページの依頼文に「「かながわ留学生支援コンソーシアム」を運営していま

す。」とありますが、私は大変すばらしい取組だと思います。この取組についてアンケートを答える
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側は十分知っているのでしょうか。「運営しています。」と記載するだけでなく、パンフレットがあ

れば同封したり、具体的な生活支援や就職支援、神奈川県の大学に来てもらうための支援等の説明を

加えてはいかがでしょうか。それであれば回答者も「そんなに支援してもらえるのであればぜひ答え

よう。自由記述欄にも何か書こう。」という気持ちになるのではないでしょうか。せっかくよい取組

をされているので、それが回答者に伝わるように工夫されたらよいと思います。よろしくお願いしま

す。 

（三井委員）この調査結果をどのように使うかという話の中で、25ページに留学生進路状況が出てい

ますが、日本国内に留まる方が多く、そのほとんどが進学されます。それはなぜかというと、日本語

教育機関で進学される方が多いというのが1点と、もう一つは福祉関係の専門学校の方がかなりいら

っしゃるので、それらの方々が進学されるということであれば大学に進むのかなと思われます。どう

いう傾向を進路として希望する方々が来られているのかは大変重要です。もう一つ面白かったのは、

29ページに学校別留学生数が出ています。意外だったのが、専修学校のところでファッション系、ビ

ジネス系の方が非常に多いのですね。昔の感覚だと学校には勉強するために来て、そこから就職を求

める形でしたが、基礎的な法律や経済を勉強するというよりも、もっとビジネス的な方向の人が増え

てきています。28ページには出身国（地域）別留学生数が出ており、中国の方が一番多いのですが、

最近の動きを見てみるとベトナムの方が増えています。さらにネパールの方が近年非常に多いのです

ね。留学生の出身国や留学で身に着ける知識・技術の希望がどういうふうに変わっているのかを見る

と、今後どういう方向へ重点的に支援していけばよいのかを考えることができます。留学生がサービ

ス需要に向かって流れているのであれば、そちらのほうに支援すれば効果が高いと思います。なぜベ

トナムやネパールの留学生が急に増えているのでしょうか。人口比から考えると非常に大きな変動だ

と思いますので、何か要因があるのかなと思います。報告書では大学名を出していますが、調査票を

見ると学部名の記載も求めています。学部名まで出して公表するのは難しいと思いますが、結果を総

括して経済学部、法学部等、学部別国別にどういった人が来ているのか、かなりタイムスパンの長い

調査ですので、経年で追いかけるとどういうふうに留学生側の需要が変わっているのかを見ることが

できます。留学生側の需要を見て施策を打つことが必要であると思います。今後留学生側の需要の動

向を分析するという評価が今後付け加えられると、この調査の意義がより高まると思います。すぐに

は難しいと思いますが、せっかくこれだけデータがありますし、個票をお持ちですから、そういう解

析をされると有効だと思います。 

（森崎会長）大変よいご指摘だと思います。推移のみグラフがありますが、ほかの報告書に比べて図

が少ないので、大学、専修学校、日本語教育機関といった大きな括りでの違いや特徴が分かるグラフ

を載せると、より見えてくるものがあるのではないでしょうか。そういったものを一緒に送付して調

査依頼されると、答える側も色々感じながら答えられると思います。ご面倒ですが、よろしくお願い

します。 

（国際課）最近では日本語教育機関の割合が大きくなってきたり、国別ではベトナムやネパールが増

えてきたという傾向がありますので、そういったものをお示ししながらということですね。 

（岡部副会長）先ほどもお話があったように専修学校にぐっと流れており、グラフからもこの2、3年
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大きく伸びているのが分かりますね。この調査は新しい動向を知らず知らずのうちに捉えている可能

性があります。大学等のアカデミックなものではないところにいろいろなニーズがあることが分かり

非常に面白く、公共性の高い調査だと思います。三井委員がおっしゃられたように、ニーズがどこに

あるのか調べていただけると、大変有意義な調査になるのではないかと思います。 

（森崎会長）三井委員のご指摘いただいた点は非常に重要だと思います。私も大学におりますので、

留学生と聞くとつい大学と思ってしまいますが、こういう傾向があるとなりますと、県でも大学だけ

を見て施策を考えるのとはまた違う形になりますよね。今後特に留学生はいろいろな形で増えていく

ことが予想されます。今後の調査は非常に期待されると思いますので、ご面倒ですがよろしくお願い

いたします。 

（平湯委員）留学生の居住地を調査されており、分析の仕方によっては非常に貴重なデータとなるの

ではないかと思います。23ページに居住地別留学生数が掲載されており、県内が81.3％、県外が

18.6％となっています。この値は注目すべき値と思います。例えば学校の所在地が県の東京寄りなの

で東京に住んでいるのか、東京寄りではないのに東京に住んでいるのかといった学校と居住地の紐づ

けもできると思います。東京23区に住んでいるということは、東京でアルバイトをしたいといった意

図があるのかもしれません。分析の仕方によっては大変面白い結果が出ると思います。 

（森崎会長）ほかにどうでしょうか。 

（岡部副会長）3点あります。1点目、この調査が新規という扱いになったのはどうしてでしょうか。

2点目は、調査票に少し分かりづらいなと思ったところがあります。8ページの調査票1に「学部と大

学院は、それぞれ別々に「調査票1～4」を作成してください。」「県内市町村に分かれている場合は、

その市町村ごとに調査票1～4を分けて作成してください。」とあります。分けて作成してくださいと

は、調査票をコピーして市町村ごとに分けてほしいということでしょうか。 

（国際課）キャンパスがいくつかの市町村に分かれている場合には、それごとに書いてくださいとい

う意味です。 

（岡部副会長）「学部と大学院は、それぞれ別々に「調査票1～4」を作成してください。」とは、調

査票1の学部名等のところに分けて書いてくださいということですね。 

（国際課）そうです。キャンパスがいくつかに分かれていれば、またさらにキャンパスごとに学部名

を書いていただくことになります。 

（岡部副会長）キャンパスが分かれていると、またコピーして別のものに書くということになるので、

2つ目の米印には「コピー可」と追記したほうがよいのではないでしょうか。 

（国際課）調査票を送る際、すでにいろいろな大学の学部やキャンパスについてある程度把握してい

るので、複数キャンパスがある場合は複数部送付しています。 
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（岡部副会長）複数部送るのですね、分かりました。それともう1つ調査を受ける側として分かりに

くいなと思った点が、12ページの調査票4の「その他（含む未定、不明）」という項目です。母国の

内訳に不明、AB以外の国の内訳に不明、全体にもDの不明があります。実情としては仕方ないのかも

しれませんが、これはどういう区分でしょうか。 

（国際課）ある程度母国やそのほかの国ということは分かっても、就職先が細かく決まっていない場

合もあります。そもそもどの国に行ったのか不明という場合もあり、それはDの不明に含んでいます。 

（岡部副会長）そういうことはよく起こるのですよね。母国に行ったことは分かるけれど、進学か就

職か分からないということでしょうか。 

（国際課）そうです。 

（岡部副会長）これは仕方がないかなと思います。もう一つ、同じ調査票4に「2 県内には前期課程

のみを学ぶ課程しか置かれていないため、卒業生はいない。」という選択肢があります。これは例え

ば、横浜キャンパスでは1つのカリキュラムの中の最初の1年間だけ、残りは相模原キャンパスという

ようなイメージでしょうか。前期課程といった場合、大学院では博士課程前期という修士課程、マス

ターコースをいう言葉です。大学院に送った場合は混同するので、もし言葉遣いの工夫がありうるの

であればお考えいただけますでしょうか。 

（国際課）卒業時に、そのキャンパスにいる、いないで、県は判断しています。いなければそこでは

回答しないという形になります。 

（岡部副会長）いずれにしても、前期課程という言葉が大学院に送る場合にはマスターという意味に

取られてしまう可能性があるので気になりました。 

（森崎会長）岡部副会長は大学院におられるので、特に気になるのかもしれませんが、大学院ならは

っきり「大学院前期課程」となるので、ただ普通に前期課程といえばこれで大丈夫かもしれません。 

（岡部副会長）これで大丈夫なのかもしれません。必要があれば直していただければと思います。 

（森崎会長）大学院は特別で、大学院の前期課程であれば大学院と付けなければならないという方が

強いので、入れなかったら大学院とはとられないと思います。 

（岡部副会長）大学院以外に送られる場合は、何の問題もありません。 

（国際課）では最初にご質問いただいた今回新規案件として扱っていることにつきまして、この調査

については平成2年から行っているのですけれども、統計法の改正に伴って総務省への届出が必要な

調査となったということで、今回諮問をさせていただきました。一度平成11年度に審議会へ諮問した

のですが、その時には内容的に業務統計に近いというご意見をいただいているという中で、次年度以



－8－ 

降は特段諮問することなく昨年まで継続して調査してきたという経緯がございます。ただ今回総務省

へ届出すべき統計にあたるということですので、改めまして諮問させていただきました。 

（岡部副会長）ありがとうございました。 

（廣瀬委員）大変細かいことで恐縮なのですが、報告書について、表等は西暦と和暦が併記されてい

るところが多いのですが、27ページの注釈の中で西暦と和暦が混在しているので、そちらはどちらか

に統一したほうが親切だと思います。 

（平湯委員）内容ではなく書式面についてです。セルの幅が一定ではないようです。例えば12ページ

の調査票4を拝見しますと、「C.AB以外の国」は就職、進学と分かれていますが、A、Bより回答欄の

幅が狭くなっているため、Cにまず目が向く回答者が多いのではと思います。今回の調査は実態調査

であるため、そこまで気にする必要はないとは思いますが、これがもし意識調査などの場合ですとバ

イアスがかかってくる場合もあると思いますので、念のため調整をした方がいいと思います。併せま

して、13ページからの結果表についてもセルの幅が違います。また、15ページの表では項目によって

セルの幅が異なっておりますが、何か意図があるのでしょうか。最終的には調整されると思いますが、

こういった細かい点についてもきちんと調整した上で調査をされたほうがよいのではと思います。 

（森崎会長）そうですね、揃っていないと何か意味があるのかと余分なことを考えてしまいますね。 

（森崎会長）ほかに、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、諮問依頼課は委員から出

された意見を十分考慮し、必要に応じて会長である私に報告いただくことを条件にこの調査を実施す

ることで了承してよろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）それでは了承することにいたします。答申につきましては、本日の審議を踏まえたうえ

で、会長である私に一任ということでよろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）ご了承ありがとうございました。 

【諮問案件2「神奈川県における障害者の公共スポーツ施設利用状況調査」】 

（森崎会長）教育局体育センターが実施を予定しております諮問案件2「神奈川県における障害者の

公共スポーツ施設利用状況調査」について審議します。それでは、この調査について諮問依頼課から

説明をお願いします。 
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 ＜体育センターから調査内容を説明＞ 

（森崎会長）ありがとうございました。ただいま、説明のありました調査内容につきまして、ご意見

のある方は発言をお願いします。 

（新瀧委員）そもそもの前提なのですが、公共施設の場合に障害者の方から利用申込があった場合に

どう対応するのかという、マニュアルのようなものはあるのですか。 

（体育センター）施設によって異なると思いますので、ないと回答が返ってくる可能性もあります。

それを一括して把握している状況ではございません。 

（新瀧委員）あと、本調査でいう障害者というのは、障害者手帳を持たれているということなのか、

例えば少し耳が遠い方まで含むのか等、どの範囲まで含まれるのかというのは回答される側の方が分

かるものなのですか。 

（体育センター）施設側が把握している範囲でご回答していただくということで考えております。例

えば、障害のある方の種別としまして、内部障害等は一見したところでは分からないところもありま

す。ただ、施設側として内部障害をお持ちの方が申告されていて把握している場合もあるので、そう

いう場合はこの調査用紙に記入していただき、できる限り把握したいと考えております。 

（新瀧委員）公共施設の場合には、そのような方がいらした場合に日誌を書くといったようなことは

義務付けられているのですか。 

（体育センター）義務付けられてはおりません。 

（新瀧委員）そうすると、新規の調査でこの調査票が来た場合、記録があるケースと、記憶だけで記

入するケース等、色々分かれてくるということでよろしいですね。障害者の方がスポーツをしやすい

ような施設とか、特化したようなところはあるのですか。 

（体育センター）特化したような所ですと社会福祉施設等がありますが、今回の調査では、県のスポ

ーツ課がスポーツ施設として把握している、県内市町村や県立の施設が対象です。 

（新瀧委員）特化したという言い方は不適切かもしれませんが、障害を持った方でも利用しやすいよ

うな施設、一般の人が使うことが前提の施設という色分けが一般的にあるのだとすると、公共のスポ

ーツ施設全体を調べると、結果として調べたいところが薄まるのかなと思いました。そういうものが

ルールとして決まっているのか、決まっていないのかというところをお聞きしたいと思います。 

（体育センター）それぞれの施設で決まりというものはないのですけれど、今回の調査では全体の実

態を把握するというところで、障害のある方が把握できる範囲で県内の施設にどれだけ来られていて、

それぞれ工夫されているところも含めご回答いただければ、今後の障害者スポーツの振興につながる
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のかなと考えております。 

（新瀧委員）そうすると、お話をお聞きした中でのイメージですが、きちんと把握しているかどうか

というところが分かるような選択肢を付けていかないと、責任を持った回答であるのか、イメージと

記憶で回答者が回答されているのかというところが混ざってしまいます。きちんと記録を付けた裏付

けのある数字であるのか、そうでないのか、最初のほうで記録する等の対応をとられているのかをお

聞きしないと、実態はより分からなくなってしまうのかなと思います。 

（森崎会長）確かにイメージで記入するとまた違ってきますね。ほかにありますか。 

（廣瀬委員）今回、調査周期としては1回限りとなっています。今後障害者のスポーツの振興化とい

う点でいうと、今受け入れられていない施設に対しては何らかの設備投資が必要であったり、すぐに

改善というのはなかなか難しいような項目だろうとは思いますので、毎年調査を行う必要というのは

ないと思いますが、その後どう改善していったのかということを知る意味では、3年毎なのか、5年毎

なのか、どれ位の周期がいいのかは分かりませんが、やはり経年チェックをしていかないと、振興で

きているのかどうかが分からないのではないでしょうか。 

（森崎会長）1回限りという言葉が少しきつく感じるかもしれません。皆さん何年か後に調査をやる

のではないかと思いますけれども、継続が大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（平湯委員）前提として、平成28年度公立スポーツ施設設置状況調査をされた上での全数調査という

ことですが、その調査結果は参考にはならないのでしょうか。諮問案件2の7ページ、問5「貴施設が

所有する施設をすべてお答えください。」は、調査内容が同じではと思うのですが、改めて調査する

必要があるのでしょうか。 

（体育センター）所有する施設について、スポーツ課の調査と全く同じ選択肢ではありません。何の

施設を所有しているのかは、ある程度把握は出来ているのですけれども、例えば今回複合遊具やクラ

イミングウォールを選択肢に加えています。 

（平湯委員）より詳細にということですね。また、問6はプールについて、問7は体育館についてです

が、問5では所有施設を多数調査されていますので、その中で、今回はプールと体育館に着目したと

いう状況ですね。 

（体育センター）そうですね。 

（岡部副会長）なぜプールと体育館だけに限定するのかよく分からなかったのですが、何か理由があ

るのですか。 

（体育センター）障害のある方の実施種目としてどんな種目をどれだけ実施しているのかという調査

が先行研究にないので、数値としては分からないのですけれども、障害のある方がスポーツ施設に来



－11－ 

られた時に、プールを活用している事例が多いということを耳にします。また、プールは障害のある

方が運動をしやすい設備であるので、利用者数や工夫している点、条件等を深く聞いてみたいと考え

ています。体育館についても、問7の2のように障害のある方が体育館を使いたいときにどのような条

件があるのかを聞きたいと思っています。体育館によっては、障害のある方が利用しにくいような状

況があるのではないかということがありまして、プールと体育館にスポットを当てて、今回調査した

いと考えています。 

（岡部副会長）プールや体育館に限定する政策的な理由があるのではなくて、調査する側の問題関心

から調査するということですか。 

（体育センター）そうですね。ただ、プールと体育館の各施設の条件等を聞いた上で、今後プールと

体育館の振興について考えていきたいと思っています。 

（安達委員）調査票の配布方法、回収方法で分からないことがあります。郵送と逓送では違うのでし

ょうか。 

（体育センター）郵送は、一般的に言われる郵便局を使ったような送付で、逓送は神奈川県の組織の

中にある、無料でやりとりできるシステムを指します。 

（森崎会長）ほかにありませんか。 

（岡部副会長）この調査は結構専門性の高い内容なのではないのでしょうか。誰にでも分かることで

はなく、障害を持っている方でないと分からないような問題もかなり関わっているので、専門的な内

容のアンケートなのではないかと思いながら拝見しました。そうすると、選択肢の設定がこれでいい

のか判断つきかねる部分がありました。諮問案件2の4ページ、調査実施機関の欄に「ただし、調査票

作成及び分析は、笹川スポーツ財団、横浜国立大学の助言・補助を受ける。」とあります。ある程度、

障害者スポーツについて、専門性のある人が選択肢の設計に関わっておられるのですか。 

（体育センター）そうですね。笹川スポーツ財団については、スポーツ庁の委託事業で障害のある方

についての調査実績もあります。笹川スポーツ財団を取り仕切っている方と一緒に実施する予定です。

先行して行われた障害者スポーツに関する調査がありまして、そちらの調査の作成に携わっていたの

が、笹川スポーツ財団です。調査票の選択肢等を設定する上では、先行調査の反省を全て活かした形

で、神奈川県で調査をやってみようとしています。 

（森崎会長）笹川スポーツ財団については分かりました。横浜国立大学の助言というのは何でしょう

か。横浜国立大学だけだとぼんやりしているので、何か具体的なものがあれば教えてください。 

（体育センター）横浜国立大学の海老原修教授です。 

（森崎会長）専門とされている教授ですか。 
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（体育センター）スポーツ関連で、最近は障害者のスポーツについて論文等を執筆されており、アド

バイスをいただいております。 

（森崎会長）それであれば、名前をお出しするのがいいのか悪いのか分かりませんが、もしお名前を

出せないということであれば、「横浜国立大学の（例）スポーツ研究室の助言・補助を受ける」等、

具体的に書かれたほうがよいと思います。ほかにありますか。 

（三井委員）11ページのクロス集計表の見方を教えていただけますでしょうか。 

（体育センター）クロス表は、横の行と縦の列が交差しているところに丸が付いているところをクロ

スして集計する予定です。例えば、一番上の行ですと、縦軸の問2「平成28年度障害のある方の利用

がありましたか」という設問と、横軸の問1の6「施設の指定管理者」の交差しているところに丸をつ

けています。この場合、集計する際に指定管理が入っている場合と入っていない場合で、障害のある

方の利用に差はあったのかというように、条件を重ね合わせて分析していきたいと考えています。 

（三井委員）そうすると、問4にはどこにも丸を付けていないので、そういう集計はしないというこ

とでしょうか。 

（体育センター）これはあくまで調査する前の予定なので、調査用紙が返って来て、初めて実際にど

のような条件で差が出るか分かるということもあると思います。もちろん丸が付いていないところは

絶対見ないということではないのですが、丸が付いているところは調査実施前から重点的に注意をし

て見ていきたいと考えています。 

（三井委員）細かいところなのですが、クロス集計表で問6の枝番が1から5まで振ってありますが、

調査票では問6の枝番は1から3までしかありません。問6の枝番4、5は問7で、それ以降ずっと番号が

ずれているのだと思います。また、表頭の問1の下に1行開けて「貴施設の概算」とありますが、これ

は1行上じゃないでしょうか。表側とあっておらず、表がずれているのではないかと思いますので、

チェックしていただければと思います。 

（体育センター）ありがとうございます。 

（森崎会長）ほかに何かありますか。 

（平湯委員）6ページの問1の3についてです。(1)ありの場合は矢印があり右側に西暦を記入すること

になりますが、(2)なしの場合は右側に何も書かないということでしょうか。 

（体育センター）そうですね。 

（平湯委員）ということは、(1)あり、(2)なしともに右側のセルに選択肢を設定したほうがよいので

はないでしょうか。なしの場合は、右側の(2)なしに丸をするというほうが分かりやすくてよいと思
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います。 

（体育センター）ありがとうございます。 

（森崎会長）ほかにありますか。 

（廣瀬委員）経費の概算が5万円ということですが、これは調査実施機関への委託費は含まれていな

いのでしょうか。それとも無料なのでしょうか。 

（体育センター）含まずにです。 

（廣瀬委員）もう一つ、逓送という話があったのですが、いわゆるパソコン上のウェブデータでの実

施ではなく、戻ってきたものは紙媒体で、手計算で集計するということでしょうか。 

（体育センター）はい。 

（森崎会長）ほかにありますか。 

（新瀧委員）これは平成30年6月に調査するけれども、28年度のことをお聞きするということで良い

のですね。 

（体育センター）なぜあえて28年度にしたかというと、調査対象が公共スポーツ施設で市町村も含む

ため、市町村によっては調査実施期間までに29年度の集計が間に合っていない恐れがあります。確実

に集計がまとまっているということで、あえてここは28年度とさせていただいております。 

（新瀧委員）集計というのは、現場に聞くのですか。 

（体育センター）所管課です。 

（新瀧委員）所管課に聞くということは、さらに現場の状況は分かりにくいところということなので

すか。 

（体育センター）そうとも取れますが、所管課の方でしっかり現場と連絡を取っています。例えば、

所管課に調査用紙を送った結果、実際に回答していただくのは現場で運営している方ということもあ

ると思います。以前もスポーツ施設の調査を行っているので、そこでの実績も踏まえてしっかり回答

していただけると思います。 

（新瀧委員）分かりました。もう一つ補足ですが、3ページの実施要領の一番下、調査票提出期間が

「平成30年6月31日まで」となっていますので、修正してください。 
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（体育センター）大変申し訳ありません、同様の件でもう一箇所修正させていただきたいと思います。

諮問案件2の5ページの依頼文の中に6月29日とありますが、こちらも30日ということで統一したいと

思います。 

（新瀧委員）6月30日だとすると土曜日ですね。営業日ということで、調査期間としては29日金曜日

まででよいのではないでしょうか。 

（体育センター）そうですね、調査期間としては全て依頼文のとおり6月29日金曜日までです。実施

要領及び第7号様式についても揃えさせていただきます。大変失礼いたしました。 

（森崎会長）ほかにありますか。 

（廣瀬委員）28年度の調査ということですけれども、今回は期日が決まっているのかもしれませんが、

非常に調査年度が古く感じてしまいます。確実にデータが揃う頃合に調査を実施して、29年度のアン

ケートを取ったほうが今後活用に繋がるのではないかと思いました。そもそも実施時期を見直された

方がいいのではないでしょうか。 

（体育センター）内容的には全国でも詳細な調査は初めてとなると思います。今回1回限りというこ

とで確実に数字のとれる平成28年度の調査を第一歩としてやらせていただきますが、ご意見いただい

たように、最新のデータということであれば、今後継続して調査を行っていくかどうかを検討してい

きたいと思います。 

（森崎会長）せっかく神奈川県がリードして調査するのであれば、是非頑張って欲しいと思います。

ほかにありますか。 

（平湯委員）公表日が平成31年8月ということですので、その時点で平成28年度のデータを公表とい

うのは少々公表が遅いように感じます。 

（体育センター）予定としましては、ホームページ掲載は平成31年8月ですが、平成31年3月に体育セ

ンターの研究会で発表する場があります。その時点で報告書をまとめて発表し、さらにホームページ

に掲載するのは8月という意味合いで記載しました。 

（森崎会長）本当の1回限りであれば調査期間を後ろにずらして新しいデータを取るということを検

討されたほうがよいと思いますが、今後もやるということであれば、トライアルとして先駆けて行う

というのもよいのではないかと思います。 

（森崎会長）ほかに、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、諮問依頼課は委員から出

された意見を十分考慮し、必要に応じて会長である私に報告いただくことを条件にこの調査を実施す

ることで了承してよろしいでしょうか。 
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＜一同了承＞ 

（森崎会長）それでは了承することにいたします。答申につきましては、本日の審議を踏まえたうえ

で、会長である私に一任ということでよろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）ご了承ありがとうございました。 

【諮問案件3「神奈川県工業生産統計調査」】 

（森崎会長）政策局統計センターが実施を予定しております諮問案件3「神奈川県工業生産統計調査」

について審議します。それでは、この調査について諮問依頼課から説明をお願いします。 

 ＜統計センターから調査内容を説明＞ 

（森崎会長）ありがとうございました。ただいま、説明のありました調査内容につきまして、ご意見

のある方は発言をお願いします。 

（森崎会長）まだ皆様ご意見がないようですので、私から確認なのですけれども、諮問案件3の2ペー

ジの母集団の大きさについてです。1271の事業所というのは、属性的範囲の「食料品製造業及び飲料

製造業を営む事業所」が1271あるということでよろしいでしょうか。 

（統計センター）そのとおりです。 

（森崎会長）そうですか、ありがとうございます。本案件は有意抽出ですけれど、有意ということで

すから基準があります。基準は、先ほどご説明のあった諮問案件3の13ページの「1 採用品目の選定」

にある、「生産金額合計の8割超をカバーするよう出荷金額の高い品目を選定した。」でよろしいで

しょうか。 

（統計センター）そのとおりです。 

（森崎会長）その結果39事業所ということですから、品目の割合が小さい事業所が非常に多いという

傾向があるということですね。なるほど分かりました。以上確認です。 

（岡部副会長）グルタミン酸ソーダは調査しなくなったけれども、調査する事業所はやはり39事業所

のままだということですか。その理由がよく分からなかったのですが。 

（統計センター）品目数は変わりますけれども、1つの事業所で複数の調査対象品目を調査しており
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ます。 

（岡部副会長）大きな事業所ではグルタミン酸ソーダも生産していたけれども、別の品目も生産して

いたということですね。そもそもよく分からないのですが、この政府の生産動態統計調査で、食料品

や飲料製造業は神奈川県の約1割を占めているのですよね。それを全然調査していないのですか。 

（統計センター）各省庁の所管がございまして、生産動態統計調査は経済産業省の所管である一方、

食料品や飲料製造業は農林水産省の所管です。農林水産省の統計を二次利用して、国でも調査をして

いるということです。経済産業省の調査ではなくて、農林水産省が調査しているデータを活用してい

るので、生産動態統計調査としての調査はしていないということです。 

（岡部副会長）農林水産省のデータを二次利用しているから、生産動態調査では調査しなくていいと

いうことですか。 

（統計センター）そうです。ただ農林水産省のしている調査は、国という大きなくくりでの調査が非

常に多くなっています。神奈川県という単位でデータを還元していただけるものがある程度はありま

すがそこまで多くないので、そういったものに関しては県として単独で調査する必要があります。 

（岡部副会長）地域別の層化抽出ということはやっていないということですか。 

（統計センター）そうですね。 

（安達委員）そうすると、国の工業統計調査では、飲料水等の調査はしていないということですか。 

（統計センター）しています。工業統計調査は年に1度の調査となっており、ウエイトを見たり、全

体的にどの品目の生産が大きいか等は工業統計調査で把握しています。神奈川県工業生産指数は毎月

の動きを見るということから、毎月の動きを追うという観点でこういったデータを調査して補完する

必要があるということです。 

（岡部副会長）農林水産省のデータで神奈川県が重なっている部分はないのですか。 

（統計センター）いくつかはあります。そういったものは二次利用で活用しようと考えており、使わ

せていただけるよう別途お願いをしているものがございます。 

（岡部副会長）39事業所のいくつかは、すでに農林水産省のデータを使っているのですか。 

（統計センター）39事業所の中には、農林水産省のデータは入っておりません。 

（岡部副会長）そうすると、経済産業省の調査と、農林水産省の調査と、県の調査と3つあるという

ことですか。 
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（統計センター）ほかに県の所管外といたしまして、鉄道や船、鋼船といったものは国土交通省から

データをいただいております。また、医薬品に関しては厚生労働省からデータをいただいております。 

（岡部副会長）ということは、データ還元される約700事業所の中に、経済産業省から来ているもの

以外に、少しだけ農林水産省ですとかほかの省庁のデータが含まれているということですか。 

（統計センター）700事業所の中には入っておりません。これ以外にも全く別のところからもデータ

をいただいているという形です。 

（岡部副会長）なるほど、分かりました。 

（新瀧委員）ルールに従ってやられているのですよね。今回は経済センサスの名簿を使わないという

のも、そういう決め事だから、そのようにされるということでよろしいですね。事業所自体は把握し

ているということで、平成28年経済センサス-活動調査の品目編のデータは公開されているため、同

じような作業はできると思うのですけれど、新しい品目が抽出された場合に名簿が使えないから、平

成26年工業統計調査のデータでやるということですか。恐らく平成29年工業統計調査のデータを使っ

ても、あまり結果として変わらずにできるのではないかと思っているのですけれども。 

（統計センター）そうですね。大きな事業所の出入りがさほどなければ、工業統計には毎年そこまで

大きい動きはないので、恐らくセンサスのデータも平成26年工業統計調査と大きな変動はないであろ

うということで、今回平成26年工業統計調査を使用しております。最終的には総務省から「使ってよ

い」という許可が下りない限りは、県として経済センサスのデータを使って抽出をしましたと申し上

げられませんので、今回に関しては平成26年工業統計調査のデータを使わせていただいております。 

（新瀧委員）品目編の中では、例えば調理パンや寿司・弁当のほうが生産品目としては高いのですけ

ど、それを採用されてないのは、中の品目が非常にばらけているという判断ですか。 

（統計センター）事業所数が非常に多くて、50～60の事業所に調査しないと、生産金額8割を超える

調査を行えないので、そういったものについては対象としておりません。 

（新瀧委員）秘匿が非常に多いため、なぜこう動いているのか分からないのが、分析者としては悩み

なのです。食料品についてはほとんど消費財なので該当しないのですが、例えば輸送機械ならば、他

県でされているように業種と特殊分類をクロスして、輸送機械の投資財、輸送機械の耐久消費財とい

った形で集計されると、秘匿がなくなるケースがあります。神奈川は比較的生産品目が多いのでやり

やすいと思いますが、今のような方法ですと、神奈川といえども品目ベースについてはほとんどのデ

ータが秘匿になってしまいます。以前情報通信等でも内訳が1つしか出ていないこともありました。

内訳を示していながら、秘匿によって実際は内訳を示していないというのが公表の実情となっている

と思います。それを回避するためには、1つの方法として業種分類と特殊分類をクロスした指数を開

示されると、輸送機械が上がったのは耐久消費財の影響であるのか、投資財の影響であるのかという

ことを分析者としては分析しやすくなるので、意見として生産指数の月報の公表形態としてご検討い
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ただけるとありがたいと思っております。 

（統計センター）検討いたします。ご意見ありがとうございました。 

（三井委員）諮問案件3の3ページは現行の実施要綱で、これを今後改訂するということですか。別表

は差し変わるということですよね。 

（統計センター）はい、変わります。 

（岡部副会長）13ページですが、経済センサスについて国の判断としては6月以降でないとその使用

を認めないということですが、二次利用申請とは以前からあったのでしょうか。事業所・企業統計調

査は実際に県にデータやリストなどがあって、アンケート調査などで使わせてもらっていた気がする

のですが、誤解でしょうか。 

（統計センター）基本的には別の目的で行われる調査なので、指数のための品目選定で使うためには、

総務省に二次利用の申請をして、その目的であれば使っていいという承認がなされてからでないと、

使ってはいけないという形になっております。 

（岡部副会長）経済センサスを実施するのは、県ですよね。 

（統計センター）実施主体は総務省と経済産業省です。 

（岡部副会長）主体はそうですけれども、実際に調査をやるのは県や市町村ですよね。そのデータが

国に渡して県にデータは残らないのですか。 

（統計センター）基本的には全てを集計したデータを県に還元していただくという形です。国が直接

調査を行っている部分もあります。大規模な事業所などは、国が直接調査票を取っておりますので、

県には還元のデータが降りてこないと、分からないということになります。 

（岡部副会長）お金もかかるのですか。 

（統計センター）お金はかかりません。 

（岡部副会長）経済センサスの名簿が県にありそれを使ってもよいですかと確認するわけではなくて、

データベースそのものがないということですね。ということは、国の集計が遅れているということで

すか。 

（統計センター）経済センサスは前回もそうだったのですが、集計に時間がかかる調査ですので、大

体例年の工業統計調査と比べると1年近く遅れての公表となります。 
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（三井委員）諮問案件3の2ページの添付資料に抽出計画とありますが、どの資料を指していますか。 

（統計センター）諮問案件3の13ページを指しております。 

（三井委員）諮問案件3の13ページの内容が抽出計画ということですね。それから、工業生産指数月

報の数字についてお聞きしたいのですが、前回調査報告書の8ページにある特殊分類生産者出荷指数

ですが、耐久消費財のところが平成27年で28.8と非常に低い数字になっております。また、原指数の

平成29年11月の数字が21.2と非常に低い数字になっておりますが、なにか特殊な要因があったのでし

ょうか。 

（統計センター）個別の情報については、申し訳ありませんがお答えできません。企業が特定されて

しまうケースがあるため、この数字がなぜ下がったかというような話は申し訳ありませんがお答えで

きません。 

（三井委員）分かりました。12ページの月報の流れの中で、還元データとありますが、これは集計結

果ですか。それとも個票データですか。 

（統計センター）個票データです。 

（三井委員）それであれば、イレギュラーな動きがあれば、原因は県でも分かるということですか。 

（統計センター）原因を把握するというよりは、あくまでも指数を作るというものとして、数字に間

違いはないか、という確認の仕方になります。あまりにも数字が1桁、2桁少なくなっているような場

合には、経済産業省へ照会をしまして、今月のこの品目については非常に少なくなっているのですけ

れども、数字として桁ずれ等の誤報告ではないでしょうか、というようなチェックはしております。 

（三井委員）異常値チェックは行った上で問題ないということですね。分かりました。 

（森崎会長）ありがとうございました。ほかにありますか。 

（新瀧委員）基準改定後の数字はいつ発表される予定ですか。 

（統計センター）今現在の予定でよろしいでしょうか。平成30年12月に、改定した数字で10月分を公

表したいと考えております。しかし国の作業も遅れておりまして、当初4月公表の予定だったのです

が、その予定は難しそうだという話があります。 

（新瀧委員）ありがとうございます。 

（森崎会長）月報の報告の仕方ですが、前回調査報告書を見ると、最初に数値があり、グラフとなっ

ておりますので、先にこれを見ることによって、生産動向が上がってるか下がってるかが非常に分か
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りやすいのですが、国では景気の動向が今どういう状況なのかということで、在庫循環図というのを

よく作っております。神奈川県では在庫循環図を作って月報等で報告するということはありますか。 

（統計センター）年報には、記載をしてございます。月報には毎月載せることはしておりません。 

（森崎会長）月報では難しいということですね。景気の動向が一目で分かりますから、分析者として

は非常に分かりやすい資料であります。ありがとうございました。 

（森崎会長）ほかに、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、諮問依頼課は委員から出

された意見を十分考慮し、必要に応じて会長である私に報告いただくことを条件にこの調査を実施す

ることで了承してよろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）それでは了承することにいたします。答申につきましては、本日の審議を踏まえたうえ

で、会長である私に一任ということでよろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）ご了承ありがとうございました。それでは、本日の審議会は終了いたします。 


