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くらしく

北海道のくらしアンケート

第195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

年末年始の予定

2014年12月29日～2015年1月20日

284名（男性64名 女性220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
●年末年始、行楽やレジャーに行く予定がある方は約4割、予定がない方は5割となりました。
●年末年始の行楽レジャーの日程は、「日帰り（18％｝」「2～3泊（12％）」「1泊・きめていない（9％）」
●年末年始の行楽で行く場所「帰省する（34％）」「住んでいる地域内（13％）」「住んでいる地域外（12％）」
●行楽で目的にに行く手段「自家用車（44％）」「公共交通機関（18％）」
●年末年始に行うこと「実家に帰省してくつろぐ（36％）」「初詣（35％）」「自宅でテレビ番組を見る（31％）」
●年末年始の行楽レジャー・旅行は6割の方が「家族や親せきと行く」
●年末年始の行楽レジャーは「価格が高い」「人が混んでいる」「家族とのんびり過ごす」

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年～2015年の年末年始のご予定とについてお聞きしました。
2014年～2015年の年末年始は、12/28（日）～1/4（日）ということで、連続したお休みは最大9連休と比較的長く
休みが取れる年末年始となりました。
■質問内容

①今年の年末年始、行楽や旅行に行く予定はありますか？
②行楽や旅行のスケジュールはどのようにお考えですか？
③どこに行きますか？
④目的地へは、どのような方法を使っていきますか？

⑤今お考えの年末年始の行事はなにかありますか？
⑥年末年始の行事は誰といきますか？
⑦ここ２年～３年の年末年始の思い出に残った行事や旅行

■質問１ 今年の年末年始はどこか、行楽
や旅行に行く予定はありますか？
（単一選択 n=284）
わからない:
6%

行く予定があ
る
42%
行く予定はな
い:
52%

2014年～2015年の年末年始の予定についてお聞き
しました。
年末年始に行楽や旅行に行く予定があるかをお聞きし
ました。
・行く予定がある（42％）
・いく予定はない（52％）
・わからない（6％）
年末年始、行楽やレジャーに行く予定がある方は約4
割、予定がない方は5割となりました。

■質問２ 年末年始行楽レジャースケジュールは
どのようにお考えですか？
＜複数選択 n=284＞

49%

18%
9%

12%

9%
4%

日帰り

１泊

２～３泊

４～５泊

2%

2%

0%

６～７日

８～９日

１０日以上

きめていない
わからない

行く予定はない

年末年始の行楽・レジャーに関して、日程をお聞きしました。
1位：日帰り（18％）
2位：2～3泊（12％） 3位：1泊・特に決めていない（9％）となっています。
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■質問３ 行楽レジャーでは、どこに行きますか？
＜複数選択 n=284＞
帰省する

34%

自分の住んでいる地域（道・県など）内へ旅行

13%

自分の住んでいる地域以外へ旅行
海外旅行に行く
とくに決めていない わからない

12%
0%
7%

行く予定はない

44%

年末年始の行楽レジャーで行く場所についてお聞きしました。
1位：帰省（34％）
2位：住んでいる地域内（13％）
3位：住んでいる地域以外（12％）
海外旅行は0％でした。

■質問4 目的地へは、どのような方法を使っていきますか？
＜複数選択 n=284＞
自家用車を使って

44%

列車やバス・飛行機など公共交通機関
自転車や徒歩
旅行会社のツアーなどを利用して
遠出をせずに近場で遊ぶ

18%
2%
2%
1%

レンタカーなどを借りて

1%

その他

1%

とくに決めていない わからない

4%

行く予定はない

38%

年末年始の行楽レジャーで目的地までに利用する交通手段をお聞きしました。
1位：自家用車（44％）
2位：公共交通機関（18％）となっています。
自家用車が4割、公共交通機関を利用するという意見が約2割でした。
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■質問５ 年末年始に行うこと、行いたい事はなんですか？
＜複数選択 n=284＞
実家に帰省しゆっくりくつろぐ

36%

初詣に行く

35%

自宅にいて、テレビ番組やドラマを見る

31%

百貨店やショッピングセンターに行く

21%

親戚や知人への年始の挨拶

16%

福袋を買う

11%

新年会をする

9%

温泉や避暑地に行ってゆっくりくつろぐ

7%

友人や知人に会い親交を深める

7%

映画館や遊園地やアミューズメント・パークに行く
初日の出を見に行く
スキーやスノーボードなどのレジャー

5%
4%
2%

とくにきめていない
その他

22%
6%

■質問5 その他の意見
・孫娘が、お年玉を貰いにやって来る。（６０代:男性）
・地元の友人にゆっくり会う予定です。（２０代:女性）
・夫と帰省してくる子供のために年末から台所に立ちっぱなし、洗濯掃除に追われるだけの苦痛な日々です。
恥ずかしいですが お正月なんかなくなってしまえ～って思う主婦です。 （５０代:女性）
・父が入院中なのでその見舞に行きます。 あと息子が今春大学入試なのでその下見にも行きます。
バタバタと忙しく動き回ると思います（４０代:女性）
・１月２日は仕事です。まとまった連休がないので、正月気分がいまひとつです。（４０代:女性）
・USJに行く。（４０代:女性）
・お正月は、旦那の実家と私の実家に行ってお祝いします。 お祝いが終わった後、神社に初詣に行き、その足で買い物へ
出掛ける事が毎年好例の 行事になります。（３０代:女性）
春のギフトで贈る商品を贈るとしたら、どのような商品を贈るかをお聞きしました。
・カウントダウンコンサートに行く（４０代:
女性）
１位：商品券・現金（37％） ２位：食品・飲料（27％）
３位：スイーツ（21％）
・カラオケに行って、去年の名曲を歌いまくる。テレビで映画の放送が多いので、録画して家でのんびり観賞する。
４位：カタログギフト（13％）
５位：お酒・ビール（10％） でした。
（３０代:女性）
・グループホームにいる母を帰宅させて、一泊二日ではあるけれども自宅でおいしいものを食べてゆっくりのんびり過ごす。（
４０代:女性）
・家族で主人の仕事終わりの日に忘年会で居酒屋とカラオケに行った（５０代:女性）
・主人と私の両親は、亡くなっており、帰省中の大学生の息子を連れ、お正月とお盆は、お墓参りに行きます。
ここ数年の行事です。（５０代:女性）
・初詣に行って外食・買い物をするくらいです。孫が来るのでゲームセンターに行くかもしれません。（６０代:男性）
・静岡県下田温泉に、５日間の予定で、湯治にゆきます。暖かい伊豆でゆっくりと温泉に入って、リフレッシュして
まいります。（７０歳以上:男性）

年末年始に行うことをお聞きしました。
1位：実家に帰省してくつろぐ（36％）
2位：初詣（35％）
3位：自宅でテレビ番組を見る（31％）
4位：百貨店やショッピングセンターに行く（21％）
5位：年始の挨拶に行く（16％）
でした。
自由意見では、帰省を迎える、帰省する等、家族で過ごす意見が多くありました。
旅行やアミューズメント施設に行くという意見もありました。
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■質問６ 誰といきますか？
＜複数選択 n=284＞
63%

家族や親戚と
12%

1人で

10%

友人や知人と

その他

とくに決めていない わからない

行く予定はない

■質問７

年末年始の行楽レジャー・旅行は主に誰と行くのかを
お聞きしました。
6割の方が「家族や親せきと行く」と答えています。

1%

4%

23%

ここ２年～３年、年末年始に、思い出に残った行事や旅行はありますか？（自由回答

一部抜粋）

【帰省】
・転勤族だったので、毎年々々帰省のための交通手段（飛行機・フェリー・電車等々）を選択するのが楽しみだった。
（６０代:男性:)
【友人・知人と親交を深める】
・10年ぶり位に同窓会したこと。 （２０代:女性)
【家族団らん】
・おととし家族で餅つきをしました （４０代:女性)
・お正月は母とのんびり過ごすのがここ数年の恒例となっている。 （４０代:女性)
・親戚が集まって百人一首大会をしたこと （１９歳以下女性)
・親戚一堂で餅つき大会 （４０代:男性:)
・年越しに実家に集まった兄弟家族たちとトランプで賭け事をすること （５０代:女性)
・毎年、箱根へ行ってましたが今年は息子のお家のお披露目を兼ね、娘家族も一緒に息子の新居で迎春です。
お嫁さんに負担掛けないよう御節は注文済み。 （６０代:女性)
【旅行】
・自分の母親を連れて、石垣島に出かける予定にしています。 （４０代:女性)
・伊豆や山梨の湯村温泉などで、妻と湯治を楽しんでおります。 （７０歳以上:男性:)
・温泉で年末年始を過ごしてみたけれど、食事は豪華な正月膳だったけれど完璧に冷えてお吸い物まで冷め切っていて
げんなり。料金3倍。 （５０代:女性)
・家族でハウステンボスに行きましたが寒すぎて固まりました （３０代:女性)
・黒門市場に行ったことです。いつもテレビでみていたあの混雑の中、活気のある市場を歩くのがとってもたのしかったです。
安くておいしい大トロを買ってほくほくでした （３０代:女性)
・昨年の年末は久々に子供と２人でバス旅行に日帰りですが出かけました。 （４０代:女性)
・日帰りですが、大分県の別府温泉に行ったことです。息子は大学で、寮生活、私は仕事に行くようになり、
忙しい毎日で、年末の、忙しさの中、観光地ではいる温泉。とても気持ちの良いひと時でした。 （５０代:女性)
【パーティ―】
・６日が娘、９日が義妹の誕生日なので、年始にいつも合同で誕生日会をします。 （４０代:女性)
・義父の趣味のマージャンを、娘（当時小２）が興味を持ち、毎年マージャン大会をするようになりました。 （４０代:女性)
【新年会・忘年会】
・一日二回の新年会で飲み過ぎて寝正月となり家族の予定をめちゃめちゃにしたことでいつも言われます。でも、
お酒はすきなので懲りません。 （６０代:男性:)
【外食】
・フランス・レストランでビストロ料理を家族とともに楽しんだこと （５０代:男性:)
【初日の出を見に行く】
・初日の出を見に美幌峠に行きすごくきれいな初日の出が見れたこと。 （３０代:女性)
・岬で初日の出を見た。 （３０代:男性:)
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ここ２年～３年、年末年始に、思い出に残った行事や旅行はありますか？（自由回答

一部抜粋）

【年越し】
・年越しそばを年越しうどんにしている （２０代:女性)
・年越しライブに行ったこと。楽しかったが、ひとりだったので寂しくもあった （３０代:女性)
【福袋・初売り ショッピング】
・毎年デパートで福袋を買っています。 （３０代:女性)
・毎年早起きで福袋を購入、その後は仕事です。 （４０代:女性)
・旅行などは行ってませんが、家族揃ってみんなで 出掛ける事は毎年楽しく過ごしています。 （３０代:女性)
【イベントに参加】
・カウントダウンコンサートに参加し、好きなアーティストと年越しできたこと （４０代:女性)
・ディズニーランド （２０代:男性:)
・結婚してから、箱根駅伝のコースになっている道路沿いに住んでいるのでマンションのベランダから観戦できるように
なり楽しい年始を過ごしました。 （３０代:女性)
・箱根駅伝を見る （５０代:女性)
【初詣に行く】
・それまでは浅草寺や明治神宮などの有名な神社に初もうでに行っていて、物凄い人混みで疲れるだけだった。でも、
3、4年前から自宅から徒歩２０分程の地元の神社に行くようになった。（２０代:女性)
・休みが短いので初詣は家族で行くようにしています。 （４０代:女性)
・成田山は、人が多く氏神さんの山田神社に最近は行っています。そこでも31日夜12時前には石段が人で埋まります。
それでもやはり神聖な気持ちにはなります。家族皆健康で過ごせた事に感謝です。 （６０代:男性:)
・新年になった瞬間に近所の寺に初もうでに行き、年明けうどんを振る舞ってもらう。寒い中でアツアツのうどんが美味しい。
（４０代:男性:)
・毎年、家族そろって実家の近くに初詣にいきます。 （４０代:女性)
【時期をずらして正月休み】
・介護の仕事で、祝祭日は関係ありません。月をずらして少し連休を取ります。 かえって、どこも空いていて楽です。
世間の冬休みが終わってから、旭山動物園に行きたいです。 （５０代:女性)
【その他】
・仕事で初売りの雑踏警備 （３０代:女性)
・神社でアルバイトをしました。普段知ることのないバックヤードは、どれも新鮮で楽しかったです。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
2014年～2015年の年末年始に関して、一昨年と同様に9連休と比較的に長い年末年始の休みが取れる年末年始ではあり
ますが、年末年始の行楽レジャーのご予定をお聞きしたところ、予定がある方は全体の4割、スケジュールでは一番多かっ
たのは、日帰りの１８％でした。
行く場所に関しては「帰省する」が34％、帰省以外の旅行先はでは、住んでいる地域内と地域以外が全体の1割強と、帰省
以外に積極的に行楽レジャーを行う意欲は感じられませんでした。
年末年始に行うことでも、一番多かったのは「帰省してゆっくりくつろぐ」、次に「初詣に行く」「自宅でテレビを見る」
が続きます。意見で多かった意見をまとめると、年末年始の行楽レジャーは「価格が高い」「人が混んでいる」「家族との
んびり過ごす」などとなりました。
長期の旅行などは市内で、日帰り等旅行や、初詣に行って、あとはゆったりと自宅で過ごす、家族で過ごすことが年末年始
で行われているようです。

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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