
 

 

Q1 あなたのお住まい（都道府県・市町村）、性別、年齢をお答えください。 

お住まい：（      ）都・道・府・県  （      ）区・市・町・村 性別： 01.男性 02.女性 03.その他 年代：（     ）代 

Q2 今回の旅行の三重県内での滞在時間をお答えください。 

（1）旅行全体： □01．日帰り 

 □02．宿泊  →（     ）泊 ／宿泊する観光地・地域（           ） 

（2）三重県での滞在： □01．日帰り →滞在時間：（      ）時間（三重県内での移動時間も含む） 

 □02．宿泊  →（     ）泊 ／三重県内で宿泊する観光地・地域（           ） 

※三重県内で宿泊された方のみお答えください 

（3）三重県内で利用した宿泊施設についてお答えください。 →利用宿泊施設：(                                           ) 

Q3 今回の旅行の同行者についてお答えください。（1つだけ選択） 
□01．子ども連れの家族旅行 □02．大人だけの家族旅行 □03．夫婦旅行 □04．カップル旅行 

□05．友人との旅行  □06．職場や団体などの旅行 □07．一人旅 □08．その他 

Q4 今回、三重県やこの地方を訪れた主な目的をお答えください。（1つだけ選択） 

□01．観光 □02．ビジネス・研修 □03．帰省・冠婚葬祭関連  

Q5 今回の旅行の目的についてお答えください。（いくつでも） 

□01．自然や風景を見てまわる □02．のんびり過ごす □03．各種体験（陶芸、手づくり等） 

□04．温泉を楽しむ □05．アウトドア（キャンプ、釣り、川下り等） □06．テーマパーク・水族館 

□07．おいしいものを食べる □08．買い物 □09．参拝 □10．祭り・イベント 

□11．スポーツ（ゴルフ、テニス等） □12．海水浴・海浜レジャー □13．名所・旧跡の観光 

□14．ドライブ・ツーリング □15．パワースポット □16．その他（                           ） 

Q6 今回の旅行でおいしかったもの・楽しかった体験についてお答えください。（※これから楽しみにしているものも含めてお応えください。） 

【おいしかったもの】 【楽しかった体験】 

 

Q7  旅行の情報源として活用したメディア等についてお答えください。（いくつでも） 

□01．雑誌 □02．テレビ・映画 □03．観光施設等ホームページ □04．Webサイト観光三重 

□05．宿泊予約サイト □06．旅行パンフレット □07．ＳＮＳ（Facebookなど） □08．友人知人からの口コミ 

□09．旅行会社 □10．Google等の検索サービス    □11．その他（                                         ） 

Q8  旅行先として三重県を選んだ理由(きっかけ)についてお答えください。（1つだけ選択） ※具体例もご記載ください。 

□01．以前来てよかった( eg.           ) □02．特定の観光施設 ( eg.          ) □03．特定のレストラン( eg.          ) 

□04．観光や食の資源が多様だから □05．自分の意志外(団体旅行・ビジネス・帰省等） □06．その他  （                    ） 

Q9 三重県、この地域（※現在訪問している地域）への来訪回数についてお答えください。（1つだけ選択） 

（1）三重県 □01．三重県民 □02．初めて □03．二回目 □04．三回目 □05．四回目 □06．五回目以上 

（2）この地域 □01．地元住民 □02．初めて □03．二回目 □04．三回目 □05．四回目 □06．五回目以上 

Q10 今回の旅行で立ち寄った地点と県内での立ち寄り地点数をお答えください。 ※予定地点も含む 

―テーマパーク―（以下の該当施設の入場形態をお答えください。） 

□102.ナガシマリゾート ⇒（ □103.ナガシマスパーランド ・ □104.湯あみの島 ・ □105.なばなの里 ） □106.ジャズドリーム 

□109.鈴鹿サーキット □311.志摩スペイン村 □406.伊賀の里モクモク手づくりファーム 

―北勢― 

□101.多度大社 □107.六華苑 □108.椿大神社 □110.関宿 □111.湯の山温泉（御在所ロープウエイ往復・片道） □112.アクアイグニス 

□113．その他（           ） 

―中南勢― 

□201.道の駅美杉 □202.津の海 □203.高田本山 □204.榊原温泉 □205.三重県総合博物館  □206.道の駅飯高駅  □207.松阪公園御城番屋敷  

□208.松阪農業公園ベルファーム □209.五桂池ふるさと村 □210.道の駅奥伊勢おおだい □211.奥伊勢フォレストピア □212.瀧原宮  

□213.頭之宮四方神社 □214.道の駅津かわげ □215.おやつタウン  □216.その他中南勢（            ） 

―伊勢志摩― 

□301.伊勢神宮（内宮） □302.伊勢神宮（外宮） □303.おかげ横丁 □304.二見浦・夫婦岩 □305.鳥羽水族館（入場・年間ＰＰ） □306.ミキモト真珠島 

□307.神明神社（石神さん） □308.志摩マリンランド（入場・年間ＰＰ） □309.大王埼灯台 □310.ともやま公園 □312.横山展望台(天空カフェテラス)  

□313.サミット記念館サミエール □314.その他伊勢志摩（            ） 

―伊賀― 

□401.青山高原 □402.伊賀上野城（入場・３館共通券） □403.伊賀流忍者博物館 □404.だんじり会館 □405.サンピア伊賀 □407.道の駅あやま 

□408.大山田温泉さるびの□409.道の駅いが □410.島ヶ原温泉やぶっちゃ □411.赤目四十八滝 □412.その他伊賀（            ） 

―東紀州― 

□501.熊野古道伊勢路 □502.道の駅紀伊長島マンボウ □503.道の駅海山 □504.県立熊野古道センター □505.夢古道おわせ  

□506.鬼ヶ城（鬼ヶ城センター） □507.靜峡 □508.入鹿温泉湯ノ口温泉  □509.花の窟（お綱茶屋）  □510.丸山千枚田   

□511.七里御浜  □512.紀宝町ウミガメ公園 □513.熊野倶楽部 □514.始神テラス □515.その他東紀州（            ）

調査地域：1.北勢 2.中南勢 3.伊勢志摩 4.伊賀 5.東紀州 

同行人数(   )人 ※自分を含む乳幼児は含まない 

調査地点番号： 

県内立ち寄り観光地点数     地点 

次ページに続く 

調査票（例） 



 

 

Q10 今回の旅行で三重県以外に観光として立ち寄った県・府についてお答えください。※予定地も含む 

  ※出発、帰着の県は記入せず、観光で訪れた県のみを記載してください。 

観光で訪れた府・県          観光で訪れる予定の府・県 

府・県 府・県 府・県 府・県 

Q11 ご利用の交通機関について、（１）ご自宅から三重県まで、（２）三重県内、（３）三重県からご自宅まで お答えください。 

（あてはまるもの全て） 

（1）ご自宅から三重県まで 

□01．自家用車 □02．レンタカー □03．近鉄（特急・普通） □04．ＪＲ（特急・普通） 

□05.バス・貸切バス □06．タクシー・ハイヤー □07．フェリー・高速船 □08．新幹線 

□09．飛行機 □10．その他（          ） 

（2）三重県内 

□01．自家用車 □02．レンタカー □03．近鉄（特急・普通） □04．ＪＲ（特急・普通） 

□05. バス・貸切バス □06．タクシー・ハイヤー □07．フェリー・高速船 □08．その他（       ） 

（3）三重県からご自宅まで 

□01．自家用車 □02．レンタカー □03．近鉄（特急・普通） □04．ＪＲ（特急・普通） 

□05. バス・貸切バス □06．タクシー・ハイヤー □07．フェリー・高速船 □08．新幹線 

□09．飛行機 □10．その他（            ）              □11. 往路と同様  

    ※ＪＲ、近鉄利用の場合    行き・帰り  （      ）駅～（      ）駅（特急利用 あり・なし） 

    ※自家用車、レンタカー利用で 行き・帰り （      ）IC～（      ）IC（有料道路利用時） 

Q12 今回の三重県滞在で 1人あたりいくら使いました（ます）か。 

 県内での使用費用 県外での使用費用 メモ欄 

三重県での利用総額（1人分） （県内分）              円   

 

 

 

 

※パック代金の場合（1人分） 

県内分のみ            円 

①交通費 ※（ １人分 ・   人分） （県内分）              円 （県外分）              円 

②宿泊費（1人分） （県内分）              円  

③土産代（1人分） （県内分）              円  

④飲食費（1人分） （県内分）              円  

⑤入場料（1人分） （県内分）              円  

⑥その他（1人分） （県内分）              円  
※①交通費とは、電車代、高速代、ガソリン代、レンタカー代、駐車場代など 

Q13 テーマパークに立ち寄った方は入場形態についてお答えください。 

【施設名】 01.□入場のみ 02.□１DAYパスポート 
03.□年間パスポート 
（年間    回利用） 

04.□入場料込の宿泊プラン利用 

※ナガシマスパーランド、鈴鹿サーキット、志摩スペイン村など、どこに立ち寄ったかを記載 

Q14 三重のお土産で何を購入しましたか、感想も含めて教えてください。また、もっとこんなものがあればいいと思うお土産があれば教えてください。 

【購入したお土産・感想】 【あればいいと思うお土産】 

Q15 三重県内での飲食店や宿泊施設のサービスの良かったこと、悪かったことを教えてください。 

【飲食店のサービス】 

 良かったこと： 

 悪かったこと： 

【宿泊施設のサービス】 

 良かったこと： 

 悪かったこと： 

Q16 三重県またはこの地域への総合満足度・再来訪意向・紹介意向とその理由や感想についてお答えください。（それぞれ 1つだけ選択） 

※県外の方は「三重県」、県内の方は「この地域（※現在訪問している地域）」についてお答えください。 

 
大変満足 
大変そう思う 

満足 
そう思う 

やや満足 
やや思う 

どちらでもない 
やや不満 
あまり思わない 

不満 
思わない 

大変不満 
全く思わない 

満足した ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

また来たい ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

紹介したい ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

Q17 Q16でお答えいただいた理由や旅行全体の感想をお答えください。 

【満足・どちらでもない・不満の理由・旅行全体の感想】 

 

 

 
●調査日時：令和２年  月  日  ：    ●調査員氏名：           

現在地 

（三重県） 
居住地 居住地 


