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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29年7月14日（金曜日）13時30分から15時40分 

開催場所 

かながわ県民センター 15階 共用研修室 

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、伊藤匡美、新瀧健一、平湯直子、廣瀬佳恵、三井康正 

審議経過 

（森崎会長）これより平成29年度第1回神奈川県統計報告調整審議会を開催いたします。事務局から

平成29年度統計調査計画、平成29年度審議予定案件についてご説明をお願いいたします。 

 ＜事務局から平成29年度統計調査計画、平成29年度審議予定案件について説明＞ 

（森崎会長）ありがとうございました。本日の審議案件は3件です。会議次第にしたがって、進行さ

せていただきます。 

【諮問案件1「廃プラスチック類の分別に関するアンケート調査」】 

（森崎会長）環境農政局環境部資源循環推進課が実施を予定しております諮問案件1「廃プラスチッ

ク類の分別に関するアンケート調査」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。 

 ＜資源循環推進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。 

（岡部副会長）この調査は、横浜や川崎は除くのですか。 

（資源循環推進課）はい。廃棄物処理法上の政令市というのが、横浜、川崎、相模原、横須賀市とな

っておりまして、そちらはそちらの市の方で行政、許認可等を行っておりますので、それ以外の部分

について、県の所管ということで、調査を行ってまいります。 



－2－ 

（岡部副会長）この4市については、独自に調査を行っているのですか。 

（資源循環推進課）こういった同様の調査を行っているかどうかは、聞いたことはございません。 

（森崎会長）ほかにご質問はありますか。 

（伊藤委員）9ページの一番下に3Rのお話があるのですけれども、「3Rの一つであるRecycleを促進す

るためには」と始まり、「以下のことをお伺いします。」といって次のページにいってしまうのです

よね。ですので、もしよろしければQ4に近いところに、この二重括弧があった方がよいと思います。

今の位置ですと、Q3に附随する注意書きのように見えてしまいますので、見栄えだけ直していただけ

ると嬉しいと思いました。 

（三井委員）同じ9ページのQ1のところで、廃プラスチック類のほかに、紙くず、木くず、繊維くず

の発生量もあわせて聞かれています。なぜ廃プラスチック類のほかに、紙くず、木くず、繊維くずの

発生量を聞く必要があるのか、意味がよく分からなかったので教えていただければと思います。 

（資源循環推進課）このアンケート調査を行った後の翌年度以降に計画している事業としまして、今

中小製造事業者が出している廃棄物をRPF化、燃料化することによって、再生利用率を向上させよう

という事業がございまして、この調査はそのためのデータ集めの調査です。RPFというのは、廃プラ

スチック類以外に、お示しした紙くず、木くず、繊維くずを原料として製造されるものですので、メ

インは廃プラスチック類なのですけれども、それ以外のデータも必要になります。 

（三井委員）この集めた紙くず等のデータがどこにも反映されないようですと、何のために聞くのだ

ろうと疑問に思ったのですが、今の説明で分かりました。 

（岡部副会長）今の質問に関連して、初めての調査なので実施してみないと分からない点もあると思

いますが、回答する人はある程度廃棄物の発生量が分かるのでしょうか。例えば、産業廃棄物の調査

ですと、廃棄物をどういうふうに処理したのか記録をするシステムがあるようですが、今回は廃棄物

処理業者ではなく、普通の事業所が対象ですよね。すると、紙くずや木くずの発生量がどのくらいな

のかを実際答えられるのかどうかを少し不安に思いましたが、いかがでしょうか。 

（資源循環推進課）ゴミを出す排出事業者に対し調査を行うのですが、自分たちで処理している場合

は少なくて、大体処理を委託している場合がほとんどだと考えられています。その場合、契約を結ん

で処理した量に応じて委託料金を払っているという流れが考えられますので、当然発生した廃棄物の

量を把握しているものだと考えています。 

（岡部副会長）しかし、廃棄物処理業者ではなく、一般の事業所が対象ですよね。 

（資源循環推進課）一般の事業所も自分の事業所から出したごみは、当然処理をしていかなければな

らないのですけれども、処理業者に委託して処理しているということがほとんどだと考えています。
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その場合に、処理をした量によって処理料金を支払っているので、そういった中で自分のところでど

れくらい出したかという把握はしていると考えています。 

（岡部副会長）記録があるかは分からないけれども、把握はしているはずだということですね。分か

りました。 

（平湯委員）今の質問に関連してですが、処理を委託する際に契約はどのような単位でしょうか。 

Q1 はトン単位の方が書きやすいということはないでしょうか。 

（資源循環推進課）そこは事業所によって事情が異なるとは思いますが、キログラムあたりで契約し

ている場合もございますので大丈夫かと思います。 

（新瀧委員）あまり廃プラスチック類について詳しくないのですが、自分の知識では例えばペットボ

トルも廃プラスチック類ですが、調査の趣旨としては、従業員の食べたお弁当の廃プラスチック類は

調査対象に含まれないのですよね。つまり、事業活動によって生じた廃プラスチック類について調べ

ようとなさっているのですよね。 

（資源循環推進課）産業廃棄物なので、おっしゃるとおりです。 

（新瀧委員）そこの部分が、アンケートを受け取った側の人に伝わるかが分からないのですが。 

（資源循環推進課）今おっしゃられているとおり、従業員が日常の業務とは関係ないところで使った

ものは一般廃棄物に分類されるのですが、それを中小製造事業者に一般廃棄物は除いて集計してくだ

さいと依頼すると、かえって分からなくなってしまうので、プラスチックは廃プラスチック類として

答えていただきたいと思います。 

（新瀧委員）こだわってしまうと、かえって分からなくなるということですね。 

（資源循環推進課）法律的な区分を細かく出してしまうと、かえって分かりづらくなってしまいます。 

（新瀧委員）自治体によってこういったものを一般廃棄物として処理できるか違うという認識がある

のですが、神奈川県の4市を除いた自治体の場合には、どういった対応をとられているのですか。従

業員が出したごみと、事業用のごみを厳密に分けて出してくださいというところが多いのですか。市

によってバラバラなのですか。 

（資源循環推進課）従業員が出したごみは、法律上の分類からいえば一般廃棄物ということになりま

すけれども、事業所がどういった分類で出しているかという実態までは県で把握できていないので、

この調査においてはあくまで事業所の自己申告で調査をさせていただこうと思っています。 

（平湯委員）表現の統一（揺らぎ）についてです。Q3 の 3R「Reduce・Reuse・Recycle」についての



－4－ 

説明の中に「Recycle（再利用）」という記載があります。形を変えずにそのまま使用する Reuse を

「再使用」とし、再資源化し形を変えて利用する Recycle を「再資源化」「再生利用」と通常表現し

ます。「再利用」でも間違ってはいないと思いますが、ここでは Recycle を「再資源化」または「再

生利用」とした方が良いのではないかと思います。 

後の Q10 に「再使用、再生利用」という表現が出てきます。Q10 における「再使用」が Reuse、

「再生利用」が Recycle を意味しているのであれば、Q3 の Recycle も「再生利用」とすべきではな

いかと思います。 

（岡部副会長）Reuseも「再利用」になりますものね。 

（資源循環推進課）Q3の下の枠囲いにおける「Recycle（再利用）」を、「Recycle（再生利用）」に

修正したいと思います。 

（森崎会長）Recycleの括弧の中の表記を、適切に修正するということですね。 

（資源循環推進課）再生利用にさせていただきます。 

（森崎会長）11ページのQ7の質問項目の1番と8番ですけれども、「分別をしていない理由は何です

か。」との問いに対し、1番では「必要性を感じない」、8番では「特にない」とあります。2つの選

択肢に区別はありますか。特別に項目を分けた理由は何でしょうか。 

（資源循環推進課）分別をする、しないということに対して、検討していただいた上で「必要性を感

じない」として分別をしていないのか、単純に何も考えていなくて分別していないのかという、積極

性と消極性の差です。 

（森崎会長）選択肢として「必要性を感じない」がトップにきています。検討しているが、必要性を

感じないという意味での「必要性を感じない」ということでしょうか。 

（資源循環推進課）選択肢としては、そういった意図で入れています。 

（森崎会長）受け取る側としてはどうでしょう。もしそうであれば、今おっしゃられたことを表現に

少し入れた方がよいと感じます。「必要性を感じない」という選択肢だけ見ると、ただ「特にない」

というようにもとれます。もし本当に1番と8番の選択肢が明確に違うのであれば、「特にない」と

「必要性を感じない」の選択肢を隣り合わせにした方が、はっきり違いを感じます。ご検討いただけ

ればと思います。ほかに何かご質問はありますか。 

（岡部副会長）10サンプルの業種もあるようですが、最終的なデータを公表するときに、産業別に分

けて公表するのですか。10サンプルくらいですと、たまたまということも起こる水準です。数が少な

いということが前提として分かるような形で公表するのであれば、問題ないとは思うのですが。 
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（資源循環推進課）集計した結果を検討して、サンプル数を載せる形で公表したいと思います。 

（森崎会長）事細かに産業別にどうかということを、いちいち報告することはないのですか。岡部副

会長が心配しているのは、産業別に公表するのであれば、結果的に1サンプルしかとれなかった場合

はそれでよいのかなということです。全体として調査結果がこうであるというのであればそれはそれ

でよいと思いますが。 

（岡部副会長）そうですね、全体としてならばよいです。 

（資源循環推進課）基本的には業種ごとに集計するつもりですが、抽出計画の中でご説明させていた

だいたとおり、回答数が3未満であればそのデータは公表しません。回答数が3以上になるよう、各業

種の標本数を10以上と設定しています。 

（森崎会長）分かりました。ほかに何かご質問はありますか。 

（新瀧委員）公表の仕方なのですけれども、抽出計画上、プラスチック製品製造業だけ特別扱いされ

ますね。製造業全体とすると、プラスチック製品製造業のところの特徴が強めに出ますね。すると、

プラスチック製品製造業とそれ以外という形で、プラスチック製品製造業を多く調べているのだとい

うことを意識するような内訳の公表を考えた方がよいのかなと思うのですけれども、いかがでしょう

か。プラスチック製品製造業の場合、廃プラスチック類が出やすいので、きちんと事業所が適切に処

理されている可能性が、自分の感覚としては多いと思います。そのサンプルが多いと、中小企業全体

として適正に処理をしているというバイアスがかかった数字になってしまうような気がするのです。

とすると、プラスチック製品製造業だけ別掲のような形で表章した方が正しい姿なのかなと感じます。 

（資源循環推進課）プラスチック製品製造業で分別が進んでいる、進んでいないということ自体が

我々は分かっていないので、それを別に分けて出すことが正しいのか、正しくないのかということは、

この場では何とも判断しかねます。結果を見て検討させていただきます。 

（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。 

＜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。引き続きまして、次第に従いまして、３番にあります
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報告事項について、以前の審議会で審議いたしました統計調査の結果を事務局からご説明していただ

きます。 

＜事務局から「平成28年度職域におけるがん検診実施状況調査（事業所）」、「平成28年職域におけ

るがん検診実施状況調査（医療保険者）」（保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課）、「平成28年

度神奈川県営水道についての事業所調査」、「平成28年度神奈川県営水道についてのお客さま意識調

査」（企業庁企業局水道部経営課）、「学校体育に関する児童生徒の意識調査―高校生の意識―」

（体育センター）の結果報告を説明＞ 

（森崎会長）ありがとうございました。 

【諮問案件2「神奈川県外国人観光客実態調査（ヒアリング調査）」、諮問案件3「神奈川県外国人観

光客実態調査（留め置き調査）」】 

（森崎会長）産業労働局観光部国際観光課が実施を予定しております諮問案件2「神奈川県外国人観

光客実態調査（ヒアリング調査）」及び諮問案件3「神奈川県外国人観光客実態調査（留め置き調

査）」について審議します。諮問案件2と3は関連する事案ですので、一緒に審議するということでよ

ろしいでしょうか。 

＜一同了承＞ 

（森崎会長）それでは、ご了承いただきましたので、この調査について諮問依頼課から説明をお願い

します。 

＜国際観光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、ご質問、

ご意見等がありましたら発言をお願いします。 

（伊藤委員）インバウンドについて調べるということで、大変意義が高い調査だと思います。調査票

を拝見させていただくと、諮問案件2にも3にも金額を聞く項目がないのは、なぜでしょうか。宿泊に

いくら使ったか、食べるのにいくら使ったといったものが、お住まいの国・地域や性別、何回日本に

来ているかということとクロスして集計すると面白く、有効な戦略が立てられるのではないでしょう

か。 

（国際観光課）昨年度にも調査を実施しており、昨年度の調査では、食事や買い物の合計金額を聞く

設問を設けております。観光庁が実施している国全体の調査でも消費額を聞いております。私たちも

消費額を把握したいのですが、サンプル数が両方合わせて1,500ほどのため、調査結果から金額を出
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しても、県の消費額がいくらですと断言できるほどの精度があると認識しておりません。 

また、実際に、食事と買い物について、前回調査の報告書の39ページと42ページに、食事、買い物

について金額を調査した結果があります。滞在期間や1回当たり何人で使ったかといった条件を設問

に付けなかったという原因もあり、あまりに偏りがあり過ぎる上に、1,000円未満から5万円、10万円

というように、傾向としてつかめないほどのばらつきが出てしまっていて、県内の消費額全体が把握

できないことから今回調査では設問を設定しておりません。 

観光庁の調査でも、明らかにばらつきが多く、旅行者が少ない国の人が、大きな金額を使ってしま

うと、そこの国の人は大きな消費をするという結果が出てしまっている部分もあります。報告者数を

属性などで絞ってしまうと、少なくなってしまう中で、そこまでの言及はできないという判断をして、

金額に関する質問は設定しないこととしました。 

（森崎会長）対面調査によるヒアリングということで金額を聞きづらいということはありませんか。 

（国際観光課）今回調査しない理由としては、聞きづらいという点は含めていません。過去の調査で

は、県でも金額を聞くような調査を実施しておりますが、その時に、旅行者から「調査施設から金額

をしつこく聞かれて困った。」というクレームもあったと聞いております。そういった意味でも、金

額の部分は控えるという判断をできればと思っております。 

（森崎会長）我々としては知りたいところですが、記入していただくのはいいのですが、対面での聞

き取りだと難しいですね。 

（国際観光課）神奈川県内に訪れた方ということで対面調査を行いますが、外国人なので、どの地域

が神奈川県なのか、東京都なのか、分かりづらい部分があります。県内でいくら使ったかを我々とし

ては知りたいのですが、東京で使ったのか、神奈川で使ったのか、山梨で使ったのかがはっきりと分

からないところがあります。実際お答えいただいても、神奈川県内で消費されたかどうかが怪しいこ

ともあり、今回は設問を設定しませんでした。 

（森崎会長）知りたいことと、なかなか難しい問題がありますね。 

（伊藤委員）神奈川県内でなくても、1食どのくらいのお金をかけられる人で、1泊いくらぐらいのホ

テルに泊まれる人たちが、神奈川県に来ているのかということと、お住まいの国・地域とをクロスし

て集計してみると役立ち、その国にプロモーションをかけてみることが可能となるように思います。 

（国際観光課）我々もそうした消費額を把握しなくてもよいとは思っておりません。国のRESASのデ

ータがあります。その中では、カードの使用者という限定はあるものの、神奈川県内でどれぐらい消

費したかが分かります。また、1回当たりどれぐらい消費したかについても、国の調査の結果を利用

すれば十分把握はできると考えております。 

（新瀧委員）ユーザー側の意見で言いますと、サンプルが少なくて、国の数字と整合性が取れない場

合には、神奈川県の調査を利用しないケースが多いので、諮問課の判断を支持したいと思います。 
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前回の調査では、百貨店で買い物をした人の割合が高いという結果が出ていますが、実際に、百貨

店にヒアリングをした結果とは違います。言い換えると、神奈川はインバウンド効果による百貨店販

売額の押上げが小さいと言われていますが、前回の調査結果は百貨店の割合が高くなっています。こ

れは、先ほど話が出たように、東京の百貨店で買い物をした人が、神奈川の百貨店で買い物をしたと

回答しているからではないかと考えられます。サンプルの差もありますが、都道府県の境目を意識し

ていない点を踏まえると、結果が誤解を与えてしまう可能性が高いのかなと感じます。 

（廣瀬委員）ヒアリング調査の問7の回答の選択肢について、パッケージツアーと個人旅行の二択と

なっています。実際にはビジネスで来訪され、日程の後半は観光をするというケースは多いと思われ

ますが、選択肢が2つしかないときに、どちらかを選択すると誤ったカウントになってしまうのでは

ないでしょうか。 

 続けてもう一つ申し上げます。国により、観光客や属性が大きく異なるといわれています。国の祝

祭日の関係で、来日する時期が異なっていると思います。この調査は3か月という期間の調査になり

ますので、こういった調査結果の利用者側の要望としては、人的な調査であれば、3か月は長いので

しょうけれども、外国の観光客のほとんどの方が使っているという統計結果も出ているインターネッ

トやスマートフォンという手段を使って、年間を通じて調査をしていただけると、どの国の人がどう

いうタイミングで来ているのかが分かり、より有効活用ができるのではないかと思います。 

 もう一つ、資料として前回調査の報告書が添付されています。昨年度以前の報告書を見ると、今後

の推進の方向性ということで、どのようなことを県が推進していくかというところまで記載があった

ものの、昨年度に関しては報告書にその部分がありません。施策としてはあるのでしょうが、我々と

しては見ることができなかったので、どういう動きを今後県がしていくのか併せて示してもらうと、

調査結果を見る上でも参考になると思います。 

（国際観光課）問7については、あくまで旅行形態を問うもので、ビジネスでいらっしゃったどうか

というのは、問18の訪問目的で聞くこととしております。問18の黒丸の訪問目的の選択肢の中に「21

仕事」という選択肢を設けております。つまり、問7では仕事目的で来た人が、パッケージツアーを

使ったか、個人旅行で来たのかという問い方をしております。神奈川県内に仕事で来たのか、レジャ

ーで来たのかは、訪問目的のところで聞くこととしております。 

 次に、国別にお休みの時期が違うため、年間を通しての調査が理想であるというのは、おっしゃる

とおりで、私たちもヒアリング調査等も年間を通して、できれば四半期に1度くらいは調査したいと

思います。しかしながら、残念ながら予算の関係もございまして、今年度は観光客が一番多くなる秋

の時期のみの実施とさせていただこうと思います。次年度以降は、年間を通じて実施できるよう予算

要求していきたいと考えております。 

それができなかった場合についても、個人の観光客の方々に直接聞くことはできないものの、今は

ビッグデータがあります。ローミングのデータやWi-Fiの通信データ、また先ほどお話がありました

SNSの投稿状況を使ったりして、全体としてどこの国から何月ぐらいに来ているのか、また、どこの

市町村でどの時間帯にいるのかを調べることができます。例えば夜から朝にいるのであれば、宿泊し

た可能性が高いということが分かります。そうしたものを活用して傾向が出たものについて、傾向だ

けでは目的や細かいところまで分かりませんので、実際のヒアリング調査の中でその傾向が間違って

いないかどうか調べていきたいと考えています。いずれにしても、来年度は年間通して調査が実施で
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きるように頑張りたいと思っています。 

 昨年度調査の施策への展開については、記載がなく申し訳ありません。昨年度の調査をしたのが3

月までということもございまして、記載が間に合いませんでした。実際には、コミュニケーションの

ハードルが高いという調査結果に基づいて、今年の6月から施策を展開しています。外国人をお迎え

した日本人の事業者の方々は、なかなか外国語をお話できる方ばかりではないので、多言語コールセ

ンターという電話通訳サービスを一年間無償で提供させていただいています。そこでトラブルですと

か、どうしても言葉が通じなくて困っていらっしゃる方に対して対応できるようにしています。 

（安達委員）調査員が何人かいると思うのですが、羽田とほかの地域でたまたま同じ国の人に偏って

聞き取りをしてしまうことがあると思いますが、いかがでしょうか。 

（国際観光課）留め置き調査については、宿泊施設にお願いするので、どこまでお願いできるかとい

うことはありますが、ヒアリング調査については、仕様書に「国籍や属性が偏ることのないよう調査

をすること。」と記載する予定です。 

（岡部副会長）声をかけてみたら、結果として偏ることもありますよね。 

（安達委員）一人ひとりはそう思っていても、何人かで聞くとたまたま同じ国の人に聞くこともある

のではないでしょうか。 

（国際観光課）羽田空港については、到着ロビーで調査を行うので、航空機の便を見て、1日目はア

ジアの国が多ければ、2日目は、欧米系の便が到着する時間帯で実施するよう依頼するつもりです。 

 また、県内地域での調査においても、確かに見た目ですべて判断できない部分もございますが、調

査期間を複数日設定することによって、日ごとに対応を変えて偏りがないようにするつもりです。 

（森崎会長）調査の偏りについて、ヒアリング調査では5地域で調査し、目標は1,000件以上とのこと

ですが、調査員は同じ人数を配分するのですか。それともここは観光客が多いから、調査員も多くす

るといった対応をするのですか。それは抽出計画では見られなかったので、教えてください。 

（国際観光課）予定では、各地域について同じ日数を予定しています。例えば横浜は2施設あります

が、2施設合わせてほかの地域と同じ日数になるように設定する予定です。ただ、天候の問題が一番

大きいのですが、何かしらの事情でその地域での調査が困難な場合、例えば鎌倉で調査を予定してい

る時期に雨が降った場合は、横浜の屋内の施設で調査する等の対応は行います。何日か振替があれば

天候の良い日に鎌倉で調査を行う等の調整は行いますが、結果的に若干の偏りが生じる可能性はござ

います。 

（森崎会長）天気の影響がない場合、調査員の人数については、いかがでしょうか。 

（国際観光課）人数は同じにする予定です。 
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（森崎会長）基本的に同じようなサンプル数を期待しているということですね。 

（国際観光課）そうです。 

（伊藤委員）偏りがないようにという話でしたが、神奈川に来る外国人の実態調査なので、主要観光

地であれば、偏りがあったら、偏りがあるようにヒアリングをしないと、無理に実像をゆがめること

となってしまいます。特にヒアリングの場合は、恣意的な要素が強く出てしまいます。例えば、公的

なものを使って、サンプルのデータを作ってからヒアリングをする等しないと、調べてデータは出た

が、実際と違っているという可能性が出てくるので、そこのところは気をつけていただければと思い

ます。 

（国際観光課）かしこまりました。 

（伊藤委員）あともう一点よろしいでしょうか。 

（森崎会長）はい、どうぞ。 

（伊藤委員）諮問案件2の3ページ、3（2）ウの主な調査項目についてなのですが、「2（1）エに同じ」

と表記されていますが、これは「3（1）エに同じ」でよろしいですよね。 

（国際観光課）失礼いたしました。ご指摘のとおりです。 

（伊藤委員）こちら、諮問案件3の3ページにつきましても同様に表記されておりますので、そちらも

申し添えます。 

（三井委員）今の質問と関連して、同じ個所、諮問案件3の3ページに関連しまして、3（2）エでは

1,000件と書かれているのですが、諮問案件3の2ページをみると、これは500件ではないのですか。 

（国際観光課）こちらにつきましては、諮問案件3の3ページの調査概要と諮問案件3の2ページの県統

計調査の概要で数字が異なっていて申し訳ないのですが、記載のとおりにさせていただきたいと考え

ております。と申しますのは、調査概要の1,000件というのは、目標の件数として1,000件を目指して

はいるのですが、実際に昨年度調査において同じ設定の配布数量で行ったところ、510件が実績だっ

たものですから、回収目標件数は1,000件なのですけれども、県統計調査の概要における実際の報告

者数としては、500件以上というようにしました。 

（三井委員）実はこの諮問案件3の2ページの報告者数が、こちらは500件と書いてあるのです。一方

で、調査概要における目標回収件数は1.000件と書いてあるので、県統計調査の概要と、次のページ

の調査概要の記載がずれているものですから、気になりましてお伺いしております。

（国際観光課）はい、それにつきましては、500件以上というのは想定の報告者数ということで500件
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以上、これは昨年の実績を元に、昨年が510件だったものですからそのように記載をしました。ただ、

調査概要では目標件数を記載しておりますので、目標はあくまで1,000件を目指すということで、こ

のようになっております。ただ、訂正をした方がよろしければ訂正いたしたいと思います。 

（森崎会長）その記載の方法はあまり好ましくありませんね。報告者数、すなわちサンプルの数をそ

のように「以上」としているわけですから、もし目標が1,000件以上なのであれば、やはりサンプル

数もそちらに合わせる方がよろしいでしょう。自分の思いがあるとしてもそれはあくまでも思いです

から、思いと報告の計画書とは少し違うと思いますね。 

（国際観光課）それであれば、どちらも500件以上としたいと思います。 

（森崎会長）それがよろしいかと思います。 

（国際観光課）ヒアリング調査につきましてはサンプル数が回収できるまで絶対に調査を継続しなけ

ればいけない仕様にはするのですが、留め置き調査はあくまで宿泊施設に協力をお願いして行うもの

ですので、こちらが1,000件を目指していても回収できる数は事前には分からないというところがあ

って、このようにさせていただきました。ご指摘に従い、諮問案件3の3ページの3（2）につきまして

は、500件を目標件数といたします。 

（森崎会長）それがよろしいと思います。ほかには何かございませんか。 

（平湯委員）ヒアリング調査と留め置き調査、双方の調査票を比べて拝見して確認したい点がござい

ます。ヒアリング調査の方は先に、「今回の旅行で訪問した神奈川県の地域をお答えください。」と

いう設問がありますが、留め置き調査ではこれを後に持ってきています。このように順序を変えた意

図を念のため教えてください。 

（国際観光課）まず留め置き調査につきましては、県内の宿泊施設の中での調査になりますので、必

ず神奈川県に訪れている方に聞く形になります。一方、ヒアリング調査の方は、羽田空港での調査も

含まれておりまして、羽田空港で聞く場合、まず神奈川県にいらしているかどうかを確認する必要が

あります。神奈川県にいらしていない場合は、本調査の対象にはなりませんので、最初にこういった

設問を設けて、県内地域を訪問した方については問2以降も質問をするという形にさせていただきま

した。基本的には属性を最初に聞きたいと意図がありますので、留め置き調査は属性から聞くように

しております。 

（平湯委員）分かりました。また、もう 1 点確認したい点がございます。諮問案件 2 の問 13 につい

てですが、選択肢 5 で「自国で購入できたため」というものがあります。これは実際に問 12 の 4 か

ら 11 は、自国であらかじめ購入できるものなのでしょうか。 

（国際観光課）実際には、購入できるものとできないものとが含まれております。ただ、その一つの

選択肢のために設問を分ける必要性を感じなかったので、全部一緒にしているというところです。 
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（森崎会長）ほかに何かございますか。 

（岡部副会長）大変、細部にわたってよく検討されているのではないかなという印象を受けました。

ただ、全体として一つよく分からないところがあって、新規案件ということですけれども、実際には、

何度も今まで調査されていると思います。平成29年3月に一回調査をやっていて、ある意味継続に近

いわけですね。おそらく、新規という形をとったのは、大分中身を変えて、あるいは目的も少し変わ

ったのではないかなと思われるのですね。前回の調査で分かったことを教訓として、今回新たに目的

だとか、調査のやり方を変えてみた等あると思うのですが、そこは主にポイントとしてはどういうこ

となのかということを教えていただきたいと思います。もう既に、廣瀬委員の質問の中でいくつかお

答えいただいた部分もあると思うのですが、それ以外にも何かあれば聞きたいと思います。それがま

ず1点ですね。 

2点目は、ヒアリング調査は実際に調査員が聞きとるので、マニュアルさえきちんとしていれば、

そのマニュアルを作成するのが大変だとは思いますが、きちんと相手に誤解なく聞くことができる可

能性が高いと思います。しかし、留め置き調査というのは相手がどう書いてくるのか分からない部分

があって、国勢調査などでも、外国人対象の場合、難しい問題が起こっています。そのあたりは前回

の調査でどうだったのでしょうか。判別できない回答が多かった等の問題が前回あったのかというこ

とと、今回それに対して何か考えていることがあるのかを聞きたいというのが2点目の質問です。 

3点目は、前回調査報告書にパッケージツアーがすごく少ないという結果が出ています。これは私

が少し誤解していた部分もありますが、国によって違うとは思いますけれど、ある程度お住まいの

国・地域の業者を利用して旅行されている外国人旅行者の方が多いのではないかと思っていました。

そのような業者のことについての質問もあった方がいいのではないかなというふうに思って読んでい

ました。ところが前回の調査でパッケージツアーが非常に少なかったという結果が出ています。一方、

例えば宿泊施設については、あらかじめ決められていたという回答が多いという結果も出ていて解釈

に戸惑いました。旅行者がお住まいの国・地域の業者を利用しているかどうかは聞かなくてよいので

しょうか。インターネット等を利用し個人旅行する人が、今の時代はどんどん多くなってきているの

でしょうか。そのあたりの実情を私はよく分かりませんので、教えていただければと思います。まず

は１点目の質問からお答えください。 

（国際観光課）はい、昨年度から大きく変えた理由ですね。 

（岡部副会長）今までの審議の中で、金額についての設問はどちらにしても難しい等、一部お聞きし

ました。前回調査から得た教訓や、あるいは前回調査以降目的や詳しく聞きたい点が変わったとか、

細かいことはよいのですが、主なポイントだけ教えていただければと思います。 

（国際観光課）調査の報告を受けてという面と、その時の情勢や国際観光課が行う事業が年によって

変わる中で、特に取り組んでいきたい事業が変わったという面の両面があります。今年行おうとして

いる調査については、フリーパス等交通アクセスについて問う設問が多くなっています。 

（岡部副会長）確かに多いですね。 
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（国際観光課）県として、観光地を場所ごとにPRしていくのではなく、ツアーのような周遊のコース

を作って、それを展開していきたいという考えがあります。ですので、周遊する上で、どういう手段

を使ったか、その手段を使ってどうであったかを手厚く聞いていきたいというところがございます。 

（岡部副会長）そういう戦略があるのですね。 

（国際観光課）そういったことを昨年度はあまり多くは聞いていなかったので、入れていきたいと思

っています。ほかには、例えば昨年度は旅館に宿泊した理由を聞いていましたが、今回は入れていま

せん。そういった設問は、昨年度と今年度で、旅館に宿泊しなかった理由は大きく変わらないという

判断で、削除いたしました。 

留め置き調査についての二つ目の質問にも関連するのですが、昨年度、留め置き調査はヒアリング

調査とほぼ同じ調査票で行った結果、基本的に皆さん丁寧に答えてくださっており、確かにばらつき

はあるのですが、最後の方まで何ページにわたっていても答えてくださいました。ただ、やはり我々

の聞きたかった部分が、うまく文字だけでは伝えきれなかった部分もありまして、今年度につきまし

ては、留め置き調査とヒアリング調査では調査票を大きく変えました。 

例えばヒアリング調査の問18のような複雑な質問については、ヒアリング調査では随時どのように

行動したかという回答を、調査員に調査票に落とし込んでいただくのですが、留め置き調査では、

「今日行ったところはどこですか。昨日はどこに行きましたか。」等、最低限聞ける部分を聞いて、

どんな人が見てもはっきり答えられるような質問の方法に変更しています。 

最後のパッケージツアーについては、おっしゃるとおりだと思っております。憶測であり、先ほど

の属性の偏りの話にも繋がるかもしれないのですが、例えば団体の場合、団体の中で全員に聞いてし

まいますと偏りが生じてしまいますし、その中で一人に聞いたときにその回答がどう出るかというと

ころで、その割合が神奈川に訪れている人と必ずしも一致しない可能性がありうるというのはご指摘

によって確かにそうだと思ったところです。これについては、例えば「一部パッケージツアーを利用

した」という回答を用意すればよいでしょうか。 

（岡部副会長）回答者にパッケージツアーという概念が伝わっているでしょうか。私は鎌倉の近くに

住んでいるのですが、鎌倉の大仏等に結構団体で来ている人がおられます。そうすると、業者を利用

している可能性があって、パッケージツアーが1割という水準だというのは意外な感じがします。 

（国際観光課）観光庁や、県としてもそうなのですが、かつては団体旅行の方々が多かったという認

識がございます。 

（岡部副会長）かつてはそうでしたね。急速に変わっている可能性もあります。 

（国際観光課）最近は、FITといわれる個人旅行客が増えてきているという傾向があります。個人旅

行というのが、先ほどおっしゃられたような形で、宿や飛行機を全て自分で取るという方もいらっし

ゃるとは思うのですけれども、一部交通機関や宿泊地だけはパッケージツアーのようなものを使って、

ほかにどこに行くかというのはご自分で決められる方もいらっしゃいます。 

後者については、我々の区切りでいうと、個人旅行という部類に入れて判断したいと思っています。
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要は、泊まる所は決まっているけれど、行先を決めていないという人のために、神奈川県の中の有名

な所はもちろんですけれども、まだ知られていない所をどんどん発掘して、それを周遊していただけ

る形で情報発信していこうという取組みを昨年くらいから始めています。我々が作った外国人向け外

国語の観光情報サイトでも、そういった個人の方々が利用して県内を周遊できるような情報を中心に

ご提供させていただいています。ツアーも県に来てから、ご自分の行きたい場所、例えば歴史的な何

かを見たい場合は、「こういうおすすめのコースがあります。」という形で、ウェブサイト上に提供

して、それを参考に回っていただきたいと思っています。ちょっと逆行する形になるかもしれません

が、我々が作った、もしくは業者からこういったコースはどうでしょうかと提案していただいたコー

スを、旅行会社等に商品化していただき、ぜひ神奈川県内のツアーを使って県内を回っていただきた

いと考えています。 

（伊藤委員）それはパッケージツアーではないのですか。 

（国際観光課）現状来られている方々は、来ていただいた後にパッケージツアーを利用していただき

たいと思います。 

（伊藤委員）せっかくですから、宿泊も入れたパッケージにしていただけるとよいのではないでしょ

うか。 

（国際観光課）神奈川県内は非常に宿泊者が少ないというのがありまして、観光消費額を上げていく

ためには、泊まっていただくのが一番大きく消費額を上げる要因になりますので、ぜひ泊まっていた

だきたいという面がございます。朝や夜しか体験できないような、体験イベントを多く発信し、それ

にご興味をもっていただき泊まっていただきたいと考えています。また、東京に非常に近い所なので、

東京のどこかを見たいという場合には、神奈川に泊まっていただいて、東京に行くのに、場所によっ

ては20分から30分、また新幹線を使えば１時間もかからないで行ける場所に温泉等もございますので、

是非そういう所に泊まっていただきたいという施策を進めていきたいと考えております。 

（三井委員）細かいことで申し訳ないのですが、2点質問いたします。1つは、ヒアリング調査でいえ

ば問16に「特に役に立ったと感じた媒体名について」とありますが、これは前回調査では選択肢を出

していました。スペースの関係でなくなったのかもしれませんが、基本的には事例があった方が回答

率は増えるだろうと思います。特に留め置き調査の場合、同じ設問が問22にあるのですが、留め置き

調査の回答者には聞き取りによる細かな対応ができませんので、選択制の方が回答を確保できるので

はないかと思いました。 

2つ目は、ヒアリング調査では問19に「地域の情報を得るにあたり、参考にしたものはあります

か。」という中で、選択肢の6番目にパンフレット「富士山万華鏡」、これは日本語のパンフレット

だと思うのですが、外国人観光客の方は日本語のパンフレットはあまり使わないのではないでしょう

か。昨年の調査報告書の49ページ「県事業の認知」をみますと、パンフレットの次にホームページの

認知度が高いので、日本語のパンフレットよりホームページを書かれた方が、回答率は良いのではな

いかと思いました。 
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（国際観光課）ご指摘いただいたパンフレットは、表紙は日本語のように書いてありますが、中身は

外国語で書いてあります。パンフレット「富士山万華鏡」は、富士山がたくさん見える場所などを集

約した内容となっております。比較的、今も外国人の方々がお土産代わりに持って帰ったりされてい

ます。 

（三井委員）そうすると5番と6番のパンフレットも外国人向けになっているのですね。 

（国際観光課）そうです。全て外国人向けのパンフレットで、これは英語の調査票なので、中身は英

語で記載されています。中国語でお伺いする調査票の方には中国語の表紙のパンフレットが載ってい

ます。これらは全て多言語で作っております。 

（三井委員）それであれば、更にホームページを選択肢に追加されたらいかがでしょうか。 

（国際観光課）ホームページは選択肢1の「Tokyo Day Trip」というものが先ほどお話し申しあげ

た神奈川県の公式ホームページとなっております。 

（三井委員）これは神奈川県のホームページなのですね。「Tokyo」と書いてあるので東京都のホー

ムページかと思いました。 

（国際観光課）なぜ「Tokyo Day Trip」という名前にしたかというと、日本に来る外国人の方の８

割近くが東京にいらしています。海外の観光展に出展する等、外に向けて呼び込むアプローチもして

いるのですが、既に日本に来ていらっしゃる方、特に東京にたくさんの方がいらしている中で、いか

に神奈川県に来ていただけるかという取組みもしています。最初にお話しした中で、外国人旅行者は

東京なのか神奈川県なのか分かっていないところがあり、検索をするときに「Kanagawa」と検索する

方はあまりいません。一方、「Tokyo」というのはやはり比較的多く検索されるので、「Tokyo」と検

索された場合に引っかかるよう、このホームページ名を決めました。ただ「Tokyo Day Trip」の記

載に「-Kanagawa Travel Info-」と入っていますので、神奈川県の公式サイトだと分かるようになっ

ています。知事にも最初説明した際、「なぜ東京なのか。」と言われたのですけれど、今申し上げた

ようなことをお話ししたところ、納得されていました。議会等からも「神奈川県公式サイトなのにな

ぜ東京なのか。」とご指摘をいただいたのですが、ご説明させていただいたら「なるほど、これを通

じて将来的には神奈川という名前を広く世界的に認知していただけるように頑張ってください。」と

言っていただけましたので、そういった形でやっていきたいなと思っております。 

（岡部副会長）神奈川という概念は外国人にはないかもしれないですね。横浜というのははっきり分

かりますけれども。 

（国際観光課）はい。横浜と鎌倉と箱根というのはやはり検索率が高いので、「Tokyo Day Trip」

というホームページの中にも、トップページにはみなとみらいの夜景の下に丸が3つあるのですが、

ここに横浜と鎌倉と箱根というそれぞれ地域が表示されていて、ここをクリックすればその地域の情

報が見られるようになっています。 
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 もう一つの問16に関するご質問について、こちらについてはなぜ前回の調査から聞き方を変えたか

というと、前回、選択制にしたところ、一番多い回答がホームページという結果になりました。観光

客の方は宿泊するホテルや観光地のホームページを見られる方が多いと思うのですが、例えば鎌倉の

大仏などをホームページで検索される前に、そもそもその大仏を検索するに至った経緯や、最初にな

ぜ神奈川にあるということを知ったかという部分まで掘り下げて聞きたいと思っています。そういう

意味では選択制にしてしまうと、ホームページを選ぶ人が多くなってしまいます。自由記述にさせて

いただいて、「友達の誰々から聞いた」ですとか「テレビで見た」とか、そういった枠に囚われない

ような回答を得たいというのが目的です。ホームページという選択肢を設けてしまうと、何のホーム

ページなのかが分かりません。自由に回答する形にすれば、例えば鎌倉市の公式ホームページを見た

とか、大仏を特集したホームページで知ったというのが分かるので、自由記述にさせていただきまし

た。 

（三井委員）多分、留め置き調査だとその意図がよく分からないので、書く人はホームページとしか

書かないでしょうし、そうでない人は何を書いていいか分からず回答しないのではないかと思い質問

しました。 

（国際観光課）そのために少し例を記載しているので、例をもう少し具体化するということしか工夫

ができないのですが。 

（三井委員）多分それだと、例として挙げられているパンフレットやブログとしか書かずに終わって

しまうのかなという気がいたしました。 

（伊藤委員）私はキャンパスが川越なのですが、今、川越の地域の観光を若者、学生を使ってSNSを

使って拡散しようとしています。30代、40代の女性だとフェイスブックがよく使う情報ツールなので

すね。ヨーロッパの女の人だとツイッター等が情報ツールになっていたりするのですね。例えば、例

のところにインスタグラマーの誰々さんだとか、誰々のフェイスブックとか、そういう例をいっぱい

入れてあげると、ピンポイントで刺さります。その世代の中国の30代の女の人に刺さるメディアなど

が調査結果として出てくると思います。そういった例示の仕方をすることによって、単なるホームペ

ージという回答ではなくて、できるだけ誰々のインスタグラムだというのを書かせるような誘導をし

た方がいいと思います。 

（国際観光課）ありがとうございます。例示について工夫させていただきたいと思います。 

（新瀧委員）諮問案件3の8ページ、問16で、宿泊した所を昨日と明日について聞いているということ

は、留め置きだから今日泊まった所は明らかだということが前提にあるわけですね。とすると、この

調査票のところに宿泊施設の場所というところが入るわけですね。 

（国際観光課）はい。調査票には出ていないのですが、こちらは封筒に入れて、段ボールに入れて宿

泊施設から委託会社に戻ってくるのですが、段ボールから出した時点で調査会社で調査票だとか集計

するデータベースだとかに宿泊施設名を入れるようになっています。 
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（新瀧委員）前回の調査を見ると、男性、女性とか、国籍とか、宿泊施設であれば本来把握できてい

るところが、4％くらい不明になっているのですね。今お伺いしたかったのが、宿泊施設で男性か女

性かというところは埋められるものであると思ったので、宿泊施設をコーディングするのであれば、

そのときに一緒にすればよいのではないかと申し上げたかったのですが、ちょっと今お聞きした方向

だと違いますね。 

（国際観光課）宿泊施設にはあまりお手間をかけないように、とにかく外国の方だと分かればお渡し

して、回収は戻ってきたものは誰からかと確認せず回収するというようなお願いをしていますので、

そういった意味では、性別は判断できないといいますか、宿泊施設にお手間をかけていただくように

なりますので、できれば避けたいという部分ではあります。 

（新瀧委員）なるほど。2つ目の質問ですが、その下の問17で具体的に行った場所、施設をフリーで

答えていただくようになっています。アメリカ人のハンドライティングは仕事で見てきたのですが、

とても判読できないケースが多くて、中国等でも同じようです。問17を自由に書いてもらうと分から

なくなってしまうケースが非常に多いような気がします。留め置き調査であるならば、コードブック

のようなもの、つまり、この地域の代表的な施設のようなものが分かるものを置かせていただく形に

しないと、もし1,000通集まった場合、自由に書かれてしまうと、ただ大仏と書かれる等、回答者に

よってカテゴリーがバラバラで、とても分析できなくなる恐れがあります。また、ハンドライティン

グによる判読不能の恐れが高くなると思うので、実施されるときに、お金がかかってしまうのですが、

県が出されている観光パンフレットのようなものがあるならば、それを参考に置く等しないと、自由

すぎると分析が難しくなると感じます。 

 3つ目は、この日本語の調査票を配られるわけではなく、これを翻訳されるわけですよね。例えば

「この地域」という言葉が繰り返し出ているのですが、これを英語にすると「This Area」となり、

英語にした場合、意味が伝わらないケースが非常に多い気がするのです。そうすると、日本語はあい

まいな表現は非常に許されるところがあるのですが、翻訳を前提にしたきっちりとした日本語で、一

度業者に出す前にチェックをされないと誤解を生む可能性が高いかなと感じます。 

 最後、もう一つは、参考意見ですが、実はうちの部に中国人がいますが、磯子と大磯を勘違いしま

す。あと、逗子と伊豆も勘違いします。中国人なので、漢字のイメージで勘違いしてしまうケースが

あるのですが、おそらく先ほど事例にあったように、横浜、鎌倉、箱根、この辺は判別できると思う

のですが、次年度以降のために、調査票にある大山、相模原など、こういったところは間違える可能

性が高いという意識で調査をされた方がいいと思います。どういうことを提案するかというと、ヒア

リング調査で間違えるケースがどういうところが多いかを調査員に見てもらうことができるので、神

奈川県の有名ではないところを整理するということを視野に入れた場合には、どんな地名がどんなと

ころと誤解されてしまうのか、そういったところを調査の附随の成果として調べておいてくださいと

付け加えると、次年度以降につながると思います。 

（国際観光課）ありがとうございます。 

（伊藤委員）横浜と横須賀も、アルファベットにしたら間違うかもしれないですね。 
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（新瀧委員）アメリカ人は大丈夫でしょうが、アメリカ人以外は分からないかもしれないですね。 

（森崎会長）ほかにありますか。 

（国際観光課）自由記述の具体名やその書き方によってはというところで、これについては、実際に

集計するときには具体的にどこが出ましたというのは、報告書にはしない予定でして、ただローデー

タとして入手して、ここでこうだったというのをこちらで把握するために聞こうとは思っています。

昨年度のローデータを見たところ、回答が入っていたり入っていなかったりしました。それが書いて

いるけれども読めなくて入っていないのか、本当に無記入だったのかは分かりません。そこについて

は、先ほどおっしゃったようにパンフレットを置く等の方法も含めて検討したいと思います。 

 もう一つの「この地域」という表現は、おっしゃるとおりで、芦ノ湖なのか箱根なのか神奈川なの

か「Area」という表現がどこまでというのがあります。元々の想定は「Here」と英訳するイメージで、

それを「ここ」と書いていたので、調査票に「ここに訪問して」と書いてあると、日本語として逆に

変かなと思いまして「この地域」という表現にしております。ただ「ここ」となったところでホテル

のことを言っているのか、範囲がはっきりしないというのは同じ話です。こちらとしては、この諮問

案件３の７ページの下の地図に載っている範囲というイメージなのですが、それを分かりやすく何か

表現できるようなものを、ここに翻訳した場合の表記と見本を、原稿として業者に示すときに載せる

ことは検討させていただきます。ありがとうございます。 

（森崎会長）では、ほかにありますか。ないようでしたら、私から質問します。この前回調査の報告

を皆さんも読まれていると思いますが、分からないことがあったので、お教えいただきたいと思いま

す。報告書の16ページに、「神奈川県の訪問地」についての集計が掲載されています。回答数が横浜

市570、鎌倉市623となっており、一番下を見ますと、合計1,300とあるのですが、回答数の合計とは

違います。何か意味があるのですか。 

（国際観光課）合計と書いてある数字は、この質問に対して一つでも回答した人の人数になります。

選択肢として選ばれた回答の数が回答数ですので、横浜と鎌倉両方に行った人に対しては一つ目と二

つ目にもカウントはされますが、1,300のうちの1しかカウントされないというような集計の方法にな

ります。 

（森崎会長）表示方法については分かりましたが、それがパーセンテージになるのですか。 

（国際観光課）例えば、横浜の43.8％というのは、神奈川県に訪れた方のうちの43.8％が横浜に訪れ

ているという見方になります。 

（森崎会長）この設問は複数回答ですね。 

（国際観光課）複数回答にしています。 

（森崎会長）そうすると複数回答で1,300人の人がAとBと答えて、しかし片方しかパーセンテージに
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入らないということですね。 

（国際観光課）複数回答の方は、それぞれ上のパーセンテージには入るのですが、合計の1,300の中

の1にすぎないので、このような表記にしております。 

（岡部副会長）1,300に括弧を付けて注を付ける等にするべきではありませんか。 

（伊藤委員）合計というのは誤解を招きやすいですよね。 

（森崎会長）合計というのは、今言ったとおり誤解を招きやすいですよね。  

（国際観光課）合計という表現が誤解を生みますか。回答者数という表現を変えるべきでしょうか。 

（伊藤委員）総回答者数1,300（複数回答）など、一番上に書いてあって回答数があるといいのかな

と思います。回答者合計であることは間違いないのですが。 

（岡部副会長）複数回答というのがどこかに書いてあった方がいいですね。 

（森崎会長）それが報告書内で多々あったのです。別のところは、合計が回答者数を上から下を足し

た合計になっている部分もあります。だから、あるところは上から下を足した合計になっているけれ

ども、ここは上から下を足した合計になっていない部分があり、その説明がないのですよね。読む人

が見て、私も読んでいて、一体どういうことかなと思いました。今お聞きして分かったのですけれど

も、報告書ですから読む人の立場に立って、「合計」という言葉が指す意味がいろいろ違いますから、

何か注意書きを入れるべきだと思いました。全部同じ意味の合計であればそれはそれで理解ができま

すけれども、あるところは上から下までの合計で、あるところは上から下を足した合計にならないと

いうのが多々あって、私は読んでいるとよく分かりませんでした。ということで、報告書なので読ま

れている人の立場に立って注意書きをいれるなどしてください。 

（国際観光課）ありがとうございます。 

（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。 

＜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＞ 
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（森崎会長）どうも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。 


