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北海道のくらしアンケート

くらしく

第179回アンケート
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

アンケートレポート

ゴールデンウィーク

2014年4月15日～5月20日

344名（男性80名 女性264名）
全国のくらしく登録モニターへインターネットアンケート

●アンケートまとめ
●ゴールデンウイークに、行楽やレジャーの予定がある（33％） 予定がない（30％）
●行楽レジャーに行くのは、「ゴールデンウィーク後半」の4連休を使って行く
●ゴールデンウィークは「普段の生活圏（近場）で遊ぶ（35％）」
●ゴールデンウィークレジャーの日程は「日帰り（42％）」「決めていない・わからない」（18％）
●行楽・レジャーの目的は「ショッピング（23％）」「食事（23％）」「行楽地・遊園地など（20％）
●行楽・レジャーは「自家用車で（53％）」
●GWは近場で、日帰りで、買い物やレジャーを楽しむ。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のゴールデンウィークの行楽に関してお聞きしました。
2014年のゴールデンウィークは4/26（土曜）～4/29（火曜）の飛び石連休と、5/3（土曜）～5/6（火曜）の4連休となっていて、
平日4日間を休みとすれば最大11日間の休暇が取れる大型の連休となる日程でした。
※行楽レジャーに関して、モニター自身がレジャーや行楽だと考える行動ならば、日帰りや近場でのショッピング等も 含まれます。
■質問内容
①今年のゴールデンウィークの予定
⑥目的地に行くとしたら、主にどのような 交通手段で？
②行楽レジャーにいくとしたら、いつ頃？
⑦行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきますか？
③レジャーや行楽に行くとしたら、どこに？
⑧ゴールデンウィークに行ったレジャーや行楽での思い出
④行楽やレジャーの日程は？
⑤行楽・レジャーの目的は？

■質問１ 今年のゴールデンウィークは,
どこかに行楽やレジャーで行く予定はあります
か？
＜単一選択 n=344＞
行く予定があ
る
33%

2014年、ゴールデンウイークに、行楽やレ
ジャーの予定があるかをお聞きしました。
○予定がある（33％）
○予定はない（30％）
○特に決めていない（37％）

特に決めて
いない
37%

ほぼ、3割ずつという回答になっています。

行く予定はな
い
30%

■質問２ GWに行楽レジャーにいくとしたら、
いつ頃に行く予定ですか？＜複数選択 n=344＞
31%
25%

23%
13%

13%

1%

4%

2%

ゴールデンウイーク、行楽レジャーに行く日程に関してお聞きしました。
「ゴールデンウィーク後半」の4連休を使って行くと答えた方が、予定があると答えた方の約半数（23％）、「前半に行
く」「日にちに関係なく空いた時間に」と答えた方が同率（13％）となりました。 「全体を使って行く」と答えた方は
2％でした。
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■質問３ ゴールデンウィークを利用して、
レジャーや行楽に行くとしたら、どこに行きます
か？
＜複数選択 N=344＞
普段の生活圏（近場）で遊ぶ

35%

お住まいの都道府県内

31%

お住まいの都道府県以外
海外
決めていない

ゴールデンウィークを使って行楽やレジャーに
行く地域に関してお聞きしました。

16%

近場、お住まいの都道府県内を合わせると6割を
超えます。
遠出をしないで近場で行楽やレジャーと楽しむ
という意見が多くありました。

1%

わからない

18%

行く予定はない

26%

■質問４ 行楽やレジャーの日程はどのように、
すごされますか？＜複数選択 n=344＞

ゴールデンウィークを使って行楽やレジャーに
行く日程についてお聞きしました。

42%

1位：日帰り（42％）
2位：決めていない・わからない（18％）
3位：1泊（13％）
4位：2～3泊（11％）

28%
18%
13%

・近場で遊ぶ（35％）
・住んでいる都道府県内（31％）
・住んでいる都道府県外（16％）
・海外（１％）
となっています。

11%
5%

全体の4割以上が日帰りでの行楽レジャーと答え
ています。
泊りがけや長期間の旅行等の予定は考えていな
いということがわかりました。

質問５ 行楽・レジャーの目的は何ですか？
＜複数選択 n=344＞
ショッピング

23%

食事

23%

行楽地や遊園地などのレジャー

20%

温泉や宿泊地に行ってゆっくりくつろぐ

18%

ドライブ

16%

帰省

14%

イベントやコンサートに行く
スポーツ・アウトドア
その他
決めていない

10%
5%
4%

わからない

18%

行く予定はない

27%

■質問５ 行楽・レジャーの目的は何ですか？（その他自由回答）

【自宅で過ごす】
・行く予定は無いですが お家で届く予定になっている納期待ちのブルーレイレコーダーで レンタル三昧しようと
思ってます 。（３０代:女性）
・自分の畑で花見の予定です。（５０代:男性）
㈱オミセネット http://omisenet.com/
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■質問５の続き 行楽・レジャーの目的は何ですか？（その他自由回答）

【温泉や行楽・イベントへ】
・徳島県神山町の「神山温泉」に行く。（６０代:男性）
・三井アウトレットパークと円山動物園と小樽水族館。さらに子供をつれて親戚まわりも（４０代: 男性）
・箱根から熱海へ温泉三昧します（６０代:女性）
・フラワーフェスティバルに行きます（３０代:女性）
・旅行とかではないのですが、ゴールデンウィークの頃は桜の頃なので、近くに観に行きたいと思います。（４０代:女性）
・5月5日に実家（京都市伏見区）近くの神社でお祭りがあります。そこで縁日の露店が多数出て毎年孫たちを連れて行ってます。
本堂前では太鼓の実演もあり祭りムード満載です。前日は夜遅くまで賑わっています。（６０代:男性）
・博多どんたくに行きます（３０代:女性）
【お買い物・その他】
・舞鶴や姫路 福知山に行って ドライブや買いたいものを買って 友達と遊びたいです（２０代:女性）
・同僚の結婚式（２０代:女性）
・お花見（３０代:女性）
【帰省する】
・GWの前半で実家の茨城県に帰省します。昨年末に産まれた息子は初めての飛行機。生後４ヶ月で初めて
ひいおばあちゃん２人、おじさんおばさん（私の兄弟）に対面です。、GW後半は５日に義実家で初節句のお祝いです。
子供が生まれ、帰省して顔見せ、初節句と子供中心のGWとなりますが楽しみです。（２０代:女性）
・子供の誕生会を祖父母の家で行う
（３０代:女性）
・大阪と広島に車で帰省します。夜中の高速道路を利用しての長時間ドライブで、移動途中も楽しみながら帰省できたら
良いなと思っています。（３０代:女性）
・お墓参り（５０代:女性）
・県外にいる息子う家族に会いに行きます。（５０代:女性）
・毎年道内の実家へ帰省しています。（４０代:男性）
・自分と夫の実家にそれぞれ（３０代:女性）
・クラス会（３０代:女性）

ゴールデンウィークの行楽レジャーの目的で多かったのは、
1位：ショッピング（23％）・食事（23％） 3位：行楽地・遊園地等（23％） 4位：温泉・宿泊地でくつろぐ（18％）
5位：ドライブ（16％） でした。
自由意見では、旅行やイベント参加のご予定以外に、実家に帰省する、墓参りする等の意見もありました。

■質問６ 目的地に行くとしたら、主にどのような
交通手段でいきますか？＜複数選択 n=344＞
自家用車

53%

列車やバスなどの公共交通機関

20%

自転車や徒歩
旅行会社のパックツアーなど

3%

タクシー・レンタカーなど

2%

その他

2%

決めていない

ゴールデンウィークの行楽レジャーで利用する
交通機関についてお聞きしました。
自家用車利用が53％で全体の5割以上でした。

10%

わからない

10%

行く予定はない

24%

■質問７ 行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきま
すか？＜複数選択 n=344＞
家族や親せきと
友人や知人と
1人で
とくに決めていない

わからない
行く予定はない
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59%
15%
8%

行楽レジャーを誰と行くかをお聞きしました。
家族や親せきと行くと答えた方が全体の約6割で
した。

10%
23%
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ここ２年～３年でゴールデンウィークに行ったレジャーや行楽での思い出（自由回答）

【行楽地での思い出】
・３泊4日で函館に行ったが、例年になく寒く桜の花が一輪も咲いていなかったこと。でも、松前藩屋敷や五稜郭、
函館奉行所、伊達歴史村などで歴史に触れられたことは、とても思い出に残ってます。 （４０代:女性)
・屋久島にいき、屋久杉を見に行ったこと。 普段、あまり、歩くこともなかったが、 8時間くらい歩いたが、あまりの木々の
色の濃さ、神秘的 な風景に圧倒され、疲れを感じなかった。 （３０代:女性)
・昨年、スペインにゆきましたが、首都のマドリードなどでは、若者の多くが街中で屯していました。添乗員から夜間の外出は
控えるようにと話していました。 （７０歳以上:男性:)
・昨年は子供と遊園地にプリキュアショーを観に行った （４０代:男性:)
・息子と孫娘と一緒に行った甲府のワイナリーですね。葡萄あり、バーベキューありワインありで最高にくつろぎましたよ
（６０代:女性)
・帯広動物園に行きました。すごい混雑で入園するのに行列ができていて入園するまでに数十分かかりました。帯広でこんな
混雑を経験するなんてととても驚きました。 （３０代:女性)
【温泉や行楽・イベントへ】
・あまり混まないところにと思いひなびた温泉へ。去年はとても寒くびっくりしました。 （４０代:女性)
・ゴールデンウィークはコンサート鑑賞がメインだった。 （３０代:女性)
・わいわいしながらの多数の家族とのバーベーキュー （６０代:男性)
・下呂温泉に行きました。すごい人でしたが温泉が素晴らしくゆっくり休めました （３０代:女性)
・去年まで、ゴールデンウイークは行きつけの温泉へ泊まりに行ってました。 今年の4月に関東へ転勤になり、その温泉へ
行けないのが残念です。 （４０代:女性)
・昨年、十勝の温泉に行ったのですが、朝起きると雪が降っていてビックリしました。北海道らしいＧＷだなーと思いました。
（３０代:女性)
【お花見】
・ＧＷは丁度桜の開花時期とかぶるので、松前城や五稜郭公園など近場の観光地の桜めぐりをした事が印象に
残っています＾＾ （２０代:女性)
・花見に行ってあてにしてた花が終わってしまってがっかりした （５０代:女性)
・松前の桜見物、時期が早くて（寒かったので）桜が少ししか咲いてなかったこと。 嫁は北海道に生まれたのに、道内を
旅したことがなかったから、嬉しそうだった。 （６０代:男性)
・青森県弘前市の桜がちょうどいい時期で、とても素晴らしかったです。 （３０代:女性)
【お買い物】
・アウトレットモールでの買い物が楽しかった。 （５０代:女性)
・去年、北広島の三井アウトレットモールでショッピングをした。始めて家族で行ったが、子供はつまらなそうだったけれど、
私は楽しく買い物ができて、その後何度か行っている。もっと早く行っていればよかったな～と思いました。 （３０代:女性)
・都内のデパートでのショッピングや食事 （５０代:男性:)
・連休はどこも込み合うので地域の道の駅やショッピングモールのイベントでゆっくり楽しんでいます。 （２０代:女性)
【帰省する】
・GWはだいたい帰省して終わりになるのが近年の動向です。 （３０代:女性)
・いつもゴールデンウィークに墓参をしています。春のお彼岸にはお墓も雪に埋まっているためです。以前には雪かきをして
墓参をした経験もありますが、花も咲き暖かくなってからのほうが気分もいいですし、ゆっくりできますね。 （６０代:男性)
・毎年実家への帰省をしています。
【家族旅行】
・レジャーではなかったのですが、その時期に法事で家族と両親といった小樽が印象的です。 （３０代:女性)
・去年、実家の父の還暦祝いをしました。弟家族も含めて大所帯での宴会で、普段仏頂面の父も嬉しそうに赤いちゃんちゃんこ
を着てくれました。（３０代:女性)
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ここ２年～３年でゴールデンウィークに行ったレジャーや行楽での思い出（自由回答）

【遠出はしない】
・ゴールデンウィークは気候が暑くも寒くもないこのところ暑さも寒さもキツイ日本にしたら本当に天気の面でもゴールデンウィーク
だからあまり遠出なんかはしたいと思わない。（５０代:女性)
・ペットがいるのであまり長期間の旅行はできません。 （４０代:男性)
【GWは休まない】
・３人の息子の受験があって（それぞれ浪人していたこともあって）もう何年も連休はあってないようなものです。 （５０代:女性)
・ＧＷは農繁期なのでまず出かけませんね、、、 農家になる前の横浜にいたころＧＷで静岡のほうに遠出して帰りの渋滞に
はまって大変なことになったのを思い出します、、、 （３０代:女性)
・GWは必ず仕事なので、なし。 （４０代:女性)
・ゴールデンウィークを少しはずして琵琶湖のあたりに行ったことです。割と好いていてよかったですが、夫が一旦停止をせずに
お巡りさんに切符を切られてしまったことも思い出です。 （４０代:女性)
・G.W時期は気候も良いので日帰り旅行、ピクニック、ドライブなど出かけたい気持ち満々ですが、どこもかしこも、人が多い。
それが疲れるので、結局家で過ごして悶々とするパターン。 （２０代:女性)
・子供が大きくなり、少年団や部活を始めるとゴールデンウィークは全く行楽にいけません（泣） （４０代:女性)
・普段働いているので、家事で終わりです・・・ （４０代:女性)
・例年、来客が多かったり、地域のお祭りで、家をあけられません。神社の総代なので、あちこち呼ばれることが多く、毎年、
青空の下で、連日、飲めや歌えや、ということになります。 （５０代:女性)
【自宅・近場で過ごす】
・いつもだいたい近場で過ごしています （４０代:女性)
・何処へ行っても込んでいるので、食事やショッピング、レンタルビデオを見るようにしてます。 （６０代:女性)
・家族と休みが合わなくなり一人で過ごす事が多くなった （５０代:男性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ゴールデンウィークの過ごし方は、長期間の休みを取って旅行やレジャーに行くというよりも、近場で、日帰りで、買い物
やレジャーを楽しむ事が多いようです。
旅行に関しては、行楽地への旅行よりも、帰省して、普段会えない家族や親せきと会う、家族旅行に行くなどの意見が多く
ありました。
ゴールデンウィークの人混みを避けて、自宅や近場でゆったりと過ごすという意見や、時期を外して休みを取るという意見
もあります。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom
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