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平成３０年度 千葉県観光統計整備事業 業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

「平成３０年度 千葉県観光統計整備事業」委託業務 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から平成３１年３月２２日（金）まで 

 

３ 委託業務の内容 

・下記（１）から（６）の調査の実施。 

・下記（１）から（６）の調査等で得られたデータに基づく「ア」及び「イ」の 

分析・要因調査等の実施。 

ア.分析・要因調査の実施 

前年比較、他県比較、発地別、四季別、性別、年齢構成別、交通手段別等、        

県が指示する分析・要因調査等を行う。 

イ.経済波及効果の算出 

観光による県内への経済波及効果について、観光地点等入込客数調査等の結果

を活用して算出する。 

 ・下記（７）の観光分野における経済波及効果の算出及び結果分析の実施。 

 ・下記（８）の千葉県観光動向の分析の実施。 

 

（１）観光地点等入込客数調査 

①調査目的 

「観光入込客統計に関する共通基準」（平成２１年１２月国土交通省観光庁策定、

以下「共通基準」という。）に基づく、千葉県（以下「県」という。）内の観光地点

等を訪れた入込客数等の把握 

②調査単位 

観光地点及び行祭事・イベント 

③調査周期 

四半期ごと 

（ア）平成３０年４月調査（平成３０年１～３月数値）、５月取りまとめ 

（イ）平成３０年７月調査（平成３０年４～６月数値）、８月取りまとめ 

（ウ）平成３０年１０月調査（平成３０年７～９月数値）、１１月取りまとめ 

（エ）平成３１年１月調査（平成３０年１０～１２月数値）、２月取りまとめ 

④実施方法 

受託者は県内各市町村（観光主管課）に対して、観光地点及び行祭事・イベント

の月別の入込客数（延べ人数）等について照会、取りまとめを行う。 

※ 各市町村が、観光地点の管理者及び行祭事・イベントの運営者等に対して入込

客数の調査を実施して集計した数値を、受託者において取りまとめを行う。 
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⑤調査結果の取りまとめ・報告 

（ア）調査結果の整理 

各市町村から入手したデータを、県から提供する「観光地点等名簿」をもと

に、地域区分別(別添【参考資料１】及び【参考資料２】参照、以下同様)・市

町村別・属性別等に分類・整理する。 

※ 「観光地点等名簿」様式については、「観光入込客統計に関する共通基準 

調査要領」（平成２１年１２月国土交通省観光庁策定、以下「調査要領」と

いう。）参照 

（イ）東京湾アクアライン通行料金引下げ継続及び圏央道の延伸に係る観光への影響調査 

東京湾アクアライン通行料金引下げ継続及び圏央道の延伸に係る観光への 

影響について、観光地点等入込客数調査の結果を活用して、集計・分類・分析・

要因調査等を行う。 

  （ウ）県への報告 

進捗状況及び調査結果等については、適宜、県に報告するものとする。 

 

（２）観光地点パラメータ調査 

①調査目的 

「共通基準」に基づく県内観光客の属性別の平均訪問地点数、観光消費額、満足

度等の把握 

②調査単位 

観光地点、個人 

③調査周期 

四半期ごと（調査日は、各四半期の休日より１日を選定） 

（ア）平成３０年４～６月 

（イ）平成３０年７～９月 

（ウ）平成３０年１０～１２月 

（エ）平成３１年１～３月 

※ 調査は原則として、全ての調査地点において同日に実施する。 

※ 調査日は、対象四半期の観光入込客の平均的な訪問地点数、観光消費額単

価の把握が可能と考えられる日を選定する（お正月、ＧＷ、お盆等は除く。）。 

④実施方法 

調査地点ごとに受託者が確保した調査員を３名以上（県職員を含まない）配置し、

調査票を用いて面接調査を実施する。 

実施に際し、必要に応じて警察署へ「道路使用許可申請書」、「道路使用許可申請

手数料減免申請書」を提出及び受領すること。 

⑤調査地点・サンプル数 

（ア）調査地点 

県から示す県内観光地点１５地点 
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※ 行祭事・イベントは対象としない。 

 

（イ）サンプル数 

各四半期の調査につき４,５００サンプル以上 

※ サンプル数は回収した調査票の数ではなく、調査対象となった回答者及び

その同行者の数の合計とする。 

※ 全ての調査項目について有効に回答している調査票を有効票とする。（調

査員は可能な限りその場で有効な回答内容か確認する。） 

※ 無効票が出ることを想定し、回収する調査票数を多めに確保する。 

（例）調査の精度を高めるため、県が指定する地点については、３００   

サンプル必要な場合でも、６００サンプル程度の調査票を確保すること。 

※ サンプルの年齢や性別が偏らないよう可能な限り配慮して調査を行う。 

⑥調査票の作成・回答者への謝礼 

（ア）調査票 

調査票は、「調査要領」の標準様式をもとに、県と協議の上、県の観光特性を

踏まえた調査項目を追加設定し、受託者において作成・印刷を行う。調査票は、

回答者が理解および回答し易い表現・書式となるよう工夫すること。 

※ 県内観光客の満足度に関する調査項目も設定する。 

※ 調査票については、外国語版（英語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）

で作成し、質問内容が理解しやすく適切な外国語表現となっているかどう

か、当該外国語を母語とする者による確認を受けること。 

※ 回収した調査票は受託者において３年間保存した上で廃棄する。 

（イ）謝礼 

有効票の回収率を高めるため、有効回答者全員に謝礼（記念品）を提供する。

謝礼の内容については、県と協議の上、受託者で用意する。 

⑦調査結果の取りまとめ・報告 

（ア）調査結果の集計・分類 

回収した調査票のデータをクリーニングし、無効票を排除した上で、入力項

目ごとに分類・整理して入力する。 

※ クリーニング時に補完できるデータは補完し、記入漏れ等調査項目に１問

でも無効回答があった場合は、当該調査票全体を無効票として扱う。 

※ データのクリーニング事項、調査結果の入力項目については、「調査要領」

参照 

（イ）県への報告 

進捗状況及び調査結果については、適宜、県に報告するものとする。 

 

（３）統計量の推計・分析業務 

①統計量の推計 

上記（１）（２）の調査により得たデータ及び観光庁より提供されるデータを用い

て、「共通基準」に基づく観光入込客数（実人数）、観光消費額単価、観光消費額等

の推計について、「支援ツール」を活用して、四半期ごとに行う。 
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※ 推計方法、「支援ツール」については、「調査要領」参照 

②推計結果の取りまとめ・提出 

統計量の推計結果を、「観光入込客統計調査データ共有様式」に整理し、四半期ご

とに提出する。併せて「観光地点等名簿」及び「支援ツール」を提出するとともに、

県が別途指示する分析・要因調査（前年比較、他県比較等）を実施し報告する。 

その他、進捗状況及び調査結果については、適宜、県に報告するものとする。 

※ 「観光入込客統計調査データ共有」様式については、「調査要領」参照 

 

（４）宿泊客数調査 

①調査目的 

県内の宿泊客数の把握 

②調査単位 

宿泊施設、個人 

③調査周期 

年１回 

平成３１年１月調査（平成３０年１～１２月数値）、２月取りまとめ 

④実施方法 

受託者は県内各市町村（観光主管課）に対して、月別の宿泊客数（延べ宿泊者数）

等について照会、取りまとめを行う。 

※ 各市町村が宿泊施設等に対して宿泊客数の調査を実施して集計した数値を、

受託者において取りまとめを行う。 

⑤調査結果の取りまとめ・報告 

各市町村から入手したデータを取りまとめ、地域区分別・市町村別・宿泊客・   

月別の属性別等に集計する。 

なお、進捗状況、調査結果及び各市町村から入手したデータについては、適宜、

県に報告するものとする。 

 

（５）主要施設抽出調査 

①調査目的 

県内の主要施設を訪れた入込客数等の把握 

②調査単位 

  別途県が指定する主要観光施設及び宿泊施設（毎回計５０から６０施設程度） 

③調査周期 

（ア）平成３０年４月２８日～５月７日（日程は県と相談して決定すること） 

（イ）平成３０年７月１日～８月３１日 

（ウ）平成３０年９月１日～１１月３０日 

（エ）平成３０年１２月２９日～平成３１年１月３日 

（オ）その他県が指定する期間 
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④実施方法 

受託者より主要施設に対して、上記③（ア）～（エ）において日別の入込客数・

宿泊客数（延べ人数）について照会、取りまとめを行う。 

⑤調査結果の取りまとめ・分析・報告 

（ア）調査結果の整理 

各施設より取りまとめた数値により集計・分析・要因調査を行う。 

（イ）県への報告 

調査終了後１０日以内に集計した数値及び分析・要因調査等を県に報告する。 

「平成３０年千葉県主要施設観光客入込調査報告書（ＧＷ）」版 

「平成３０年千葉県主要施設観光客入込調査報告書（夏季）」版 

「平成３０年千葉県主要施設観光客入込調査報告書（９～１１月）」版 

「平成３０年千葉県主要施設観光客入込調査報告書（年末年始）」版等 

 

（６）訪日外国人観光客アンケート調査 

①調査目的 

 観光地点パラメータ調査で県内観光客の属性別の平均訪問地点数、観光消費額、満

足度等の把握をしているが、外国人観光客のサンプル数が少ないため、成田国際空港

でも調査を行う。 

 ②調査単位 

 観光地点、個人 

③調査周期 

年１回。調査対象となる国・地域の訪日外国人観光客が多い月に実施（千葉県およ

び成田国際空港株式会社と協議の上決定する。） 

④実施方法 

 受託者が確保した調査員を１０名以上（県職員を含まない）を配置し、調査票を用

いて面接調査を実施する。調査員は、日本語に加えて、英語または中国語により意思

疎通が可能な者とする。 

 ⑤調査地点・サンプル数 

 （ア）調査地点 

     成田国際空港第１・第２ターミナル出発ロビー（千葉県および成田国際空港株

式会社と協議の上決定する。） 

 （イ）２００サンプル程度 

※サンプル数は回収した調査票の数とする。 

※全ての調査項目について有効に回答している調査票を有効票とする。（調査員

は可能な限りその場で有効な回答内容か確認する。） 

※無効票が出ることを想定し、回収する調査票数を多めに確保する。 

※サンプルの国や年齢、性別が偏らないよう可能な限り配慮して調査を行う。 

 ⑥調査票の作成・回答者への謝礼 

 （ア）調査票 

 県と協議のうえ、成田国際空港を利用する外国人観光客の特性を踏まえた調査

項目とし、受託者において作成・印刷を行う。 

 ※日本語、外国語版（英語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）、タイ語）の６
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種類を作成し、質問内容が理解しやすく適切な外国語表現となっているかどう

か、当該外国語を母語とする者による確認を受けること。 

※外国人観光客は、「千葉県」という言葉や日本国内での地理等について全く知

識を持っていない可能性があることや、出発前の限られた時間での調査となる

こと等に留意すること。 

※観光庁が実施している統計調査等からは読み取ることの出来ない、千葉県独自

のデータを得られるような質問内容とすること。 

 ※回収した調査票は受託者において３年間保存した上で廃棄すること。 

（イ）謝礼その他 

 有効票の回収率を高めるため、有効回答者全員に謝礼（記念品）を提供する。

謝礼の内容については、県と協議の上、受託者で用意する。（観光地点パラメー

タ調査と同様でも可） 

 外国人観光客の目にとまりやすいよう、法被などを県から借り受けて着用する

場合には、クリーニングをして返却すること。 

 

 ⑦調査結果の取りまとめ・報告 

（ア）調査結果の集計・分類 

 回収した調査票のデータをクリーニングし、無効票を排除した上で、入力項目

ごとに分類・整理して入力する。 

※クリーニング時に補完できるデータは補完し、記入漏れ等調査項目に１問で

も無効回答があった場合は、当該調査票全体を無効票として扱う。 

 ※データのクリーニング事項、調査結果の入力項目については、観光地点パラ

メータ調査と同じ。 

（イ）県への報告 

 進捗状況及び調査結果については、適宜、県に報告するものとする。 

 

（７）観光分野における経済波及効果の算出及び結果分析 

    現在、本統計では千葉県産業連関表を使用し、経済波及効果を算出しているが、

より観光分野の実態に即した経済波及効果を、提案された算出方法にもとづいて

算出するとともに、その結果について分析・提示すること。 

  企画提案にあたっては、経済波及効果算出方法の提案を行うこと。 

 

（８）千葉県観光動向の分析 

    本件事業により得られたデータを基に、千葉県における観光動向（トレンド）

について分析を実施し、今後の効果的な観光施策の展開方法について提示すること。 

企画提案にあたっては、下記①～③を含めること。 

① 千葉県における観光動向の現状および課題と考えられること。 

② 千葉県ＨＰにおいて公表されている「平成２８年千葉県観光入込調査報告書」

の調査結果と、民間企業など県以外が行った調査結果との乖離を分析すること。 

③ 上記「（６）訪日外国人観光客アンケート調査」の実施希望月を２つ、順位お

よびそれぞれの理由を付して提案すること。（なお、実際の調査月日は、県お

よび成田国際空港株式会社と協議のうえ決定する。） 
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（９）成果品 

① 各四半期調査分 

上記（１）（２）（３）（４）において分類・整理した「観光入込客統計調査データ

共有様式」、「観光地点等名簿」、分析結果・要因等のレポート及びその電子データ

（Microsoft Word、Excel または Power Point 形式） 

②  平成３０年（平成３０年１～１２月）調査分 

「平成３０年千葉県観光客入込調査報告書」 

上記（１）（２）（３）（４）の調査結果の報告書（冊子）（Ａ４判。報告書３部     

及び複製用原稿１部）及びその電子データ（Microsoft Word、Excel または Power Point 形式） 

※ 報告書の体裁は、県と協議の上、作成するものとする。 

※ 本業務により新たに発生した著作権及び工業所有権は県に帰属する。成果品

に第三者が権利を有する著作物等が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物

等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行う。 

③主要施設抽出調査分 

（ア）報告書（Ａ４判） 

（イ）報告書速報版（Ａ４判） 

（ウ）（ア）（イ）及び調査の基礎データ等が保存された電子データ（Microsoft Word、

Excel 又は Power Point 形式） 

※ 報告書の体裁は、県と協議の上、作成するものとする。 

※ 本業務により新たに発生した著作権及び工業所有権は県に帰属する。成果品

に第三者が権利を有する著作物等が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物

等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行う。 
 
④「観光分野における経済波及効果の算出及び結果分析」及び「千葉県観光動向の分

析」 

（ア）報告書各３部及び複製用原稿各１部（Ａ４判） 

（イ）電子データ（Microsoft Word、Excel 又は Power Point 形式） 

※報告書の体裁は、県と協議の上、作成するものとする。 

※本業務により新たに発生した著作権及び工業所有権は県に帰属する。成果品

に第三者が権利を有する著作物等が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物

等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行う。 

 

４ 留意事項 

（１）委託業務の実施に当たっては、県と十分協議し、その指示及び監督を受けなけ

ればならない。 

（２）委託業務の処理を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（３）委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の  

目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後に

おいても同様とする。 

（４）受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により県に  
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損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（５）受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で第三者に損害が  

生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

（６）本仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、県及び受託者は遅滞  

なく協議を行うものとする。 
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【参考資料１】 

観光統計における県内地域区分①（４地域） 

地域区分 該当市町村 

ベイエリア・ 

東葛飾地域 

（１３市） 

千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、松戸市、

野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 

北総地域 

（９市５町） 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々

井町、栄町、香取市、神崎町、多古町、東庄町、銚子市 

九十九里地域 

（６市８町１村） 

旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、

横芝光町、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長

南町 

南房総地域 

（９市３町） 

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

 

【参考資料２】 

観光統計における県内地域区分②（１０地域） 

地域区分 該当市町村 

千葉地域 

（４市） 
千葉市、習志野市、市原市、八千代市 

東葛飾地域 

（９市） 

市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ

谷市、浦安市 

印旛地域 

（７市２町） 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々

井町、栄町 

香取地域 

（１市３町） 
香取市、神崎町、多古町、東庄町 

海匝地域 

（３市） 
銚子市、旭市、匝瑳市 

山武地域 

（３市３町） 
東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町 

長生地域 

（１市５町１村） 
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 

夷隅地域 

（２市２町） 
勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 

安房地域 

（３市１町） 
館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

君津地域 

（４市） 
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

 


