
No. 設問項目
同一行程での

再聴取項目
必須/任意 設問文章 選択肢

1 宿泊数（全体） 必須
全行程での宿泊数をお答え下さい。（福井県以外での宿泊も含

みます。）

日帰り

1泊

2泊

3泊

4泊以上

2 宿泊数（県内） 必須 福井県内での宿泊数をお答え下さい。

福井県内には宿泊しない

1泊

2泊

3泊

4泊以上

3 宿泊エリア（県内） 必須 福井県内での宿泊エリアをお答え下さい。

福井県内には宿泊しない

福井エリア（福井市・永平寺町）

三国・あわらエリア（あわら市・坂井市）

奥越前エリア（勝山市・大野市）

越前エリア（越前市・越前町・鯖江市・池田町・南越前町）

嶺南エリア（敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・おおい町・高浜町）

4 宿泊エリア（県外） 必須 福井県外での宿泊エリアをお答え下さい。

福井県外には宿泊しない

石川県金沢市

石川県加賀市

滋賀県

京都府

その他（　　　　　　）

5 同行者 必須 今回はどなたと福井県を訪れていますか。

自分ひとり

恋人

夫婦2人

小学生以下連れの家族

中学生以上連れの家族

親

その他家族

友人

団体旅行

学校関係（修学旅行・社会科見学等）

職場の同僚

6 訪問目的 必須 今回の福井県の訪問目的は何ですか。（複数選択可）

宿でのんびり過ごす

温泉や露天風呂

地元の美味しいものを食べる

花見や紅葉などの自然鑑賞

名所、旧跡の観光

テーマパーク（遊園地、動物園、博物館など）

買い物、アウトレット

お祭りやイベントへの参加・見物

スポーツ観戦や芸能鑑賞（コンサート等）

アウトドア（海水浴、釣り、登山など）

まちあるき、都市散策

各種体験（手作り、果物狩りなど）

スキー・スノボ、マリンスポーツ

その他スポーツ（ゴルフ、テニスなど）

ドライブ・ツーリング

友人・親戚を尋ねる

出張など仕事関係

7 情報収集 必須
今回福井県を訪れる際に参考にした情報源は何ですか。（複数

選択可）

観光展・物産展

新聞・雑誌・ガイドブック

TV・ラジオ番組やCM

観光パンフレット・ポスター

観光連盟やDMOのHP

インターネット・アプリ

Twitter

Instagram

Facebook

ブロク

友人・知人

観光協会等の案内所

タクシードライバーや地元の人

宿泊施設

8 福井県までの交通手段 必須

福井県外から訪れた方にお聞きします。今回は主にどのような交通

手段で福井県に来られましたか。

※2つまでお答え下さい。

自家用車

レンタカー

新幹線

在来線

飛行機

旅行会社ツアーバス

県外から訪れていない（福井県在住）

その他（　　　　　　）

本アンケートは以下の三部構成となっております。

①今回の旅行またはお出かけの全行程について

②ご訪問された【エリア名(動的制御)】について

③福井県について

はじめに①今回の旅行またはお出かけの全行程についてお聞きします。



9 福井県内での交通手段 ● 必須

次に、【エリア名(動的制御)】には主にどのような交通手段で来られ

ましたか。

※2つまでお答え下さい。

自家用車

レンタカー

タクシー

在来線

旅行会社ツアーバス

路線バス

徒歩

レンタサイクル

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

10
福井県内での交通手段

の満足度
● 任意

前の質問で「自家用車」「徒歩」以外を選択された方にお聞きしま

す。当該の交通手段をお使いいただいた満足度をお聞かせ下さ

い。

とても満足

満足

どちらでもない

不満

とても不満

選択肢なし

11
福井県内での交通手段

の満足度の理由
● 任意 上記満足度の理由について、具体的に教えて下さい。 ー

12 宿泊費 必須
今回の旅行またはお出かけにおける、福井県内での具体的な宿泊

費をお答え下さい。（予定でも可／1人あたり）

使わない

1,000円未満

1,000円以上 3,000円未満

3,000円以上 5,000円未満

5,000円以上 10,000円未満

10,000円以上 20,000円未満

20,000円以上 30,000円未満

30,000円以上 40,000円未満

40,000円以上 50,000円未満

50,000円以上 100,000円未満

100,000円以上

13 交通費 必須

今回の旅行またはお出かけにおける、具体的な交通費をお答え下

さい。（予定でも可／1人あたり）

※福井県外からの交通費、福井県内での交通費を含む。

使わない

1,000円未満

1,000円以上 3,000円未満

3,000円以上 5,000円未満

5,000円以上 10,000円未満

10,000円以上 20,000円未満

20,000円以上 30,000円未満

30,000円以上 40,000円未満

40,000円以上 50,000円未満

50,000円以上 100,000円未満

100,000円以上

14 県内消費額 必須

今回の旅行またはお出かけにおける、福井県内での具体的な現地

消費額をお答え下さい。（予定でも可／1人あたり）

※飲食、買い物、体験・観光などの消費額合計。

※宿泊費、交通費を除く。

使わない

1,000円未満

1,000円以上 3,000円未満

3,000円以上 5,000円未満

5,000円以上 10,000円未満

10,000円以上 20,000円未満

20,000円以上 30,000円未満

30,000円以上 40,000円未満

40,000円以上 50,000円未満

50,000円以上 100,000円未満

100,000円以上

15 エリア訪問回数 ● 必須 これまで【エリア名(動的制御)】には何度訪れたことがありますか。

初めて

2～5回目

6～10回目

11回目以上

16
アンケート回答前に訪問

した主な場所
● 必須

【エリア名(動的制御)】の前に訪れた主な場所（施設やスポット名

称、エリアなど）を、次の名称リストから検索し一つ選んで下さい。

ふりがなを入力すると施設が絞り込まれます。

※名称リストにない場所の場合は、「選択なし/該当施設なし」を

選び、次の設問でお答え下さい。

※【エリア名(動的制御)】が最初に訪れた場所である場合は、「選

択なし/該当施設なし」をお選び下さい。

リストとふりがな検索ボックス

※選択肢「選択なし/該当施設なし」を初期セットしておく

17
アンケート回答前に訪問

した主な場所FA
● 任意 上記名称リストにない場所について、具体的にお答え下さい。 ー

次に②ご訪問された【エリア名(動的制御)】についてお聞きします。



18
アンケート回答後に訪問

する予定の主な場所
● 必須

【エリア名(動的制御)】の後に訪れる予定の場所（施設やスポット

名称、エリアなど）を、次の名称リストから検索し一つ選んで下さ

い。ふりがなを入力すると施設が絞り込まれます。

※名称リストにない場所の場合は、「選択なし/該当施設なし」を

選び、次の設問でお答え下さい。

※特に決まっていなかったりこの後ご帰宅される場合は、「選択なし

/該当施設なし」をお選び下さい。

リストとふりがな検索ボックス

※選択肢「選択なし/該当施設なし」を初期セットしておく

19
アンケート回答後に訪問

する予定の主な場所FA
● 任意 上記名称リストにない場所について、具体的にお答え下さい。 ー

20 エリア総消費額 ● 必須
【エリア名(動的制御)】における、消費総額をお答え下さい。（予

定でも可／1人あたり）

使わない

1,000円未満

1,000円以上 3,000円未満

3,000円以上 5,000円未満

5,000円以上 10,000円未満

10,000円以上 20,000円未満

20,000円以上 30,000円未満

30,000円以上 40,000円未満

40,000円以上 50,000円未満

50,000円以上 100,000円未満

100,000円以上

21 満足度 ● 必須
本アンケート回答施設や【エリア名(動的制御)】における、満足度

をお答え下さい。

とても満足

満足

どちらでもない

不満

とても不満

22 満足度の理由 ● 任意 上記満足度の理由について、具体的に教えて下さい。 ー

23 不便さ ● 必須
【エリア名(動的制御)】において、不便を感じたり困ったことはありま

したか。

感じた

感じなかった

24 不便さの内容 ● 任意 上記不便を感じたり困ったことについて、具体的に教えて下さい。 ー

25 NPS（推奨度） ● 必須

あなたは福井県への旅行または【エリア名(動的制御)】へのお出か

けを、どのくらい家族や友人に薦めたいと思いますか。0（全く薦めた

くない）～10（ぜひ薦めたい）でお答え下さい。

0

︙

10

26 推奨項目 ● 任意
今回の旅行またはお出かけにおいて特に人に薦めたいと感じたもの

とその理由について、具体的に教えて下さい。
ー

27 施設に求めるもの ● 任意
あなたが求めている【エリア名(動的制御)】の飲食、土産、アクティ

ビティについて、ご自由にご意見をお聞かせ下さい。
ー

28 今後の来訪意向 任意 今後、再び福井県を訪れたいと思いますか。

また行きたい（1年以内）

機会があれば行きたい

どちらともいえない

あまり行きたいと思わない

行きたくない

福井県在住

29 福井県に求めるもの 任意
あなたが求めている福井県の飲食、土産、アクティビティについて、ご

自由にご意見をお聞かせ下さい。
ー

最後に③福井県についてお聞きします。


