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様式3 
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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 

令和元年８月21日（水曜日）9時30分から12時 

開催場所 

かながわ県民センター 12階  

出席者【会長・副会長等】 

岡部純一【会長】、伊藤匡美【副会長】、 

新瀧健一、鈴木健夫、関谷正美、土屋隆裕、平湯直子、山北奈穂子 

次回開催予定日 

未定 

所属名、担当者名 

統計センター企画分析課、岩﨑 

掲載形式 

議事録 

議事概要とした理由 

 

審議経過 

  

【諮問案件1「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2「神奈川県外国人観光客実態調査（留め置き調査）」】 

 

（岡部会長）国際文化観光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1「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2「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1と2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＞ 

 

（岡部会長）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＞ 
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（岡部会長）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、

ご意見のある方は発言をお願いします。 

 

（鈴木委員）ちょっとよろしいでしょうか。抽出率の関係でちょっとお伺いしたいのですが。ヒアリ

ング調査、留め置き調査がありますが、小数点第４位を四捨五入されているのでしょうか。 

 

（国際観光課）切り捨てですね、はい。 

 

（鈴木委員）ヒアリング調査は、0.0427で、0.043％になっていますね。留め置き調査の方ですと、

0.0396で、0.039％で止められています。この辺はどうなのでしょうか。 

 

（国際観光課）それは、訂正をさせていただければと思います。 

 

（鈴木委員）切り上げにするかとか切り捨てにするかとか、どちらか統一をされた方がいいというこ

とですね。 

 

（国際観光課）切り上げ切り捨ての方法については、確認させていただき、統一をさせていただきた

いと思います。 

 

（鈴木委員）もう一件、ついででよろしいでしょうか。この概要の中でですね、ヒアリング調査、留

め置き調査の経費の概算をいただいておりますけれども、両方で数百万ほど経費がかけられていて、

貴重な税金が使われている訳だと思うんですけれども、費用対効果の関係でお聞きしたいんですね。

調査目的そのものは、ここに書いてあるとおり、戦略的なプロモーション及び受入の環境整備に係る

施策の立案のための基礎資料とするという目的でございますね。既にこちらの諮問課の国際観光課の

ホームページを拝見させていただいたところですね、ホームページ上で平成21年度から30年度の調査

結果がホームページ上で見れる訳でございますけれども、途中、25年度から27年度はちょっと抜けて

いるような形なので、どういう形で抜けているのか分からないのですが、その報告書の中で、外国人

の観光客誘致に向けての今後の推進方法というのが載っている訳です。21年度からこの調査を行って、

色々な課題とか方策がある程度見えてきていると思うんですね。その課題とか方策が示されている中

で、もう既に令和2年度になる訳ですけれど、この調査結果が出た課題とか方策について具体的にど

のような対策を今までとって、その結果どのようなものに活かされたか、この辺の方策、あるいは具

体的にどのような形で実施したのか、その辺を教えていただきたいんですけれども。この調査をして

色々な課題が見えた中で、また、新たに外国人に対しての観光施設を新たに作ったとか、あるいは専

用の通訳を配置したとか、何らかの見える形で費用対効果が出ているかと思うんですが。その辺をお

話ししていただけると。 

 

（岡部会長）今の話というのは、政策課題についてということと、それとこの調査の調査票の問題の

話とを引き付けた形でご回答をお願いします。 

 

（国際観光課）過去の調査の中で、どのようにその結果を分析して、政策につなげていったかという
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点でございますが、まず、一つ、国別の観光客数の動向というものが当調査から見えておりまして、

政策につなげています。その例としては、現在、神奈川県では、重点国、つまり、プロモーション・

誘客の重点国というのを定めておりまして、この中で積極的にそこに宣伝費をかけて、端的に言うと

ターゲット国を絞って、そこに宣伝をして、そこから誘客していくということがありますので、その

効果が出ているかどうかの検証ということもしております。あと、その他の活用例としては、どのよ

うなものに対して外国人観光者の満足度があるかという調査分析があります。その中では、やはりコ

ミュニケーションについての満足度がどうなっているかというところが注目されており、県で色々な

コールセンターの施策であるとか、あとは、県内での通訳ガイドの普及の具合ですとか、そういった

各種の県事業の効果がどの程度出ているのかというのを客観的に見るということが大きな成果となっ

ているところです。あとは、以前の調査の結果、Wi-Fiのつながりが乏しいというところが調査結果

で分かっておりましたので、当課受入対策グループでは、補助金でそちらを敷設していくことにもつ

ながっています。また、外国人のお客様が、本県を訪問するに当たってどういった神奈川県の情報を

得て参考にしたものがありますかといった質問に対しては、当課でご用意しております、神奈川県の

外国人向けのホームページサイト、「tokyo day trip」を筆頭に、Twitter、Facebook、Instagramの

内容向上といったことにもつながっております。具体的な数値としては、「tokyo day trip」を参考

に訪県していますという方が14％位いらして、県の施策がちゃんとヒットしているようなことの検証

も出来ております。あと、今後の活用というところでは、今回の調査でも試みているんですが、今後

の県の施策の中では、外国人の中でもとりわけ富裕層向けの取り組みをしていこうという姿勢を持っ

ておりまして、そうした状況の中で、外国人旅行者がどのようなお金の落とし方をしているかという

ようなものも今回の調査の中で少し反映させていただきたいというふうに考えております。そういっ

た施策への活用の仕方をしております。 

 

（鈴木委員）ありがとうございます。 

 

（平湯委員）昨年に続きまして、２度目の拝見となります。今年度の調査は、ラグビーワールドカッ

プのまさにその期間に重なっているということで、調査結果が今までと異なったものになることが十

分考えられます。そのため、先ほどお話のありましたターゲット国アプローチの検証を今回の調査で

結果をもとに行っていくのは難しいのではないでしょうか。すでにワールドカップの出場国は決まっ

ていますので、その国からおそらく沢山応援に来るでしょうし、試合会場だけでなく県内にはキャン

プ地もあります。国が分かったうえでの調査となりますので、昨年度と同じ調査票（設問）で良いの

か気になるところです。お尋ねですが、羽田空港出発ロビーでのヒアリング調査もありますが、 

観光地調査の場合は、「神奈川県にいる」ということで良いのですが、羽田空港の場合は、まず、

「あなたは神奈川県に行きましたか」という質問を先に行ってから調査に入っていく手順と思います。 

実際に、どの位の人達に声をかけて、どの位の割合が対象者としてヒットするものなのか気になりま

す。羽田空港での調査員には大分、お手数がかかると思うのですが、そのあたりはどうなのでしょう

か。 

 

（国際観光課）羽田空港の調査に関しては。全体で何人声をかけて、1000抽出したのかといったとこ

ろは把握していません。 
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（平湯委員）羽田空港で聞くのと、県内の観光地で聞くのはだいぶ違うと思います。きちんと調査で

きているのか心配になります。また、宿泊施設での留め置き調査ですが、宿泊施設がどういうランク

かによって、回答者のバイアスが生じているのではないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。 

 

（国際観光課）はい、宿泊施設に関しましては、宿泊で予約をする際に使うインターネット予約サイ

トで外国人の口コミが多い施設について調査をお願いしていますが、おっしゃる通り、富裕層のお泊

りになる施設については、中々そのような調査が難しいという現状もあります。バランスよく取れて

いるかと言われれば、難しいところでもあります。ただ、ヒアリング調査でも金額の調査を行ってい

ますので、そこで色々な層の方の調査ができていると思っています。 

 

（平湯委員）富裕層だけでなく、さまざまな層の調査を満遍なく実施されているかという点には不安

が残るということですね。 

 

（国際観光課）そうですね。 

 

（岡部会長）よろしいですか。調査対象者に少し不安があるのではないかということですが、どうで

すか。 

 

（国際観光課）この調査については、結果としてこういう結果が出たらいいなというような思惑は、

正直ありますが、調査実施に当たっては影響が生じないように配慮しています。つまり、県として、

消費単価が上がるような施策をしていますので、一人当たりの外国人観光客の方の使う消費額が増え

ればいいなという思いはございますが、調査結果が誘導されるような調査をする訳ではございません

ので、それは従来の調査と変えていないと思っています。 

 

（新瀧委員）ヒアリングを空港でということですが、ラグビーワールドカップを見に来た人かどうか

というのは自分の経験では分かると思うんですよ、ユニフォームを着てたりとか、グッズを持ってい

たり。つまり、ラグビーワールドカップの効果を調査するのか、そうじゃないのかは、調査員が誰に

声をかけるかにすごく依存するような気がするんですが、調査会社に対してどのようなスタンスで指

示をされるかによってかなり変わってくるのではないかと思いますが、その辺のお考えはいかがです

か。 

 

（国際観光課）特にそのような傾斜することは指示していません。羽田空港の飛行機の出発する時間

帯によって分かるので、特定の国に傾斜配分できますが、基本的には、全世界の出発する時間帯に合

わせますので、ヒアリング国の偏りはないと思います。実際、ラグビーワールドカップは欧米系の方

が多いのでその飛行機の時間帯に合わせることも可能ですが、中国やアジアに対しても広く満遍なく

と思っています。その辺は、打ち合わせの段階で話をさせていただいて。今回、ラグビーワールドカ

ップ向けの質問が付け加えられておりますけれども、あくまでこれまで神奈川県で行ってきた調査の

延長線上で、同じ系統での質問、調査になりますので、そこだけに偏らないようには調査をお願いし

ます。中国語が翻訳できる方もいるますので、英語だけの質問に偏らないように、必ずしもラグビー

ワールドカップだけにターゲットを絞った調査をしないようにしたいと思います。 
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（新瀧委員）前回までは、調査期間を定めてその中で４日間ということを確認しているのですが、 

今回は日にちを指定されているんですね。この、10月15日、16日、29日、30日というのが、ラグビー

ワールドカップの横浜開催のところと照らし合わせると、10月12日にイギリスとフランス戦があって、

終わった後に、その２日後に帰ってしまうとかは敗退するかどうかによるんですが、この日程をあえ

て指定されたのというのは何か意味があるのかなと思います。あと、日程を指定してしまうと、特に、

最近秋に大型の台風が来るケースがあるので、この日、飛行機が飛ばないというようなことも想定さ

れますので。発注する側としては、前年度と同じようにこの期間の間に何日間という指定の方がいい

のではないかと思ったりもするのですが。 

 

（国際観光課）日にちの指定については、他に具体的に書いておりますけれども、委託の契約書の中

では、そういった台風であるとか突発的な具体的な要因があった場合には、両者で協議して変更する

ということにしておりますので、絶対的なものではございません。ただこの、調査期間があまりにも

ラグビーワールドカップとリンクしているというのではないかというところは、やはり、調査項目の

中で自然な調査をする中で、神奈川県に訪県された方の中で、ラグビーワールドカップの影響、今後

オリンピックも来年控えていますので、そういったビッグイベントの影響は純粋にどれぐらいあるの

か見たいというのはありますので、やはり会期期間中にやりたかったということはあります。ただ、

実際の現場としては、そこだけをターゲットに調査するというのではなく、全体の中で何％かのビッ

グイベントに合わせて来県された方の傾向も取りたいということです。 

 

（伊藤委員）すみませんちょっとラグビー絡みの話で聞いてたんですけど、来年オリンピックを控え

てラグビーというイベントでオリンピックで人がどう動くのかという事前にちょっとリサーチしてみ

たいという気持ちはすごくよくわかって意味も分かるんですけど、先ほど平湯先生も仰ってましたけ

ど、ラグビーの方っていうのは、富裕層の方が来るっていうふうなことが一般的に言われてますよね、

その方々も含めて今までと同じように集計してしまうと、昨年までずっととってきた統計とちょっと

こう、違う数値になってしまうんじゃないかなと思うんですね。例えばこのようにやっぱり実施調査

報告書をまとめていただくと思うんですけども、こういうときにラグビーだけを外してみて、ラグビ

ーのお客さんはどう動いたっていうふうにちょっと調査報告書を例年と変えていただくみたいなよう

なことは考えておられたりするんでしょうか。 

 

（国際観光課）非常に貴重なご意見ですので、参考にさせていただいて、その方向で業者と打ち合わ

せしたいと思います。 

 

（岡部会長）他に何かございますか。 

 

（土屋委員）最初にヒアリング調査の方ですけれども、これは、たとえば家族でいらしたときにはど

なたに聞くのかというようなことで変わってくると思うんです。家族でいらしている方に声をかける

と大概は、これはお父さんお母さんが答えるということになるんじゃないかなと。そのあたりについ

て集計するときに何か対応はされる予定ですか。 

 

（国際観光課）ヒアリングに際して、お父様（らしき人）が答えていただいてお母さま（らしき人）
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も答えていただけるのであれば、そこは2件とカウントさせていただくという予定です。お子様（ら

しき人）がいらっしゃった場合は、一応こちらも数に入れられるのであれば入れたいんですけども、

基本的には家族でいらしたら、ご夫婦、お父様お母様といったところを基本的には一人（１件）で、

大人の頭数でと考えています。分けられるものであれば。それはケースバイケースだと思うんですけ

ど、ご夫婦で一体だよということであればどちらか代表してということになるかと思いますけども。 

 

（土屋委員）そういったときに調査票、たとえば「あなたの性別は」とか「あなたの年代は」とかあ

りますけど、こういったもので集計するっていうのはあまり意味がないということになってしまいま

すよね。世帯単位なので。 

 

（国際観光課）そうですね。そうしてしまう場合は誰か一番家族の中で協力的な方をとるっていうの

は場合によってはあるということです。今説明がありました通り、なるべく夫婦であればそれぞれの

統計をとらせていただくということ。 

 

（土屋委員）そうしたときに、今これ200件という話ですけども、たとえば夫婦2人だと、そこでもう

2ということになると。 

 

（国際観光課）2ということになります。 

 

（土屋委員）そうするとたとえば4人家族で4人答えると、4×5=20、50組だけを調べるということに

なって、そうするとサンプルサイズとしては50ということになるので、だいぶ小さくなってくると思

うので、そのあたりも。 

 

（国際観光課）ケースとしては、まず子どもをとるということはないです。金額等の調査もあります

ので、お支払いいただける年齢層というのがあるんじゃないかなと思います。 

 

（平湯委員）今のお話ですが、「１つのグループの中の一人に調査を依頼する」、たとえば、家族

（親子）の場合は、父母のどちらかに、団体旅行の場合はそのうちの1名に調査を依頼するというこ

とであったように記憶しております。昨年度は、１つのグループの中の二人、三人、、、に調査をお

願いしてたのでしょうか。 

 

（岡部会長）私もちょっとそこのところが気になるんですが。 

 

（平湯委員）「グループで一人」というお話だったと思います。 

 

（国際観光課）申し訳ありません。そこのところは、昨年の状況と統一するということで、明確にし

ます。先ほどの説明で、原則家族で１件とカウントするが、ケースバイケースで大人の頭数でカウン

トすることもあり得るようなことを話しましたが、一家族1件の原則を徹底します。 
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（伊藤委員）問6に「グループの人数を」って書いてありますよね。 

 

（国際観光課）失礼しました。ご家族に関しては、1件ということです。団体旅行の、中国の団体み

たいなお客様がいらっしゃった場合だと、（団体グループの中に何家族いるか、また、どのような家

族構成かなどは考慮せず、）団体の皆さんに声をかけさせていただいて、回答をいただいた方に関し

ては1件ずつということで昨年の事例がありましたので、説明が混乱し申し訳ございません、家族に

関しては1件、代表の方の回答を正とさせていただきます。 

 

（岡部会長）1グループ1人ですか。 

 

（国際観光課）家族の場合は1人ってことです。先ほどご指摘あったように、そうすると、お父さん

になっちゃうんじゃないかお母さんになっちゃうんじゃないか、偏りが、性別が意図的になってしま

うんじゃないかってことは、確かに、そこは多少偏りが出てくる可能性は否定できないかと思います

けども、それは誘導は特にしていないですので、ある程度そこの決定権というか、そこの家族の中で

そこの意思決定している方が当然アンケートにも答えているだろう、ヒアリングにも対応してるだろ

うということでですね、代表の方1人です。 

 

（岡部会長）これは、去年報告いただいたときもそうですが、今日のご報告でもヒアリング調査をし

ている人が現場で人をどうやって選ぶかということがちょっと見えにくかった。今の質問はやっぱり

そういうところを問うていると思います。おそらく多分、業者の方にお任せするといってもそこのと

ころはある程度打ち合わせをしていると思うんですけど、どういう基準で選ぼうとしているのですか。 

 

（国際観光課）流れとしては、外国人の方が空港とか街中であるところを、捕まえて、お声掛けして

協力してくださいということで、捕まえられたら対面で調査をとるということなんですね。ですから

忙しいということで行ってしまう方があれば協力していただけないですし、ですからご家族の場合は

当然、なかで声をかけて、一番協力的なお父さんなりお母さんなりが答えてくれれば、その方につい

て答えるということであると思いますので。業者さんと話したところでは、まずは捕まえること、協

力してもらうことが一番ハードルが高いところとのことなので、家族の中で会話に食いついてという

か、反応してくれる人をずっと捕まえて、その人と会話をするということが、現場での流れになるか

と思います。 

 

（岡部会長）団体の人とかあるいは個人旅行とか色々ありますよね。たとえば団体の人だけを聞いて

しまったということでは困るということ、だから前回調査でも同じようなことが言われていたような。 

 

（国際観光課）団体はあまり捕まらないというふうに業者さんから伺っています。やはりツアー客は

どうしても集団としてスケジュールがあるので難しく、バラで動いている方じゃないと捕まえづらい

というのは、業者さんから聞きました。また、空港の構造上で、航空会社のチェックインカウンター

があるんですけども、あそこにはちょっと入らないでください、これ基本みんなそうなんですけども、

あそこでの調査は控えてくださいというのは業者さんも言われています。基本的には羽田空港に関し

ては、京急電鉄を降りてから空港までの道、チェックインカウンター前までの道の区域で調査をさせ
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ていただいていますので、そこでご協力いただける方に対しては全て取っていこうというスタンスで

はさせていただきます。場所柄、基本的に外国人の方が多いとは思いますが、選ぶんじゃなくて万遍

なくお話しさせていただいてご協力いただけた方のデータっていうふうになるかと思います。 

 

（岡部会長）他に何かございますか。 

 

（土屋委員）今までのお話を色々伺いますと、やっぱりどうしても、母集団234万人なんですけども、

234万人全体の傾向を把握するというよりは、今回対象となって答えてくださった方の傾向がどうな

のかっていうような調査となるになるのではないかと。そうしたときに、今回の答えてくださった方

が実際、神奈川県を訪れている外国人の方と比べてどういうふうな偏りがあるかないかというような

ことも調査の結果として出していくことが必要ではないかと思いました。それと、拝見した今日の資

料でもう一つ、神奈川県入込観光客調査、観光客消費動向調査、これは外国人は調べてないんですか。

今回対象になっている調査ではなくて、神奈川入込観光客調査とか、神奈川県観光客消費動向調査と

かやってらっしゃいますけども、そういった調査では、外国人の方がどれくらい、例えば国籍別にい

らしているとか、そういったこと把握はされていないんですか。 

 

（国際観光課）そうですね。基本的にはしていないです。ですので、この調査に意味があるというこ

とになります。 

 

（土屋委員）そうするとこの調査でしか、神奈川県に例えば中国の方はどれくらいらしているという

ことはわからないと。 

 

（国際観光課）そうですね。はい。 

 

（岡部会長）こっちの調査の方では、外国人は対象になっていないと。 

 

（国際観光課）そうなんです。すべての方が対象なので、うち外国人は、という内容にはなっていま

せん。 

 

（岡部会長）すべて。それを見分けてはいないと。 

 

（国際観光課）神奈川県としての観光客数データとなります。 

 

（土屋委員）たとえば国籍別の割合を出そうと思ったときにも、これだけの調査ですと、偏りという

のがあると思いますので、何らかの形でそのあたりを補足するようなことも考えられるのではないか

というふうに思います。それにあわせて、もう一つの、留め置きの方ですけど、先ほどお話ありまし

たけれども、それも宿泊施設を選んでそこで宿泊された方を対象にするということでしたけれども、

宿泊施設がどれくらいあってそこからどういうふうに選んだのか、それから宿泊施設の中で泊まった

方の中でどういうふうに選んだのか、あるいは全員選んだのか、そこには外国人の方がどれくらい泊

まられていたのか。そういうような情報もあわせて調べておかないと、たとえばあるホテルに泊まっ
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た外国人の方がたとえば100人いらして、そのうちのたとえば10人だけを答えられたのか、それとも

100人中100人が答えられたのかによってもだいぶ結果が違うと思います。宿泊施設も多数あると思い

ますので、その中でどういう宿泊施設を対象にしたのかというようなことも、本来であればきちんと

把握して、できればそこから宿泊された外国人の方の、母集団の推計なりなんなりのようなことも、

今後検討されてはどうかなと。 

 

（国際観光課）参考にさせていただきます。可能な範囲で反映させていただきたいと思います。 

 

（土屋委員）少なくとも宿泊施設の中で対象にされる方はどういうふうに選ばれているんですか。 

 

（国際観光課）それについては、正直、現場では、宿泊施設側の協力がお願いベースで、あまりわが

まま言えない関係や立場の中でお願いしているというところがあってですね、なかなか全部とってく

ださいとかいうようなお願いできる状況ではないというふうに聞いております。ちょっとそこらへん

は、もしかしたら弱いのかなと、本当に全体の中での一部しか取れていないのかなというのは、ちょ

っと想像の範囲ですけども、考えています。基本的に、接客いただいた宿泊施設の従業員の方が外国

人に対してチェックインの後に渡していただいたりとか、あとは、お部屋に備え付けてもらって、外

国人の方に対してちょっと書いてといったところの抽出方法なので、おっしゃる通り、ちょっと弱い

部分もあるので、スタッフの方から是非というそこまでのことを、ホテル側の方にお願いすることは

できていませんので、やはり、どうしても、外国人の中で協力的な方が自発的に出していただけてい

るというサンプル数が集まっているという状況です。 

 

（土屋委員）少なくともその、お客さんにお願いしないでホテルあるいは旅館などでたとえば外国人

の方が何名泊まっていらしたのか、あるいは内訳、例えば国籍別の内訳を宿泊施設から報告してもら

うとかいうような、そういったことは可能ですか。 

 

（国際観光課）可能性はあるのではないでしょうか。担当者として推測の範囲ですが。多分なんです

けども、宿泊施設さんの戦略と営業的な部分があるので、すべてのデータを県に渡して県内の皆さん

にお知らせするというのは、逆に事業を営まれている方に対しては、手の内明かしてしまっているっ

ていうふうな捉え方もされてしまうので、お願いはさせていただきますが、そこの事業者、宿泊施設

さんの方針次第ということにはなると思います。 

 

（土屋委員）もちろん統計ですのでどこの宿泊施設に何人ということは当然出さないわけで、神奈川

県全体として、たとえば中国人の方が何人泊まられている、そういうような形で出すということにな

るので、それはそれでまた、宿泊施設としては、神奈川県全体での傾向を見るということに繋がって

いくと思いますし、県としても必要な情報だと思いますので、これにあわせて宿泊施設でどれくらい

の方が泊まってらっしゃるのかと、そういったような情報も、この統計あるいは別の統計でちゃんと

調べて、それと組み合わせてこの調査の精度を高めていくというようなことも必要ではないかなとい

うふうに思います。 

 

（国際観光課）そこは先ほどの入込の調査について、私どもの隣の課の観光企画課というところでや
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っているんですけど、そことも意見交換して、場合によってはその調査の内訳数字で、国別の数字を

把握することが可能なのかどうか、そちらの調査に含めてもらえないかどうか、確認したいと思いま

す。もしやれば比較的もっと大きな数字の中で、実際今までの中で外国人が何%で国別の数字がこう

だよっていうのができるかもしれませんので、ちょっとそこは観光企画課と意見交換させていただく

中で、どういった形でとれるのか検討させていただきたいと思います。 

 

（土屋委員）はい。 

 

（岡部会長）その他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

（山北委員）いろいろ参考にさせていただく部分が多いなと思って聞いているんですけども、私ども

相鉄グループの基幹事業に鉄道がございまして、やはりその鉄道をご利用になる外国のお客様へのご

案内方ですとか、使っていただきやすいパスの開発ですとか、そういったことは大きな課題になって

おりまして、前回の調査の報告書を拝見すると、50ページあたりなんですが、交通パスを利用しなか

った理由といたしまして、「その他」の割合が結構高く、まあ回答数としては少ないですけど割合と

しては高く15%強の数にのぼっていまして、この「その他」って一体どういったことがあるのだろう

と、この調査を事業者として拝見すると「その他」ってなんだろうってちょっと気になってしまうん

ですけども、こういった「その他」で含まれてしまって外から見えない部分は、何かしらで確認する

術というのはあるんでしょうか。 

 

（国際観光課）確認としましては、こちらにお問合せという形になるんですけども、「その他」の部

分で、じゃあなんだったのかっていう深掘りまでが、申し訳ございません、ちょっとできていない状

況です。 

 

（山北委員）この上にあがっている項目に入らないものはすべてこの「その他」に入れてらっしゃる

というようなところで。 

 

（国際観光課）そうですね。正式な納品されている報告書という形式の中では、その他っていう数字

だけで書かれてしまっているんですけど、生データでは、その他コメントのところのデータがあれば、

報告書と別に生データをくださいっていうところの中で業者さんから見せてもらって、文字として何

が書かれているかを確認する方法はあるかと思いますけども、それはちょっと報告書としては集計し

ておりません。報告書としてはないです。 

 

（山北委員）なるほど。そうなんですね。あと今回の調査ではこの「交通パスを利用しなかった理由」

というような項目はなくなるというようなことなんでしょうか。拝見している中では同じ質問事項は

ないのかなと思ったんですけど。 

 

（国際観光課）その設問に関しましては、昨年まで定期的に設けさせていただいていまして、基本的

な回答傾向というのが見えてきましたので、設問としては設けずに。昨年度のもので把握できたと判

断させていただいたのが現状でございます。 
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（山北委員）はい、わかりました。 

 

（岡部会長）他に何か。 

 

（新瀧委員）いいですか。3件ありまして、まず1つは、留め置き調査の目標数というのが、諮問案件

1-3頁の3っていうのを、今回1000件と書いてありまして、前回500件だったんですけども、それが倍

になってるのですが、報告書の1ページの実績のところを見ますと、羽田空港と観光施設については

目標の数を上回っているんですが、この留め置きのところだけは774件で、1000件に達していないと。

そこに、調査をお願いするホテルの数が増えたですとか、多めの数字を見積もられた背景がおありに

なればお話しいただけないかなと。 

 

（国際観光課）本当に漠然としているんですけど、やはりラグビーワールドカップもあるしというこ

とで、今までは中国の国慶節が10月にあるのと、紅葉と、又は年末のクリスマスシーズンというとこ

ろが、外国人の方がいらっしゃるイベントかなと思ったんですけども、それに加えてラグビーワール

ドカップ、今年のビッグイベントがあるので、聞いている限りでは県内の宿泊施設がどこも80%、90%

の予約率があるというのは聞いてますので、そういった情報もありまして、今回1000件を目標とさせ

ていただこうかなと思っております。 

 

（新瀧委員）あと報告書について一点ばかりお願いがございまして、報告書の32ページなんですが、

こちらはすごく細かい表で、たとえば上から6行目の東南アジアとか、ヨーロッパ、北米オセアニア

という下の項目の小計部分なんですが、数値が多分誤っているんですね。たとえば東南アジアでいい

ますと、計が「5」になってまして、シンガポール、マレーシア、タイなどの合計よりも少ない数字

になっていますので、おそらく集計表が誤っているというふうに類推されます。これと同じフォーマ

ットの表が、今申し上げたところ以外にも、35ページと38ページ、こちらも同様なフォーマットで同

じ小計項目と思われるところですが、誤っているというふうに思われますので、次回作られる際には

チェックして間違いがないようにしていただければと思います。 

 

（国際観光課）失礼しました。より注意を払うようにします。 

 

（新瀧委員）一点、最後なんですが、同じ報告書の41ページ、訪問地への交通手段の割合のところな

んですが、こちら左上の交通手段別の割合のところは、回答数全体2753を100として割合を示されて

いますね。他の項目は回答者数構成比、つまり回答者に対して何割であったかということをあわせて

計算されているんですが、この交通手段に関して言うと、この報告書のやり方ではなくて回答者数構

成比の方が適正でないかとふうに思います。つまり、やってきた外国人の方の、この報告書だと56%

が鉄道を使われたというふうに読めるんですが、回答者数構成比ですと、8割弱の人が鉄道を使われ

たという方が実態に近いと思われますので、この同じ報告書のフォーマットを使われる場合には、回

答者数構成比で記載された方がよろしいかなと思いました。 

 

（国際観光課）はい。 
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（岡部会長）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＞ 

 

（岡部会長）それでは了承することにいたします。なお、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＞ 

 

（岡部会長）ご了承ありがとうございました。 

 

【諮問案件3「県営水道についてのお客様意識調査」】 

【諮問案件4「県営水道についての事業所調査」】 

 

（岡部会長）企業庁水道部経営課が実施を予定しております諮問案件3「県営水道についてのお客様

意識調査」及び諮問案件4「県営水道についての事業所調査」について審議します。諮問案件3と4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＞ 

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。 

 

 ＜企業庁経営課から調査内容を説明＞ 

 

（岡部会長）ありがとうございました。ただいま、ご説明のありました調査内容につきまして、ご質

問、ご意見のある方はご発言をお願いします。 

 

（鈴木委員）料金関係についてお伺いしたいんですけども、個人を対象としている諮問案件3-18頁か

らの料金の関係で、事業所の諮問案件で言うと4-14頁、料金についてのご質問が並んでると思うんで

すけど、料金関係の質問についてですね、料金が高いのかあるいは水道料金が安いのか、こういう判

断をすると思うんですが、利用者や事業者がどのような判断をされるのかという部分なんですけども、

その中で「わからない」という項目も設けられてあるので、これはわかるんですけど、平成28年の3

月に、神奈川県の水道ビジョンというのを出されていますよね、その中で、黒岩知事がですね、神奈

川県の水道料金というのは全国的にみても安価な水道料金だということでビジョンの中ではおっしゃ

られているんです。確かに安価だということは分かるんですが、では例えば、47都道府県の中におい

て、神奈川県の水が一番安いのか、あるいは二番目に安いのか、あるいは全国的に見てどの程度安い

のか、また安いだけではなくて、品質がどうなのかとか、そういう諸々のことを今使われている利用

者とか事業所が当然分かっていないと、これは高いですか安いですかと聞かれても、なかなかその判

断基準というのは難しいと思うんです。で、まあそれができない人は、必要の中で「わからない」と
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いうところを丸をつけるんでしょうけど、前回の意識調査報告書の中で、9ページを見ていただきた

いんですけど。28年度神奈川県営水道お客様意識調査報告書の9ページ。9ページの中の問1というの

があるかと思うんですが、「あなたは、県営水道の以下の各項目に関して、どの程度満足しています

か」「〇はそれぞれ1つだけ」とありますよね。この中で、ABCDとあって、Dの「水道料金の金額につ

いて」という項目があるんですが、1番が「満足している」で120件で8.2%、2番が「まあ満足してい

る」で406件で27.8%、この中で3番の「どちらともいえない」というのが一番多くて38.4%ということ

ですね。まあだから水道料金の金額について、「どちらともいえない」、金額についてどうですかっ

て聞いたときに「どちらともいえない」っていう人が一番多かったわけですね、38.4%あるので。で、

「どちらともいえない」という判断をするときにですね、先ほどお話しましたように、県の水道が他

と比べて安いのか高いのか、あるいは水質がどうなのか、そういうところが分かっていないと、なか

なか「満足している」とか「まあ満足している」とかそういうところに丸をいれないと思うんですよ

ね。ですからそのへんの情報提供というのをですね、しっかり利用者、事業者等にまず提供されない

と、正しい調査結果報告が上がってこないということになります。で、質問事項の中で、諮問案件の

3-18頁の問17というのがあるかと思いますが、この中で、「あなたが知っていることはどれですか」

という設問項目があるかと思うんですが、こういう中で、「神奈川県の水道料金は全国的に見ても安

価な水道料金となっている」とかですね、そういう質問項目を一つ追加することによって、その辺を

全く知らないという人がみんな付けるようになってですね、「満足している」「満足していない」

「どちらともいえない」とか、そういう調査結果に直接反映をするんではないですかね。ですからそ

れもちょっと、どうするか考えていただければ。 

 

（企業庁経営課）貴重なご意見をありがとうございます。私どもも、この設問を作成するにあたって

当初他の事業体との比較の表を入れたり、全国平均と比較したりといったことも検討しております。

ただ、同じ事業者の中で、他事業体と我々とを比較するというのが、果たしてよいのかどうかという

ところが、問題になったものですから、この質問については、ご回答いただく方の選択により、他の

地域にお住いになったことがあって他の水道の事業体との比較の対象がある方はそれで答えていただ

ければよろしいかと思いますし、もしない方は他の公共料金ですとか、そういった報告をされる方の

主観に委ねるという考え方で検討しておりますけども、今のご意見を踏まえまして、検討させていた

だきたいと考えております。 

 

（鈴木委員）ありがとうございます。 

 

（岡部会長）他に何か、ありますでしょうか。 

 

（岡部会長）それでは、私の方から。調査の設計は、今回から業者に任せるっていうことですか。 

 

（企業庁経営課）はい。 

 

（岡部会長）設計っていうのは、標本設計とかそういうことじゃなくて、これは。 

 

（企業庁経営課）調査票の設計です。 
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（岡部会長）調査票の設計なんですね。そうする理由が、ちょっと先ほどの説明だとわからなかった

ということ、あとは、普通、考えると、調査主体の方がある程度責任を持って調査票を設計したほう

が、調査の中身に対して問題関心を打ち出しやすいわけですが、調査主体の問題関心と、調査票の設

計が切り離されてしまうと問題が起こらないか、その辺どうなんだろうかと思いました。 

 

（企業庁経営課）設計そのものに関しては我々も関与しまして、私どもが経営の目標としている水道

事業経営計画をもとに業者と議論をしまして、ある程度我々が、設問内容のオーダーを出しながら、

設計をしていただいております。また、設計だけではなくて、今後調査結果の分析とクロス集計に移

っていくと、今回様々なデータをもとに、単純集計ではなくクロス集計も二重三重のかなり深掘りし

た分析を考えておりますので、その点を逆算した形で、どのような設問の仕方がよいのかというのを、

専門業者の知恵をいただきたかったところもありまして、調査票の設計から委託をしたという経緯が

ございます。 

 

（岡部会長）ある程度設計にかんだうえで委託、業者には設問設定のテクニック的なことをお願いす

ると。 

 

（企業庁経営課）はい。 

 

（岡部会長）他にご意見は。 

 

（土屋委員）2点ございまして、まず1点目が、対象ですけれども、対象が個人ということですが、調

査票の中身を拝見すると、個人というよりは、むしろ世帯、あるいは契約されている方を対象にされ

た方がいいのではないかという項目が多いんですけども、そこであえて個人にされている理由ってい

うのは何でしょうか。 

 

（企業庁経営課）そこは事前の相談をした際にも、そういった矛盾点についてお話をいただいていま

すが、回答いただくのが個人的な意識や意見という設問もありますので、個人にさせていただいてい

ます。確かに水使用に関連する設問、お風呂の利用とか、調理とか、食洗機を使っているかとか、こ

ういった設問はもちろんおっしゃるように世帯単位の回答でよいのですが、県営水道の事業について

の設問、水道料金については、個人、年齢層によってある程度差が出てくるのではないかと思われま

す。水利用のように、世帯の方お一人お一人がみな同じ考えを共有していれば世帯単位の調査がいい

のではないかという話は、統計相談した先生も言われたんですが、一人一人の年齢層など個人による

差が出てくるのであれば、個人単位の調査にした方がいいのではないかと思っております。今回、県

営水道の事業や上水道料金についてのお客様の意識を我々は重視しておりまして、それが年齢層によ

ってどの程度差が出てくるものか確認したいと思っておりまして、おっしゃるのももっともですが、

敢えて個人単位の抽出にしております。 

 

（土屋委員）先ほどもご意見ありましたように、たとえば水道料金をどう思うかといったときに、実

際に水道料金を払っている、たとえば世帯主が払っているとすると、世帯主の人は料金を把握し、そ

れに対する感覚を持っているかもしれませんけれども、たとえば二十歳以上ですけども、たとえば実
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家で暮らしている大学生で自分で水道料金を払っているわけではない、いくら使っているのかも知ら

ないという人に、「水道料金についてどう思いますか」と聞いて、実際にいくら払っているのかをう

ちで聞いて答えるかもしれないですけれども、そういう人の意識を取る必要があるのか、という。 

 

（企業庁経営課）おっしゃるとおりだと思います。実は、「県営水道のユーザー」イコール「住民基

本台帳に登載されている人」ではありません。住民基本台帳を給水区域内に持たなくとも、お住いに

なっている方もいらっしゃいますので、今の抽出方法ではそういった方が調査の対象にはならないと

いうことになってしまいます。たとえば単身者で転勤族ですとか、学生さんで地方から出てきてこち

らに住んでいる方は、ユーザーですが住民票を置いてませんので、今の抽出だとそういった方からご

意見をいただけない形にはなってしまいますので、今後はその点も検討させていただいて、抽出の方

法については精査をしなければいけないのかなと考えております。ただ、継続調査という形で経年 

変化もみますので、前回と同じ抽出方法にした方がよいと判断しております。 

 

（土屋委員）今後は場合によっては契約者の方の台帳というのは当然あるんでしょうか。 

 

（企業庁経営課）ございます。 

 

（土屋委員）それを抽出台帳として、そちらを母集団という形にするという方法も考えていただけれ

ば。もう一つは、今回の抽出計画、3-24頁になりますが、抽出方法の(1)、(2)でちょっと読み切れな

かったんですが、(2)で市町村に割り当ててさらに年齢かつ性別に分け合っているというふうに読め

るんですけども、たとえば箱根町10人割り当てて、年齢×性別でこれ6×2で12区分に10人を割り当て

るというふうに読めるんですけど、そういうことですか。 

 

（企業庁経営課）そうです。人数が多いところは12区分すべてに割り当てられますが、人口が少ない、

給水人口が少ない市町は、網羅できていないという状況にはなってしまいます。 

 

（土屋委員）そうなると層化をする必要はこのサイズではないのではないかと思うんですけれども。

市区町村で割り当てて、住基から多分系統抽出か何かで抽出されるのだと思いますけども、それで十

分ではないかと。で、回収率が前回拝見すると6割だったんで、三点目として、むしろ6割回収だった

ものが、実際母集団に比べてどうなのかと、場合によってはそこの補正をするという、そちらの方で

対応された方が、抽出の段階であまり細かくしても回収率が6割では、あまり意味がないのではない

かと。むしろ層化してあまりセルのサイズが小さくなるとあとで補正ができなくなってしまうので、

ある程度のサイズを確保しないといけないかなと。ちょっとここまでするとやりすぎかなという感じ

がします。ここはもう、実際抽出はされたんですか。 

 

（企業庁経営課）これからです。 

 

（土屋委員）(2)は、必要ないかなという気がするので。 

 

（企業庁経営課）層化無作為抽出では、給水人口と同様の人口分布に沿った形で対象を抽出するもの
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と考えていたものですから、男女・年齢層別に細分化して抽出していますが、そういった考え方もあ

るんでしょうか。 

 

（土屋委員）まあ系統抽出してれば、基本的は年齢分布と同じ形での標本が得られると期待できるの

で、そこまで細かくする必要はない。 

 

（企業庁経営課）わかりました。非常に参考になりました。こちらは検討します。 

 

（岡部会長）他に何かご意見は。 

 

（平湯委員）調査票で、調査項目の細かい表記の仕方、まず、諮問案件3-14頁、問11の上から4行目、

「(5)」というふうに書いてありますが、これは他の表記に倣いますと「5」となります。同様のこと

がこのあとの設問にも出てきていますので表記のご確認をお願いいたします。 

 

（企業庁経営課）申し訳ありません。 

 

（平湯委員）それから、設問の作り方としては、たとえば問15、「～～についてお聞きします」、そ

のあと説明の図を載せて、その下に設問文を載せているという形ですが、問19は説明の前に設問がき

ています。ここは統一されたほうがいいのではと思いましたが、何か意図はございますでしょうか。 

 

（企業庁経営課）まず、皆さんが説明を読んでから答えていただけないと答えにくいだろうという説

明は、先に置かせていただくようにしています。問19については補足という意味で前に置いてござい

ます。 

 

（平湯委員）問20についてはいかがでしょうか。 

 

（企業庁経営課）問20の県営水道料金表というのは、問21にもかかってくるものなので、両方で見て

いただきたいという意味もこめて、変則的に真ん中に置かせていただいているんですが、原則に従え

ばということであればおっしゃるとおりです。 

 

（平湯委員）前回調査の報告書を拝見していまして、集計表は良いのですが、読み取りで不正確な箇

所が少しあるように感じております。たとえば、平成28年度お客様意識調査報告書の14ページですが、

居住地につきまして、「相模原市中央区」と「平塚市」は掲載順が逆です。また、15ページですが、 

住居形態を2階建て、3階建てと区別して聞いているのに、文章では「一戸建てが多く集合住宅となっ

ている」とまとめてしまっています。読み取りの文章は正確にされたほうが良いのではと思います。 

 

（企業庁経営課）報告書の作成については、精査します。 

 

（岡部会長）よろしいでしょうか。 
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（平湯委員）はい。 

 

（岡部会長）他に何かご意見はございますか。 

 

（新瀧委員）諮問案件3-12頁、問6ですが、入浴の頻度のところはいいんですけども、これのあとに

問6-2というところなんですが、お風呂に毎日入るという人は違和感なく回答できると思うんですけ

ども、「2～3日に一回しか入らない」と問6の一番上で回答された場合に、たとえばその人が「2～3

日に一回入るけども毎回替える」みたいなパターンもあると思うんですけど、それはどこに丸をすれ

ばいいかわからないような印象がありまして。ここは同じような言葉を使うよりも、たとえばですね、

1番の「人ごとに替える」は同じでいいと思うんですが、2は「毎回」、3は「2回に1回」、4は「3回

に1回」などですね、入浴頻度と自分が入る回数の中での頻度に分けないと、どこに丸をすればわか

らないというような印象がしますので。 

 

（企業庁経営課）ありがとうございます。こちらについては表現を訂正できればと思います。 

 

（岡部会長）他に何か。 

 

（土屋委員）技術的な話ですけども、まず、一点目が、諮問案件3の方は、これはできれば結果につ

いて、誤差がどのくらいなのかということもあわせて結果で出していただいたほうがよいのではない

かなと思いました。誤差がついていると、その結果をどれくらいの精度で見ればいいのかという参考

になりますので、できれば誤差をあわせて出していただきたい。それからもう一つは、諮問案件3と4

の両方にかかる話ですけれども、いずれも回収率が100%ではないので、やはり何らかの結果の偏りが

ある可能性がありますので、そこについてはできれば何か補正をするようなことも検討していただい

たほうがいいのではないかと思います。特に諮問案件の4の方ですが、こちらは全数調査なので、そ

れぞれの事業所が、たとえばどれくらいの上下水道を使っているのか、あるいは料金をどれくらい払

っているのか、というようなことは把握されていると思いますし、回答のあった事業所が、そのうち

の、どういう事業所なのか、たとえば水道をよく使っている事業所なのかあるいは使っていない事業

所なのか、そういったところを見ることはできると思うので、たとえば仮に水道をよく使っている事

業者が答えているとすると、使っていない事業者の回答が含まれないということになりますが、その

あたりを少し補正をして、この926事業所全体ではどうなのかというようなところをより精度を高め

るために、そういった補正なども、企業庁さんの方で既にお持ちの情報とつき合わせて補正するよう

なことも、結果を報告するときには検討していただいたほうがいいのかなと思います。 

 

（企業庁経営課）はい。わかりました。 

 

（岡部会長）他にございませんか。 

 

（山北委員）一つよろしいでしょうか。事業会社でやっておりますと、いろいろ自由意見をお聞きし

た結果を、必ず聞いたからにはフィードバックをしなくてはいけないというスタンスで業務を進める

ものですから、いろいろ自由意見をお聞きになったときに、この自由意見を聞いたあと、どうなるの
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かしらと少し思ってしまうんですけども。お客様方は、ご意見を書かれますけどもそれはそれでって

いうふうなところで収束されるんでしょうか。聞いちゃうと返さないと、というふうになってしまわ

ないのか、もちろん聞くことは大事だと思うんですけども。 

 

（企業庁経営課）いろんな種類のご意見がございまして、前回報告書にも書かせていただいています

が、たとえば「頑張ってください」系のものから、自宅の水道水への不満まで、中にはもちろんこち

らで応えられるご要望等もあり、全体として可能であればフィードバックしていこうという考えはあ

りますが、一つ一つのご意見すべてにフィードバックというのは、難しい面もございますが、こうい

ったご意見があるというのは受け取って、今後の参考にしていきたいと思っています。すべての意見 

に返しているのかというご質問だと、不十分な点もあると思いますが、今後活かしていきたいと思っ

ております。 

 

（山北委員）割合が高いのか低いのかわからないんですけども、かなり多くのご意見が寄せられるよ

うですので。皆さんこれを書くと何か期待して書いてらっしゃるのかしらとちょっと想像してしまっ

たもので、そのあとどんなふうに落ち着くのかなとふと思いまして。ただ、依頼書の方に「今後の経

営のあり方を検討するうえでの基礎資料」という記載もございますので、そこで皆さんご理解をされ

ているのかなといふうに理解はしております。 

 

（企業庁経営課）ありがとうございます。今回の調査票の中に、今後の県営水道の情報ですとか、広

報などについても調査しております。こういった、寄せられた意見をどうやって生かしていこうか、

どうやって広報していこうかといったところに繋がるのかなと思っていますので、そういったご意見

を積み重ねた上で、どういった方法でのフィードバックがいいのか検討していきたいと考えています。 

 

（山北委員）ありがとうございます。 

 

（岡部委員）私からも一つ。調査票が、前回の調査票に比べると長くなる、削ったり順序を入れ替え

たりというよりも、長くなっている。程度問題として、長さは大丈夫なのか気になりました。たとえ

ば回収率が低くなるとか、こんな長いのはやってられないとか、どこかでそういう問題が起こらない

か気になります。その辺についてどう評価されているのかなと思いまして。 

 

（企業庁経営課）確かに今回、主要事業に関して深く掘り下げた形で設問を設計しています。そうし

た場合に、やはり前提がわからないと回答が別の方向に流れてしまうのではないかという点も検討い

たしまして、多少ボリュームは多くなってしまうんですけれども、資料を付けたり、説明の図を付け

たりしております。私どもも、調査を回答するにあたって、面倒になってしまうのではという懸念は

十分持っております。そこでお客様に督促兼お礼として、一度委託業者の方から「ご回答はお済みで

すか」というような形で、促すようなことは考えております。 

 

（岡部会長）調査のプリテストみたいな感じでどこかで調査対象者を絞ってやってみるとか、あるい

は今回一回やってみて回収率が下がったのか上がったのかとか事後評価するとか、考えられるのでは

と思ったのですが。 



－19－ 

 

（企業庁経営課）プリテストは内部でしか行っておりませんので、検討します。 

 

（岡部会長）分量とかボリュームがこれで大丈夫か。事後評価をするとか。 

 

（企業庁経営課）はい。 

 

（岡部会長）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＞ 

 

（岡部会長）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＞ 

 

（岡部会長）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。 

 

会議資料 

統計センターで閲覧できます。 

 


