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１章 業務実施の背景と目的

１－１ 業務実施の背景

交流人口拡大による地域の活性化、および地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた

地域社会の実現に向けて、魅力ある観光地域の形成を促進していくことが求められている。その中で、

観光庁では、地域による自律的な観光地域づくりおよび国による効果的な支援における有効な判断材料

とするため、地域の現況を客観的・継続的に把握する評価手法の開発に取り組んできた。

一昨年度には、全国の観光地域を同じ条件の下で評価・比較をするための手法が検討され、発地側で

のインターネット調査によって、50 地域の統一調査が可能であることが実証された。そして昨年度には、

実際に同手法を用いて 50 地域の評価が実施され、結果が診断カルテとしてまとめられた。加えて、診

断カルテの判断材料としての有効性について、地域の意向を聴取している。つまり昨年度までに、全国

50 の観光地域の統一評価について、評価手法の有効性確認と、評価結果を読み解くためのアウトプット

として診断カルテのフレームが用意されたといえる。

しかしながら一方で、依然積み残されている課題もある。まず、大きな課題として、地域の自律的な

地域づくりに資することを目的に掲げているにも関わらず、現状では実際に地域で評価結果を活用する

までに至っていないことが挙げられる。

また、地域からの意向聴取の結果からは、実際に地域で評価結果を活用するにあたり、アウトプット

の内容・フレームについて修正の余地があることが示唆されている。加えて、評価自体の継続性（自走

性）や地域の自律的な取り組みを支援する上での、現在の事業フレームに頼らない実施フレームへの移

行についても合わせて検討していくことが必要となっている。

また、観光庁では、観光立国推進にあたって、旅行消費額や旅行者数などについて目標設定を行って

いる。中でも国内観光地域の旅行者満足度（大変満足・必ず再訪したいの割合が 25％）は一昨年度、昨

年度も本業務の流れで、達成要件の整理作業を実施してきたところである。そのため本業務において、

引き続き地域づくりの取り組み改善が来訪者評価（旅行者満足度）向上に資することを示すと同時に、

実際に地域の取り組みの改善を図ることで来訪者評価の向上につなげていき、旅行者満足度の 25％目標

達成に引き続き貢献していくことは意義が大きい。

１－２ 本業務の目的

以上を踏まえ、来訪者の滞在を促進し、満足度の向上等を図るために必要とされる評価調査について、

今後継続的に地域が自立して行うために必要となる効果的かつ実用的な仕組みを確立することを目的

に本検討業務を実施する。

具体的には、観光地域を適切に評価し、その結果を観光地域における地域づくりに活かしていくため

に、継続性が担保され経年比較が可能な、より効果的な分析が行えるフレームを本業務で用意する。加

えて、参加地域を増加させるため、内容・効果等を広く周知する目的での情報発信・啓発を実施する。
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１－３ 本業務の全体構成

目的を達成するために、本業務では以下の 3 つの取組を実施する。

＜取組 1：評価調査の実施＞

昨年度事業の地域比較分析調査において選定した 50 地域を元に、昨年度と同様の地域別調査および

全国の観光地の平均数値を取得するための調査を実施する。なお、調査結果に基づき作成した成果物に

ついては各調査対象地域へ送付しフィードバックする。

加えて、次年度以降に自律的に調査に参加する地域の候補として数地域選定し、実際に留置き型調査

を試行し、ヒアリング等を行うことによって、調査手法、データベースの活用方法、地域診断カルテ票

の表示方法等の改善を行う。

＜取組 2：ウェブシステムの構築＞

次年度以降、地域が自立して評価調査を行い、その調査結果を国においても蓄積し活用することを目

的とした持続可能で実現性のある仕組みとして、調査結果を蓄積するデータベースを含んだウェブシス

テムの構築を行う。その際、取組 1 において実施した評価調査の結果を初期データとして蓄積する。

＜取組 3：今後の継続に向けた普及啓発の取組＞

評価事業について地域への普及を図るために、本事業の意義、結果の活用方法、データベースの内容

および使い方等を解説したリーフレットの作成を行う。また、次年度以降に地域が自立して調査を行う

ことを目的として、作成したリーフレットを利用し、全国の自治体等を対象に広報・普及啓発を行う。

図表 1-1 本業務の実施フロー

観光庁

自律型地域

調査票 作成・印刷

調査 実施 （冬季）回収BOX・幟 作成

調査票 回収データ 入力

データ 分析

レポート 作成 レポート 地域内共有

ネットアンケート 実施

データ データベース化

レポート サンプル作成

ウェブシステム構築

10地域データ

10地域レポート

50地域＋全国平均データ

ウェブシステム

（委託事業者）

提供

送付

提供

提出

提出

提出

提出

リーフレット作成 リーフレット 地域内共有
提供
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２章 評価調査の実施

２－１ 比較データの取得調査

（１）全国平均調査の結果

ⅰ）調査概要

地域が自律的に評価調査を実施した際における評価結果の比較データとするため、公益財団法人

日本交通公社が実施する「JTBF 旅行実態調査」を元データとして活用し、全国平均データを取得

した。その調査概要は以下のとおり。

調査名 ：JTBF 旅行実態調査

調査対象 ：全国 16 歳～79 歳の男女※

調査方法 ：インターネット調査

調査項目 ：過去の旅行における旅行実態

調査時期 ：2014 年 7 月実施

調査の対象とした旅行実施期間 ：2013 年 1 月～12 月

回答者属性：

男性

年齢（歳） 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

標本数（人） 51 361 469 435 415 451 288

構成比（％） 1.0 7.2 9.4 8.7 8.3 9.0 5.8

女性
合計

年齢（歳） 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

標本数（人） 117 343 454 422 417 476 301 5,000

構成比（％） 2.3 6.9 9.1 8.4 8.3 9.5 6.0 100.0

男性

年齢（歳） 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

トリップ数（件） 82 675 891 842 798 873 780

構成比（％） 0.8 7.0 9.2 8.7 8.2 9.0 8.0

女性
合計

年齢（歳） 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

トリップ数（件） 191 620 782 737 810 1,021 606 9,708

構成比（％） 2.0 6.4 8.1 7.6 8.3 10.5 6.2 100.0

※ ただし、本業務で使用したデータは 20 歳～79 歳の男女の回答のみ。
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ⅱ）調査結果

全国平均データの調査結果は以下のとおり（本業務で使用したデータのみ表示）。

なお、本業務では評価結果のセグメントごとの違いを比較することを前提としており、全国比較

データは６セグメント※の平均値としている。

※ 6 セグメント： 「20～30 代男性」、「40～50 代男性」、「60～70 代男性」

「20～30 代女性」、「40～50 代女性」、「60～70 代女性」

図表 2-1 居住地（単一回答） 図表 2-2 同行者（単一回答）

※ 上から 4 項目目は「友人知人との旅行」

図表 2-3 来訪回数（単一回答） 図表 2-4 旅行での一番の楽しみ（単一回答）

29.7%

70.3%

初めて 2回目以上
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図表 2-5 総合満足度（単一回答） 図表 2-6 再来訪意向（単一回答）

図表 2-7 宿泊数（単一回答） 図表 2-8 宿泊施設タイプ（複数回答）

※ 上から 4 項目目は「別荘・リゾートマンション」

図表 2-9 現地での交通手段（複数回答） 図表 2-10 現地で実施した活動（複数回答）
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（２）50 地域調査の結果

ⅰ）調査概要

地域が自律的に評価調査を実施した際における評価結果の比較データとするため、本業務の中で

新たに調査を実施して、全国 50 地域の評価データを取得した。その調査概要は以下のとおり。

調査名 ：全国 50 地域調査

調査対象 ：全国 20 歳～79 歳の男女

調査方法 ：インターネット調査

調査項目 ：全国 50 地域※を対象とした過去の旅行における旅行実態

調査時期 ：2014 年 12 月実施

調査の対象とした旅行実施期間 ：2014 年 1 月～12 月

※ 対象 50 地域は、昨年度と同じ地域類型および全国バランスに配慮した代表的な観光地。
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ⅱ）調査結果

50 地域データの調査結果は以下のとおり（本業務で使用したデータのみ表示）。

図表 2-11 居住地（単一回答） 図表 2-12 同行者（単一回答）

※ 上から 4 項目目は「友人知人との旅行」

図表 2-13 来訪回数（単一回答） 図表 2-14 旅行での一番の楽しみ（単一回答）

31.1%

68.9%

初めて 2回目以上
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図表 2-15 総合満足度（単一回答） 図表 2-16 再来訪意向（単一回答）

図表 2-17 宿泊数（単一回答） 図表 2-18 宿泊施設タイプ（複数回答）

※ 上から 4 項目目は「別荘・リゾートマンション」

図表 2-19 現地での交通手段（複数回答） 図表 2-20 現地で実施した活動（複数回答）



9

図表 2-21 個別満足度：景観・雰囲気（単一回答） 図表 2-22 個別満足度：お土産・買い物（単一回答）

図表 2-23 個別満足度：宿泊施設（単一回答） 図表 2-24 個別満足度：地域内の移動（単一回答）

図表 2-25 個別満足度：宿泊施設以外の食事               

（単一回答）

図表 2-26 個別満足度：地域内の情報提供            

（単一回答）
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ⅲ）結果カルテ票

50 地域調査の結果については、地域内において評価結果を共有するため、結果を簡潔にまとめた

診断カルテ票を作成し、実施地域への提供を行った。なお、診断カルテ票の作成にあたっては、昨

年度事業における診断カルテ案をベースに、地域へのヒアリングを実施し、より簡潔に分かりやす

いよう、シンプルな構成に変更した。

図表 2-27 結果カルテ票（オモテ）
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図表 2-28 結果カルテ票（ウラ）
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２－２ 地域における試行調査

（１）１０地域試行調査の実施状況

ⅰ）調査の目的

評価調査を活用した観光地域づくりを推進するためには、地域が自律的かつ継続的に観光客の満

足度等に関する調査を実施できることが求められる。そこで、本事業では、地域が自律的に調査を

実施し、施策に活用するための仕組みを構築することを目的に、試行調査を行った。

ⅱ）調査の内容

調査は以下の①～③の手順で実施した。

① 調査への参加依頼

  調査実施にあたっては、地域バランス、観光地タイプバランス等を考慮したうえで、事務局

が地域を選定、調査への協力を（留置・郵送回収調査の実施と調査の事務局からのヒアリン

グへの対応）依頼し、10 地域の調査協力を得ることができた。

② 調査の実施

  調査実施にあたっては、調査の汎用性、実用性を担保する観点から「調査マニュアル」を事

務局から地域に配布した。また、合わせて、調査道具（ハガキタイプの調査票、調査票収納

BOX、調査票回収 BOX、のぼり等）を配布した。調査概要は以下の通りである。

  図表 2-29 10地域試行調査の概要

調査参加地域 10 地域 88 ヶ所※（※調査地点の詳細は次ページ参照）

調査対象

調査対象は以下の 2 点の要件を満たす人を対象とした

 調査対象地域を観光目的で訪れた来訪者

 調査票の内容を理解することができる 10 代以上の男女

調査方法 地域内の観光施設、宿泊施設、案内所等、観光客が多く集まる地点での留

置・郵送回収調査方式（①回答者による投函、②調査地点の回収 BOX へ

の投函の 2 パターン）

調査項目  旅行内容（同行者、1 番の楽しみ、滞在日数、利用した宿泊施設、利

用した交通機関、申込方法、消費額等）

 再来訪意向

 満足度（総合満足度、景観・雰囲気、宿泊施設、食事、土産・買物、

地域内の移動、地域内の情報提供）

 地域での滞在に関する感想（本地域でよかったこと、本地域で改善す

べきこと）

調査規模 各地域 4000 枚の調査票の配布を基本として、合計 36,000 枚を配布

調査時期 2015 年 1 月～2 月末（約 1.5 カ月間）

回収状況 10 地域全体で 2,211 票（6.7%）
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※調査参加地域(10 地域)と各地域における調査地点（88 ヶ所）1/2

地域名 調査地点

1 川越

川越市産業観光部観光課

1 観光課（カウンター）

2 川越駅観光案内所

3 本川越駅観光案内所

4 仲町観光案内所

5 まつり会館

6 小江戸川越観光協会

7 博物館

8 本丸御殿

9 蔵造り資料館

10 小江戸蔵里

2 石垣

石垣市企画部観光文化スポーツ局観光文化課

1 アパホテル石垣島

2 石垣リゾートグランヴィリオホテル

3 かりゆし倶楽部ホテル石垣島

4 ビーチホテルサンシャイン

5 フサキリゾートヴィレッジ

6 ホテルグランビュー石垣

7 ホテル日航八重山

8 ホテルベストイン石垣島

9 南の美ら花ホテルミヤヒラ

10 ホテルロイヤルマリンパレス石垣島

3 南房総

南房総市商工観光部観光プロモーション課

1 道の駅富楽里とみやま

2 道の駅とみうら枇杷倶楽部

3 道の駅おおつの里花倶楽部

4 道の駅三芳村鄙の里

5 道の駅和田浦WA・O！

6 道の駅ローズマリー公園

7 道の駅ちくら潮風王国

4 久慈

久慈市産業振興部商工観光課

1 やませ土風館

2 あまちゃんハウス

3 まちなか水族館

4 JR 久慈駅

5 三陸鉄道久慈駅

6 道の駅白樺の里やまがた

7 市内宿泊施設

5 洋野

洋野町特定政策推進室

1 アグリパークおおさわ

2 一般社団法人大野ふるさと公社

3 マリンサイドスパたねいち

4 大谷温泉

5 ひろの水産会館
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※調査参加地域(10 地域)と各地域における調査地点（88 ヶ所）2/2

6 飯山

一般社団法人信州いいやま観光局

1 道の駅「信越さかい」

2 道の駅「花の駅･千曲川」

3 道の駅「ふるさと豊田」

4 なべくら高原・森の家

5 いいやま湯滝温泉

6 高橋まゆみ人形館

7 斑尾高原ホテル

8 星降るレストラン(戸狩温泉スキー場)

9 飯山駅観光案内所

7 奄美

奄美大島観光協会

1 奄美パーク

2 原ハブ屋

3 大島紬村

4 浜千鳥館

5 マングローブパーク

6 ホテルコーラルパームス

7 奄美リゾートばしゃ山村

8 ホテルウエストコート奄美

9 ホテルビッグマリン奄美

10 奄美サンプラザホテル

8 佐野

観光スポーツ部観光立市推進課

1 観光物産会館（「みかも」を含む）

2 佐野プレミアム・アウトレット

3 まちなか活性化ビル「佐野未来館」

4 道の駅どまんなかたぬま

5 吉澤記念美術館

6 あぐりタウン

7 郷土博物館

8 磯山弁財天観光協会（ホテル一乃館）

9 壱番館

10 佐野駅前交流プラザぱるぽーと

9
富士

河口湖

富士河口湖町観光課

1 オルゴールの森

2 河口湖自然生活館

3 道の駅かつやま

4 久保田一竹美術館

5 河口湖ミューズ館

6 河口湖ハーブ館

7 カチカチ山ロープウェイ

8 北原ミュージアム

9 西湖野鳥の森公園

10 西湖いやしの里根場

10 倉敷

倉敷市文化産業局観光課

1 倉敷アイビースクエア

2 倉敷国際ホテル

3 せとうち児島ホテル

4 国民宿舎良寛荘

5 倉敷館観光案内所

6 倉敷駅前観光案内所

7 児島駅観光案内所

8 新倉敷駅観光案内所

9 バス専用駐車場

10 倉敷物語館
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③ 地域ヒアリングの実施

  地域が自律的に満足度等調査のデータを取得し、施策に活用するための仕組みを構築する際

の課題を抽出するため、事務局から地域に対して調査実施中と調査終了後の 2 回にわたって

ヒアリングを実施した。また、事務局による各調査地点の様子確認も実施した。調査の概要

は以下の通りである。

（調査実施中におけるヒアリングの実施：事務局から各地域の担当者へ依頼）

調査対象 各地域において今回の調査を担当する職員を対象とした。

調査方法
ヒアリングシートによる調査を実施後、内容を確認の上、追加で電話やメールに

よるヒアリングを実施した。

調査項目 調査途中段階での配布状況、調査終了時までの配布の見通し 等

調査時期 2015 年 2 月初旬

回収状況 10 地域で回収

（調査実施中における調査地点の様子確認：事務局）

調査対象

地域名 調査地点

埼玉県川越市 まつり会館、小江戸川越観光協会、小江戸蔵里、仲町観

光案内所、本川越駅観光案内所

千葉県南房総市 道の駅とみうら枇杷倶楽部、道の駅富楽里とみやま、道

の駅三芳村鄙の里

岩手県久慈市 JR 久慈駅、あまちゃんハウス、三陸鉄道久慈駅

岩手県洋野町 グリーンヒルおおの

山梨県富士河口湖町 オルゴールの森、河口湖自然生活館、道の駅かつやま、

久保田一竹美術館、河口湖ハーブ館、カチカチ山ロープ

ウエイ、北原ミュージアム

栃木県佐野市 まちなか活性化ビル「佐野未来館」、佐野駅前交流プラザ

ぱるぽーと

鹿児島県奄美市 奄美リゾートばしゃ山村

調査方法 調査地点における調査状況の確認（写真撮影※）、調査地点に駐在するスタッフ

との簡易なヒアリング等

※調査実施の様子は次ページ参照

調査時期 2015 年 2 月初旬

（調査終了時におけるヒアリングの概要：事務局から各地域の担当者へ依頼）

調査対象 各地域において今回の調査を担当する職員を対象とした。

調査方法
ヒアリングシートによる調査を実施後、内容を確認の上、追加で電話、対面によ

るヒアリングを実施した。

調査項目 施設への協力依頼状況について、調査実施状況について、次年度以降の調査への

参加意向、希望する分析内容、事務局へのリクエスト等

調査時期 2015 年 2 月中旬

回収状況 10 地域で回収
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※調査の様子

オルゴールの森（富士河口湖町） 河口湖自然生活館（富士河口湖町）

JR 久慈駅（久慈市） あまちゃんハウス（久慈市）

まちなか活性化ビル「佐野未来館」（佐野市） 川越観光協会（川越市）

グリーンヒルおおの（洋野町） 道の駅とみうら枇杷倶楽部（南房総市）
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（２）試行結果

10 地域における試行した調査の結果から、地域が自律的に満足度等調査のデータを取得し、施策

に活用するための仕組みを構築するにあたっての課題や今後の対応法について検証を行う。各地域

の調査実施状況は下記の通りである。

  図表 2-30 地域別の試行結果

地域名 合計 配布数 回収率

川越 316 4000 7.9%
石垣 77 4000 1.9%

南房総 189 4000 4.7%
久慈 432 2000 21.6%
洋野 74 2000 3.7%
飯山 237 4000 5.9%
奄美 136 4000 3.4%
佐野 107 4000 2.7%

富士河口湖 312 4000 7.8%
倉敷 331 4000 8.3%

2211 36000 6.1%

調査実施にあたっては、回収目標を配布枚数の 10%程度（久慈市、洋野町を除く地域は 4000 票

のうち 400 票、久慈市、洋野町は 2000 票配布のうち 200 票）と設定していたが、久慈市（21.6%）

以外は目標を下回る結果となった。こうした結果を踏まえ、調査終了後に実施したヒアリング等か

ら課題の抽出と今後の対応策について、以下の調査実施フェーズに分けて整理を行った。

【①調査地点へのアンケート協力依頼状況】

 9 地域でスムーズに実施されたが、1 地域でスムーズに実施されなかった

（課題１）調査地点における調査への理解や協力を得るのに時間を要した

(ヒアリングやアンケートによるコメント)

スムーズに調査協力依頼が行われていた地域は過去に同様の調査を実施したことがあり、短期

間での理解と協力が得られやすかったとの意見があった。一方、スムーズに行われなかった 1
地域では、過去に同様の調査経験がなく、施設の理解と協力を得るまでに時間を要したとの意

見があがった。

（今後の対応策）

調査地点における調査への理解や協力を得る

 調査実施前に調査についての十分な理解を得るための時間を確保する。

 調査実施による地域のメリット、施設のメリットを伝える。

 地域内の調査地点ととりまとめる担当者の負担軽減のため、また、調査の汎用性・実用性

を確保するため、調査実施マニュアルの充実を図る。
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【②調査実施状況】

 多くの地域（9 地域）で目標を下回る結果となった

（課題１）冬季で観光客が少ない

(ヒアリングやアンケートによるコメント)

「冬季につき、配布が難しい」「調査時期が観光客の入込みが少ない時期であるため（回収数が少

ない）」「冬季の配布であったということ」「冬季のため、観光客そのものの数が少ない」「施設

側の話によると冬季ということもあり、あまり配布できていない」

（今後の対応策）

冬季等観光客の少ない時期だけでなく通年で実施する

 次年度以降、通年での調査実施を想定しているため、季節変動による回収数の差は少なく

なるものと想定される。

（課題２）調査地点における調査への理解や協力が得られなかった

(ヒアリングやアンケートによるコメント)

「調査地点のスタッフへの説明が十分に行われていなかった」「調査への協力意向を確認する時間

がなかった」「調査実施に協力的な施設とそうでない施設がある」「施設側、地域にとって有意義

な調査項目が少ない」

（今後の対応策）

調査地点における調査への理解や協力を得る

 調査実施前に調査についての十分な理解を得るための時間を確保する。

 調査実施による地域や施設のメリットをしっかりと伝えて協力を得る。

 地域内の調査地点ととりまとめる担当者の負担軽減のため、また、調査の汎用性・実用性

を確保するため、調査実施マニュアルの充実を図る。

（課題３）来訪者が調査票を手に取らない

(ヒアリングやアンケートによるコメント)

「アンケートを置いただけでは効果がなかった」「お客様がみてもなかなか手に取らない」「ハガキ、

設置ボックス、回収ボックスが目立たない。特に白だと目につかない。現状のデザインだと、出入

り口付近に置く雰囲気でもない。置いておくだけだと厳しい。ただし、手配りは人出不足で忙しい

中で行うことは難しい」「国で実施している全国アンケートだと見やすく告知できるポスターがある

とよい」「アンケートの種類も多く、お客様も観光地でアンケートに答える人が少なくなってきた。

アンケートに答えた際のノベルティ等も工夫願いたい」「経験上その場でプレゼントを差し上げると

参加率が上がる」
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（今後の対応策）

来訪者が調査票を手に取りやすい工夫の実施

 視覚に訴える調査グッズ（ポスターやのぼり等の目に留まりやすいアイキャッチグッズの

作成、回収 BOX やハガキスタンド等の調査グッズを目立たせるためのデザイン）を準備

する。

 来訪者の目につきやすい場所にアンケートグッズを配置する。

 宿泊施設の場合はチェックイン時、物販施設の場合は会計時、観光施設の場合は待ち時間

時等、空き時間や隙間時間を活用して、施設のスタッフによって声掛けによる積極的な配

布を行う。※

※最も回収率の高かった久慈市では、声掛け、聞き取り方式で回収を行った。また、その

他の地域においても声掛けにより、回収率が向上したとの意見があった。

 回答者全員に地域オリジナルのノベルティを配布する等、調査参加への動機づけを行い、

アピールする。

（課題４）個人情報保護への配慮が十分でない

(ヒアリングやアンケートによるコメント)

「アンケート回収箱の投函口が大きすぎて他人に記入内容を見られる恐れがあり、投函を遠慮する

方がいた」「個人情報を扱う負担は減らしたいため、個人情報の記入がないものが良い」

（今後の対応策）

個人情報保護への配慮

 アンケート回収 BOX の投函口を小さくし、記入内容を見られないような工夫をする。

 個人情報を扱う施設側、地域側の負担軽減のために全て郵送回収方式に切り替える。

【③取得データの施策への活用】

（結果の共有）

 調査結果レポートはなるべく多くの地域の関係者間で現状を共有していきたい。誰もが理解で

きるレポート構成であることが重要である（グラフ等を活用し、理解しやすいものを希望する）。

（他地域との比較）

 近隣地域との同時実施ができれば、より有益なデータになると思う。

 日帰り客が多いため、本地域での滞在時間や同一行程内で立ち寄る他の地域などについても把

握したい。

 他地域との比較分析はぜひ希望したい。

（経年変化）

 経年での変化を把握するために活用していきたい。

 観光動態調査は継続して実施していきたい。しかし、実際には調査実施や分析等のノウハウが
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ないこと、マンパワー不足により手が回らないというのが実情である。しかし、こういった調

査フレームを活用することによって、本来、行政が取り組むべき内容を事務局が担ってくれる

ため、かなり負担が軽減され、通年での調査実施が可能になると考えている。

 経年変化を把握することはマーケティング的側面からも重要であるが、近年では、観光計画の

成果指標としても活用していきたいと考えている。成果指標の内容としては、量（人数）だけ

でなく質（満足度）等について定期的に把握していきたい。

（改善点の把握）

 アンケートの質問項目、「本地域で良かった点」及び「本地域で改善すべき点」の部分から、

本地域が観光振興を進める上での課題や、伸ばしていくべき長所などがわかるとよい。

 辛口な意見を聞き取る方式のアンケートにしてほしい。良い、悪いではなく、具体的な改善の

ポイントを指摘するような意見が聞きたい。

 地域個別の設問は難しいと思うが、設問項目には地域内の立ち寄り箇所を追加し、きちんと把

握できると理想的である。特に日帰り観光客が多い当地域では、重要な設問項目となる。

（自由回答の活用）

 定量的な分析も重要だが、こちらで想定し得ない感想を聞くことができるため、定性的な意見

が重要だと考えている。特に不満についてなるべく具体的に把握し、改善に役立てていきたい。

 自由回答である「本地域で良かった点」及び「本地域で改善すべき点」の部分から、観光振興

を進める上での課題や、伸ばしていくべき長所などがわかるとよい。

（３）調査結果レポート

今回調査を実施するにあたり、調査参加地域の調査結果レポートを作成し、各地域へのフィード

バックを行った。レポートは以下の内容で構成される。

 調査概要（調査対象地域、調査規模、調査地点、調査方法、調査期間、調査対象）

 属性（性別、年代、居住地）

 旅行内容（来訪回数、日帰りと宿泊の割合、宿泊数、同行者、一番の楽しみ、利用した宿

泊施設の種類、利用した交通機関の種類、申込方法、消費額）

 再来訪意向

 総合満足度

 個別満足度（景観・雰囲気、宿泊施設、食事、お土産・買物、地域内の移動、地域内の情

報提供）

 地域内で良かった点、改善すべき点
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全国観光地アンケート調査結果 N=

調査概要

・調査対象地域 ： 全国10地域（川越、石垣、南房総、久慈、洋野、飯山、奄美、佐野、富士河口湖、倉敷）

・調査規模 ： 1地域あたり、調査票4000票を配布（久慈、洋野は2000票）、全国で36,000票を配布。回収数は2211票。

・調査地点 ： 調査対象地域内に所在する観光施設、宿泊施設等（1地域あたり10ヶ所程度）

・調査方法 ： （配布）ハガキ型の両面印刷した調査票を調査地点の留置

（回収）①地域での調査地点の設置したアンケート回収BOXによる回収②郵送（料金後納）

・調査期間 ： 平成27年1月上旬～2月下旬の約1.5カ月

・調査対象者 ： 調査対象地域に来訪した観光客。ただし、調査票は日本語のみを用意。

性別 N= 2142

年代 N= 2143

居住地 N= 2121

来訪回数 N= 2055

日帰りと宿泊の割合 N= 2164

宿泊数 N= 1110

2211

10代 3.2%

20代 18.6%

30代 17.5%

男性 41.4%

女性 58.6%

100.0%

70代～ 9.1%

100.0%

北海道 1.0%

東北 15.9%

40代 14.3%

50代 17.4%

60代 19.9%

東海 5.8%

近畿 11.4%

中四国 5.6%

関東 49.6%

北陸 0.6%

甲信越 7.6%

100.1%

初めて 52.4%

2回目 13.1%
3～4回目 13.8%

九州 1.8%

沖縄 0.1%

海外 0.7%

100.0%

1泊 64.4%

2泊 21.8%

5回目以上 20.7%

100.0%

日帰り 48.8%
宿泊 51.2%

6泊 0.2%

7泊以上 0.9%
100.0%

3泊 9.4%

4泊 2.2%

5泊 1.2%

41.4% 58.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
男性 女性

18.6% 17.5% 14.3% 17.4% 19.9% 9.1%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

49.6%

北海道 東北 関東 北陸 甲信越 東海

近畿 中四国 九州 沖縄 海外

52.4% 13.1% 13.8% 20.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

初めて 2回目 3～4回目 5回目以上

48.8% 51.2%

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

日帰り 宿泊

64.4% 21.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
1泊 2泊 3泊 4泊 5泊 6泊 7泊以上
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全国観光地アンケート調査結果 全国 N=

今回の旅行の同行者 N= 2166

今回の旅行における本地域での一番の楽しみ N= 1774

利用した宿泊施設（複数回答）※宿泊者のみ N= 1093

利用した交通機関（複数回答） N= 2162

路線バス 7.5%

レンタカー 9.3%

タクシー・ハイヤー 2.8%

観光バス 10.5%

その他 5.0%

鉄道・モノレール 39.8%
自家用車 51.5%

ペンション・民宿 11.7%

別荘・ﾘｿﾞｰﾄﾏﾝｼｮﾝ 2.0%
実家・知人・親類宅 4.8%

その他 3.7%

100.0%

ホテル 64.7%

旅館 16.2%

地域の祭りやイベント 1.5%

帰省・親族や知人訪問 1.7%

目当ての宿泊施設に泊まること 1.5%

温泉に入ること 7.7%

おいしいものを食べること 10.4%

買い物をすること 3.0%

街や都市を訪れること 20.3%

自然の豊かさを体験すること 2.5%

地域の文化を体験すること 1.5%

自然景観を見ること 16.9%

観光・文化施設の訪問 9.6%

スポーツやアウトドア活動 5.9%

一人旅 10.2%

その他 4.1%
100.0%

文化的な名所を見ること 13.9%

カップル旅行 4.2%
友人・知人との旅行 21.7%

職場や団体での旅 4.9%

子供連れ家族旅行（18歳未満の子供連れ） 20.2%

大人の家族旅行 11.1%

夫婦旅行 23.7%

2211

64.7%

16.2%

11.7%

2.0%

4.8%

5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ホテル

旅館

ペンション・民宿

別荘・ﾘｿﾞｰﾄﾏﾝｼｮﾝ

実家・知人・親類宅

その他

39.8%

51.5%

9.3%

2.8%

10.5%

7.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

鉄道・モノレール

自家用車

レンタカー

タクシー・ハイヤー

観光バス

路線バス

13.9%

16.9%

9.6%

5.9%

20.3%

2.5%

1.5%

7.7%

10.4%

3.0%

1.5%

1.7%

1.5%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

文化的な名所を見ること

自然景観を見ること

観光・文化施設の訪問

スポーツやアウトドア活動

街や都市を訪れること

自然の豊かさを体験すること

地域の文化を体験すること

温泉に入ること

おいしいものを食べること

買い物をすること

地域の祭りやイベント

帰省・親族や知人訪問

目当ての宿泊施設に泊まること

その他

20.2%

11.1%

23.7%

4.2%

21.7%

4.9%

10.2%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子供連れ家族旅行（18歳未満の子…

大人の家族旅行

夫婦旅行

カップル旅行

友人・知人との旅行

職場や団体での旅

一人旅

その他
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全国観光地アンケート調査結果 全国 N=

申込方法（複数回答） N= 1690

消費額（日帰り平均） 消費額（宿泊平均）

再来訪意向 N=

総合満足度 N=

不満 0.2%

大変不満 0.1%

どちらでもない 23.2%

やや不満 0.6%

満足 35.4%
やや満足 18.3%

10地域平均

大変満足 22.3%

平均値
10地域平均 5.75

2095

思わない 1.9%

全くそう思わない 0.8%

どちらでもない 34.3%

あまり思わない 3.0%

そう思う 19.7%

やや思う 17.0%

10地域平均

大変そう思う 23.3%

平均値

10地域平均 5.36

2003

その他 1277.4 その他 7059.9

食費 4119.1 食費 9772.9

入場料・施設費 1073.5 入場料・施設費 3597.4
宿泊費 0.0 宿泊費 21699.2

土産・買物費 4115.3 土産・買物費 8597.2

10地域平均

交通費 5850.7 交通費 15260.6

交通機関のｳｪﾌﾞｻｲﾄ 23.6%

費目 10地域平均 費目

宿泊施設のｳｪﾌﾞｻｲﾄ 8.2%

交通機関の販売窓口 6.4%
交通機関に電話 1.4%

旅行会社のｳｪﾌﾞｻｲﾄ 7.1%
ﾈｯﾄ専門の旅行予約ｻｲﾄ 12.2%

宿泊施設に電話 10.4%

旅行会社の店頭 9.0%

旅行会社に電話 4.7%

2211

23.3%

19.7%

17.0%

34.3%

3.0%

1.9%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変そう思う

そう思う

やや思う

どちらでもない

あまり思わない

思わない

全くそう思わない

22.3%

35.4%

18.3%

23.2%

0.6%

0.2%

0.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満

9.0%

4.7%

7.1%

12.2%

10.4%

8.2%

6.4%

1.4%

23.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

旅行会社の店頭

旅行会社に電話

旅行会社のｳｪﾌﾞｻｲﾄ

ﾈｯﾄ専門の旅行予約ｻｲﾄ

宿泊施設に電話

宿泊施設のｳｪﾌﾞｻｲﾄ

交通機関の販売窓口

交通機関に電話

交通機関のｳｪﾌﾞｻｲﾄ
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全国観光地アンケート調査結果 全国 N=

満足度：景観・雰囲気 N=

満足度：食事（宿泊施設以外） N=

満足度：地域内の移動 N=

平均値 4.87

不満 2.5%

大変不満 0.6%

どちらでもない 35.7%

やや不満 5.5%

満足 20.8%

やや満足 23.6%

2055

10地域平均

大変満足 11.3%

大変不満 0.3%

平均値 5.14

やや不満 1.9%

不満 0.2%

やや満足 23.3%

どちらでもない 34.3%

大変満足 13.2%

満足 26.9%

平均値 5.96

1955

10地域平均

不満 0.2%
大変不満 0.1%

どちらでもない 5.5%
やや不満 0.5%

満足 33.5%

やや満足 28.8%

2127

10地域平均

大変満足 31.3%

2211

31.3%

33.5%

28.8%

5.5%

0.5%

0.2%

0.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満

13.2%

26.9%

23.3%

34.3%

1.9%

0.2%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満

11.3%

20.8%

23.6%

35.7%

5.5%

2.5%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満
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全国観光地アンケート調査結果 全国 N=

満足度：宿泊施設 N=

満足度：お土産・買物 N=

満足度：地域内の情報提供 N=

大変不満 0.4%

平均値 5.03

やや不満 3.8%

不満 1.4%

やや満足 23.3%

どちらでもない 35.3%

大変満足 13.3%

満足 22.5%

平均値 5.09

2033

10地域平均

不満 0.8%

大変不満 0.3%

どちらでもない 33.5%

やや不満 2.8%

満足 25.9%

やや満足 23.9%

2037

10地域平均

大変満足 12.8%

大変不満 0.3%

平均値 5.47

やや不満 2.7%
不満 0.4%

やや満足 20.7%

どちらでもない 22.5%

大変満足 23.8%

満足 29.7%

1069

10地域平均

2211

23.8%

29.7%

20.7%

22.5%

2.7%

0.4%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満

12.8%

25.9%

23.9%

33.5%

2.8%

0.8%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満

13.3%

22.5%

23.3%

35.3%

3.8%

1.4%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大変満足

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

大変不満
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３章 ウェブシステムの構築

３－１ ウェブシステムの概要

（１）システム構成

全国の観光地に対して継続的かつ自律的に旅行者の満足度等の意識を把握できる枠組みを用意

することを目的に、観光地が旅行者の意識把握と施策の検討のために活用することのできるウェブ

システムの構築を行った。

具体的には、本業務の一環で行う、評価調査（２－１比較データの取得調査）の結果を格納した

データベースを組み込んだ、地方自治体観光担当者および観光協会職員等向けのホームページを作

成した（https://tourist-survey.jp/）。
その全体構成は以下のとおり。

図表 3-1 ウェブサイトのシステム構成

ホーム この調査について

調査に参加するには

観光地マネジメント関連情報

その他

観光地マネジメント関連情報

観光庁の政策関連ニュース

観光地マネジメント研究会の取組

お問い合わせ

サイトポリシー

リンク集

ＦＡＱ

調査に参加するには

参加地域

この調査について

過去調査の結果



28

（２）各コンテンツの概要

各コンテンツの概要および表示画面（キャプチャ画面）については、以下のとおり。

１．この調査について

・本業務の根幹を成す評価調査（全国観光地旅行者調査）の内容について紹介をする。

・大きく 2 ページに分かれ、「この調査について」では評価調査の概要について、調査の目的、調査の対象、調

査内容、調査方法、調査データの集計・分析、調査データの帰属に分けて説明している。また「過去調査の結果」

において、本業務で取得した比較データ（全国平均調査、50 地域調査）の結果を紹介している。

・本ページにはログイン機能を設け、次年度以降に調査に参加する地域のみが、自地域の調査結果と全国平均お

よび 50 地域調査の結果を比較することができ、ウェブサイト上においてグラフで内容を確認することができる。

なお、今年度については 50 地域調査に協力した 50 地域がログインできるようにした。

２．調査に参加するには

・次年度以降に、本調査の枠組み（全国観光地旅行者調査）に観光地が参加するための、要件や地域のメリット、

参加方法等について紹介をする。

・大きく 2 ページに分かれ、「調査に参加するには」では観光地への説明を目的に、参加要件、参加のメリット、

サイトおよび公開データに分けて説明している。また「参加地域」については、次年度以降に調査に参加する地

域を掲載していく予定だが、今年度の時点では準備中としている。加えて「問い合わせフォーム」を、調査への

参加や調査内容、ウェブサイト上のデータ・グラフ等の利用について観光地側が問い合わせるためのフレームと

して用意している。

３．観光地マネジメント関連情報

・本業務で用意する評価調査（全国観光地旅行者調査）に関する内容以外に、観光地のマネジメントに関連する

有用な情報を定期的に更新する形で用意する。

・大きく 3 ページに分かれ、「観光庁政策情報」では、観光庁が公式ホームページを通じて発信する政策情報を

抜粋、特徴的な情報について内容を紹介する形で定期更新（月 1 回程度）する。また、「観光地マネジメント研

究会の取組」では、これまで全国観光地旅行者調査と似たフレームで評価調査を実施してきた公益財団法人日本

交通公社の主催する観光地マネジメント研究会の取組経緯・成果について紹介している。

４．その他

・上記コンテンツ以外にウェブサイトとして掲載が必要なもの、例えばサイトマップや個人情報保護方針、ＦＡ

Ｑ等について掲載している。
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図表 3-2 ウェブサイト画面（０．ホーム）
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図表 3-3 ウェブサイト画面（１．この調査について（前半））
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図表 3-4 ウェブサイト画面（１．この調査について（後半））
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図表 3-5 ウェブサイト画面（１．過去調査の結果（ログイン画面））
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図表 3-6 ウェブサイト画面（１．過去調査の結果（結果表示画面））

図表 3-7 ウェブサイト画面（過去調査の結果（表示項目選択画面））
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図表 3-8 ウェブサイト画面（２．調査に参加するには）
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図表 3-9 ウェブサイト画面（２．参加地域）
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図表 3-10 ウェブサイト画面（３．観光地マネジメント関連情報）
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図表 3-11 ウェブサイト画面（３．観光庁の政策関連ニュース）
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図表 3-12 ウェブサイト画面（３．観光地マネジメント研究会の取組）
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図表 3-13 ウェブサイト画面（４．お問い合わせ）
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図表 3-14 ウェブサイト画面（４．サイトポリシー）
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図表 3-15 ウェブサイト画面（４．リンク集）
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図表 3-16 ウェブサイト画面（４．ＦＡＱ）
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図表 3-17 ウェブサイト画面（４．サイトマップ）



44

３－２ ウェブシステムの利用マニュアル

（１）ウェブサイトの画面構成について

① ヘッダーメニュー

  サイト名称や、ホーム（このページ）に戻るボタン、サイト内コンテンツに移動するための

ボタン（この調査について、調査に参加するには、観光地マネジメント関連情報）、および

調査結果を閲覧するためのログイン（認証）ボタンと問合せページに移動するためのボタン

で構成されています。

② 新着情報

本サイトの更新情報が新しい順に表示されます。

③ 全国観光地旅行者調査とは

  全国旅行者調査の内容について紹介するページに移動します。

  大きく 2 つに分かれ、「この調査について」では調査の概要について、調査の目的、対象、

調査内容、調査方法等について説明しています。また、「過去調査の結果」において、調査

１

２

３

４

５

７

８

６
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に参加した地域の調査結果が閲覧できるようになっています（閲覧方法は次項参照）。

④ 調査に参加するには

  調査への参加方法を説明するページに移動します。

  全国観光地旅行者調査に観光地が参加するための、要件や地域のメリット、参加方法等に

  ついて紹介をしています。

⑤ 観光地マネジメント関連情報

  観光地のマネジメントに関連する情報を掲載したページに移動します。

  観光庁が公式ウェブサイトを通じて発信する新着情報のトピックや公益財団法人日本交通

  公社がこれまで全国の観光地と連携して調査・研究を進めてきた内容について紹介、随時

  更新をしています。

⑥ フッターメニュー

  リンク集やサイトマップ、ＦＡＱなど本サイトに関連する付加的な情報を掲載したページ

  へ移動するためのリンクで構成されています。

⑦ 2014 年度調査結果

③の「過去調査の結果」に直接移動することのできるボタンです。

⑧ 全国観光地旅行社調査 WEB 紹介リーフレット

全国観光地旅行者調査の概要や参加方法などについてＡ４両面のリーフレットにまとめた

  PDF が開きます。
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（２）調査結果の閲覧方法

ステップ１

 事務局から送られてきた「ユーザーID」と「パスワード」をそれぞれの枠の中に入力して、

ログインボタンをクリックします。

ステップ２

 2 地域の比較データを表示するか、1 地域のみのデータを表示するかを選択します。

 2 地域の比較データを表示する場合は 2 地域を、1地域のみのデータを表示する場合は 1地

域を、全国平均および 50 の観光地の中から選択します。

 表示したい項目について、観光客プロフィール、旅行内容、地域評価に関する 16項目の中

から 1 項目を選択し、比較データ表示ボタンをクリックします。
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ステップ３

 選択した地域、項目に関するデータがグラフで表示されます。

 なお、表示は「20‐30 代男性」、「40‐50 代男性」、「60‐70 代男性」、「20‐30代女性」、

「40‐50 代女性」、「60‐70代女性」および「これら 6 セグメントの平均値」ごとに表示

されます。

ステップ４
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 表示する地域および項目を変更したい場合は、画面最下段で表示したい地域および項目を選

択し、比較データ表示ボタンをクリックします。



49

４章 広報・普及啓発活動と今後の継続に向けた取組

４－１ 広報・普及啓発

（１）リーフレットの作成

調査への参加を募るため、全国の地方自治体の観光関連部署や観光協会に配布するためのリーフ

レットを作成した。リーフレットの詳細は次ページ参照のこと。

（２）全国自治体への案内

平成 27 年度以降、調査に参加する地域を募集するため、各地方運輸局を通じて自律的に調査を

実施する市町村に向けメールによる周知を行った。周知内容は以下の通り。

  

【事前案内】観光客満足度等調査のご案内について

１ 調査の目的

観光客の満足度やリピート意向などの調査項目について、実際に地域を訪れた観光客に対し

てアンケート調査等を実施し、各観光地が自ら取り組み状況を把握することを可能にすると

ともに、データベースに蓄積された過去の調査データや他の地域と比較・検証することによ

って、自らの地域の課題を発見し、自治体の施策や地域での取り組みにおける基礎データと

して活用していただくことを目的としています。

２ 調査の概要

調査方法：留め置き調査（市町村内の主要宿泊施設・観光施設等）。

調査単位：基本的には市町村単位を想定。

調査期間：各地域で任意に設定（通年、各地域での観光シーズン期間等）。

その他 ：留め置き調査における調査マニュアルを配布予定。

     ウェブ上に事務局への問合せフォームを用意予定。

３ データベースの概要

・各地域が実施した調査の結果をウェブ上のデータベースに蓄積。

・地域の経年比較および希望する他の地域との比較が行えるような方法を検討中。

４ 参加地域のメリット及び負担

参加利点：

①過去の調査結果データの経年比較が可能。

②調査結果について他の観光地との比較が可能。

③事務局より調査結果の分析情報の提供。

費用負担：調査票の印刷、調査票設置 BOX の製作費など調査費の一部負担を想定。

宿泊施設、観光施設への協力依頼等。

以上



50

リーフレット（表面）
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リーフレット（裏面）
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４－２ 調査継続体制の提案事項

（１）調査の実施フレーム

平成 27 年度以降、想定される調査実施フレーム（案）は下図の通りである。

平成 27 年度以降は、調査実施主体を観光庁から外部機関へ移行して継続的に実施していくこと

を提案する。外部機関が、調査実施に係る手配（調査票の作成と印刷、アンケートグッズの準備、

データ入力等）、地域との連絡、データの分析、レポート作成、分析結果を共有する研究会やポー

タルサイトの運営を行うこととし、観光庁は調査継続にあたっての支援、地域は調査地点の決定と

協力依頼、地域内の調査状況の把握、管理を行うこととする。

平成 27 年度以降の調査実施フレーム（案）

（２）調査継続にあたって必要となる経費

調査実施にあたっては、以下の経費（実費）がかかるものと想定される。これらの費用分担につ

いては、外部機関と地域の負担を検討していく必要がある。

 調査実施に係る経費

調査票印刷費、調査グッズ（調査の実施を目立たせる POP やノボリ等）の作成費、アン

ケート回収費（料金受取人払郵便代） 等

 分析に係る経費

データベースのシステム回収費、ポータルサイトサーバー費 等

観光庁 （外部機関） 地域

調査票 作成・印刷

調査 実施 （年間）回収BOX・幟 作成

調査票 回収データ 入力

データ 分析

レポート 作成 レポート 地域内共有

データ データベース化

ポータルサイト 運営

地域データ

地域レポート

ポータルサイト

一括作成

送付

提供

提出

提出

提供

参加呼びかけ

研究会活動の実施

レポート サンプル

研究会の実施
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参考資料 1：全国平均調査 調査票

事前のアンケートで、昨年（２０１３年）１月～１２月までの１年間に、＜国内における泊まりがけの旅行＞の「観

光レクリエーション旅行」または「組織が募集する団体旅行」に行かれたとお答えの方に、１回ごとの旅行内容

についてお尋ねするアンケートです。

※１年間の旅行が２回以上ある場合は、一番最近に行かれたものから順にお答えください。最大で４回分の旅

行についてお答えいただきます。

（Ｑ１）該当する旅行を何回されましたか。【必須】

 １回

 ２回

 ３回

 ４回以上

１回目の<国内における泊まりがけの旅行>の「観光レクリエーション旅行」または「組織が募集する団体

旅行」についてお答え下さい。

（Ｑ２）旅行に出発されたのは何月ですか。【必須】

 ２０１３年１月

 ２０１３年２月

 ２０１３年３月

 ２０１３年４月

 ２０１３年５月

 ２０１３年６月

 ２０１３年７月

 ２０１３年８月

 ２０１３年９月

 ２０１３年１０月

 ２０１３年１１月

 ２０１３年１２月

（Ｑ３）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の出発日は次のどれにあてはまりますか。【必須】

 夏休み（７月下旬～８月）

 ゴールデンウィーク（４月下旬～５月上旬）

 年末・年始

 成人の日(1/13-14)、建国記念の日（2/10-11）、海の日(7/14-15)、敬老の日(9/15-16)、秋分の日

（9/22-23）、体育の日(10/13-14) 、文化の日（11/3-4）、天皇誕生日（12/22-23）の連休

 上記以外の金曜日

 上記以外の土曜日
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 上記以外の日曜および祝祭日

 上記以外の月・火・水・木曜日

（Ｑ４）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の行先（都道府県）をお答えください。【必須（チェックはいくつでも）】

北海道 □ 青 森 □ 岩 手 □ 宮 城 □

秋 田 □ 山 形 □ 福 島 □ 茨 城 □

栃 木 □ 群 馬 □ 埼 玉 □ 千 葉 □

東 京 □ 神奈川 □ 新 潟 □ 富 山 □

石 川 □ 福 井 □ 山 梨 □ 長 野 □

岐 阜 □ 静 岡 □ 愛 知 □ 三 重 □

滋 賀 □ 京 都 □ 大 阪 □ 兵 庫 □

奈 良 □ 和歌山 □ 鳥 取 □ 島 根 □

岡 山 □ 広 島 □ 山 口 □ 徳 島 □

香 川 □ 愛 媛 □ 高 知 □ 福 岡 □

佐 賀 □ 長 崎 □ 熊 本 □ 大 分 □

宮 崎 □ 鹿児島 □ 沖 縄 □

（Ｑ５） <ａｎｓ Q２>に行かれた旅行先の中で、それまでに訪れたことのあった地域（都市など）はありました

か。【必須】

 ない

 2 回目の地域があった

 3～4 回目の地域があった

 5 回目以上の地域があった

（Ｑ６）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の際、もっとも楽しみにしていたことをお答えください。【必須】

 文化的な名所（史跡、寺社仏閣など）を見ること

 自然景観を見ること

 観光・文化施設（水族館や美術館、テーマパークなど）を訪れること

 スポーツやアウトドア活動を楽しむこと

 街や都市を訪れること

 自然の豊かさを体験すること

 地域の文化を体験すること

 温泉に入ること

 おいしいものを食べること

 買い物をすること

 地域の祭りやイベント

 帰省・冠婚葬祭関連・親族や知人訪問

 目当ての宿泊施設に泊まること
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 その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

（Ｑ７）<ａｎｓ Q２>で行かれた旅行は何泊されましたか。【必須】

 １泊

 ２泊

 ３泊

 ４泊

 ５泊

 ６泊

 ７泊以上（宿泊数をご記入ください。）[           ]【ＦＡ必須】

（Ｑ８）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の同行者をお答えください。【必須】

注）団体旅行やツアーのメンバーとしてたまたま一緒になった方は除きます。

注）“家族旅行”には親戚や知人が同行する場合も含めます。

 ３世代家族旅行

 大人の家族旅行（18歳以上の子供含む）

 子ども連れの家族旅行（末子が中高生）

 子ども連れの家族旅行（末子が小学生）

 子ども連れの家族旅行（末子が未就学児）

 夫婦での旅行

 カップルでの旅行

 友人や知人との旅行

 自分ひとりでの旅行 →Ｑ１０へ

 その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

（Ｑ９）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の同行者の人数をお答え下さい。（回答者ご自身を含める）【必須】

注）団体旅行やツアーのメンバーとしてたまたま一緒になった方は除きます。

 １人

 ２人

 ３人

 ４人

 ５人

 ６人以上（同行者の人数をご記入ください。）[           ]【ＦＡ必須】

（Ｑ１０）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の１人あたりの旅行費用：交通費、宿泊費、飲食代、おみやげ代等の

総額をお答え下さい。【必須】

 １万円未満

 １万円以上～２万円未満



56

 ２万円以上～３万円未満

 ３万円以上～４万円未満

 ４万円以上～５万円未満

 ５万円以上～７万円未満

 ７万円以上～１０万円未満

 １０万円以上～１５万円未満

 １５万円以上～２０万円未満

 ２０万円以上

 よく憶えていない／わからない

（Ｑ１１）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の目的地までの主たる交通機関をお答え下さい。【必須】

1. 飛行機（ＪＡＬまたはＡＮＡを利用した）

2. 飛行機（ＪＡＬ、ＡＮＡ以外を利用した）

3. 列車（新幹線または有料特急を利用した）

4. 列車（新幹線または有料特急を利用しなかった）

5. 自家用車（高速道路を利用した）

6. 自家用車（高速道路を利用しなかった）

7. レンタカー（高速道路を利用した）

8. レンタカー（高速道路を利用しなかった）

9. バス・貸切バス

10. その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

（Ｑ１２）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の際、旅先（目的地）についてから利用した交通機関をお答え下さい。

【必須（チェックはいくつでも）】

 飛行機

 列 車

 自家用車

 レンタカー

 貸切バス・定期観光バス

 路線バス

 観光客向けの巡回バスなど

 タクシー・ハイヤー

 レンタサイクル

 船(フェリー、観光船、屋形船など)

 その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

 交通機関は利用しなかった <ＥＸ>

（Ｑ１３）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の際、利用した宿泊施設をお答え下さい。【必須（チェックはいくつでも）】
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※２泊以上の旅行の場合はあてはまるものすべてお選びください。

 シティホテル

 ビジネスホテル

 リゾートホテル

 旅館(比較的規模の大きいもの)

 旅館(比較的規模の小さいもの)

 民宿・ペンション・ロッジ

 キャンプ・オートキャンプ

 別荘・リゾートマンション・会員制の宿泊施設

 公共の宿

 実家･親戚・知人宅

 その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

（Ｑ１４）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の際、現地で楽しんだ活動をお答えください。【必須（チェックはいくつで

も）】

 自然・風景・景勝地鑑賞

 歴史・文化的な名所・社寺仏閣訪問

 都市観光・都会見物

 まち並み散策

 温泉

 祭り・イベント

 季節の花見

 リゾート滞在（海浜）

 リゾート滞在（高原）

 テーマパーク・レジャーランド

 観光施設・動物園・水族館

 ショッピング・買い物

 現地グルメ・名物料理

 芸術鑑賞（観劇、音楽鑑賞、美術鑑賞など）

 スポーツ観戦

 現地文化体験（陶芸体験、そば打ち体験など）

 アウトドア体験・エコツアー

 果物狩り・農業体験

 写真・写生

 スパ・エステ

 ドライブ

 登山・山歩き

 海水浴・マリンスポーツ



58

 スキー・スノーボード

 マラソン・ジョギング

 ゴルフ

 世界遺産訪問

 パワースポット訪問

 産業観光（工場見学、モノづくりの現場見学など）

 その他[           ]【ＦＡ必須】【入力形式：テキスト】

（Ｑ１５）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行の旅行先に対する総合満足度はどのくらいですか。【必須】

 ７：大変満足

 ６：満足

 ５：やや満足

 ４：どちらでもない

 ３：やや不満

 ２：不満

 １：大変不満

（Ｑ１６）

1 年以内にその旅行先の再訪を検討すると思いますか。【必須】

 ７：大変そう思う

 ６：そう思う

 ５：やや思う

 ４：どちらでもない

 ３：あまり思わない

 ２：思わない

 １：全く思わない

（Ｑ１７）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行を予約した時期をお答えください。【必須】

 ３か月以上前

 １～２か月前

 ３～４週間前

 １～２週間前

 ４～６日前

 ２～３日前

 出発前日

 当日／出発後

 わからない
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（Ｑ１８）<ａｎｓ Q２>に行かれた旅行を決める際に、他にも検討された旅行先はありましたか。【必須】

 ない

 ある（国内）（具体的な旅行先：）[           ]【ＦＡ必須】

 ある（海外）（具体的な旅行先：）[           ]【ＦＡ必須】
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参考資料 2：50 地域調査 調査票
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参考資料 3：10 地域試行調査 調査票
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