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北海道のくらしアンケート

くらしく

第138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

秋の行楽レジャー実施状況
2012年9月17日～10月31日

405名（男性71名 女性334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
●秋の行楽レジャーに「行った」「行く予定がある」が全体の43％
●行楽レジャーへ行く場所は「お住まいの都道府県」「近場」で61％
●行楽レジャーのスケジュールは「日帰り」42％ 「１泊」22％
●行楽レジャーの目的は「温泉でくつろぐ」31％ 「グルメ・食事」22％
●目的地への交通手段は「自家用車」56％
●「近場で」「日帰りで」「３連休ではない日にち」を使っての、身近な秋の行楽。
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2012年の秋の行楽・レジャーに関してのご予定や、秋の行楽レジャーに関してのアンケートを行いました。

①今年の秋はどこかに行楽やレジャーに行く予定はありますか？

⑤行楽・レジャーの目的は何ですか？

②行楽レジャーにはいつごろ行く予定ですか？

⑥目的地へは、どのような方法を使っていきますか？

③秋のレジャーや行楽に行くとしたら、どこに行きますか？

⑦行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきますか？

④行楽やレジャーの日程はどのようにお考えですか？

⑧秋に行ったレジャーや行楽で、思い出に残った行事や旅行

■質問１ 今年の秋はどこかに行楽やレジャーに行く
予定はありますか？（単一選択 n=405)
行く予定はな
い, 18%

行った, 17%

くらしくモニターさんに、2012年秋の行楽レ
ジャーのご予定に関してお聞きしました。
秋の時期、行楽やレジャーに行く予定に関して、
〇もう行った（17％）
〇行く予定がある（26％）
〇特に予定を立てていない（21％）
〇決めていない、わからない（18％）
〇予定はない（18％）

決めていない
わからない,
19%

行った、行く予定があると答えた方は43％
約4割の方が秋、行楽やレジャーに行くと答え
ています。

行く予定があ
る, 26%

特に予定を立
てていない,
21%

■質問２ 行楽やレジャーにはいつごろ行く予定ですか？
（複数選択 n=405)
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秋の時期、行楽に行く予定に関しては、 1位10月上位（13％） 2位10月下旬（11％） 3位9月下旬（10％） となっています。
9月から11月にかけて3連休がありますが、3連休を使って行楽やレジャーに行くとの答えは上位には来ませんでした。
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■質問３ 秋の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=405）
27%

お住まいの都府県内

24%

近場(普段の生活圏内）

20%

お住まいの都府県以外

2%

海外旅行

3%

その他

21%

とくに決めていない わからない

22%

行く予定はない
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・9月の３連休に長野県の美ヶ原高原へトレッキングに行きました。（３０代:女性）
・イナズマロックフェスティバル（２０代:男性）
・さっぽろオータムフェスタ（４０代:女性）
・サロマ湖に温泉１泊してきた（４０代:女性）
・ハウステンボスに行った １０月上旬は結婚記念日と子供の誕生日があるので、両方のお祝いとして、毎年この時期にちょっとした旅行に
出かけるようにしてる（３０代:女性）
・ぶどう狩りや、もみじ狩り（６０代:女性）
・帰省のついでに近隣の観光地に行きました。（４０代:女性）
・義理の両親が来るので、家族みんなでログコテージにキャンプへ行きます。 （４０代:女性）
・近郊の温泉に宿泊したいのですが…家族の予定がバラバラで行けそうにありません。ああ温泉にゆっくり入って温まりたい～。（４０代:女性）
・昨年は、中国のチベット方面に行きましたが、今年は、明日（９月１８日）から９月２８日まで、クロアチア、スロバキア、オーストリア、
ドイツ方面にツアーで観光に出発します。（７０歳以上:男性）
・千歳インディアン水車まつり（３０代:女性）
・淡路島に１泊で遊びに行く予定です（４０代:女性）
・登山。紅葉狩り。（２０代:男性）
・特に決めいていないが、予算はあまりないので自家用車で行ける所（道内）になると思います。（４０代:女性）
・留辺蕊の山の水族館（３０代:女性）
・隣町のＮＰＯ法人が、健康と森林を結びつけた活動をしていて、近場の山をお散歩しました。歩く前に、脈を測って、気持ちを記入しまして、
1時間程参加者とゆっくりと散策します。９／８はまだ残暑でしたが、山はゆっくりと秋に移行していました。山葡萄やくるみがなっていまして、
子供達も楽しめました。初めて、トレッキングをしました。（３０代:女性）

秋の行楽・レジャーに行く場所に関しては、1位：お住まいの都道府県内（27％）、2位：近場（普段の生活圏内）（24％） 3位：お住まいの都道府
県外（20％）
となりました、1位・2位と、比較的近場での行楽・レジャーを考えている方が多くいるようです。
自由意見でも「県内・道内の・・・」などの意見が多くありました。「帰省のついでに、・・」という意見もありました。

45%

■質問４ 行楽やレジャーの日程はどのように
お考えですか？（複数選択 n=405)
42%
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宿泊せずに日帰りでの行楽レジャーを行うと
いう意見が多くありました。

11%
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19%

秋の行楽・レジャーの日程に関してお聞きしま
した。
日程で一番多かったのは
〇日帰り（42％）
〇1泊（22％）
2泊以上は13％となりました。

2%

■質問１でのご意見
連休以外での行楽レジャーが多い
■質問２でのご意見
近場やお住まいの都道府県内で
の意見との関連性が感じられます。
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■質問５ 行楽・レジャーの主な目的は何ですか？（複数選択 n=405)
31%

温泉や宿泊地でくつろぐ

22%

グルメ・食事

20%

レジャー全般

19%

ドライブ
ショッピング

15%

収穫祭や産業まつりなど

14%
9%

イベントやコンサート

5%

帰省

4%

スポーツ

5%

その他
決めていない

15%

わからない

20%

行く予定はない
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行楽レジャーの主な目的は
1位：温泉や宿泊地でくつろぐ（21％
2位：グルメ・食事（22％）
3位：レジャー全般（20％）
4位：ドライブ（19％）
5位：ショッピング（15％） となりました。

■質問６ 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=405）

56%

自家用車

17%

列車やバスなどの公共交通機関
自転車や徒歩

5%

旅行会社のパックツアーなど

4%

遠出をせずに近場で遊ぶ

3%

レンタカー

2%

その他

2%
10%

と決めていない わからない

19%

行く予定はない
0%
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行楽地・目的地へのアクセスで多かったのは
1位：自家用車（56％）
2位：公共交通機関（17％）
3位：自転車や徒歩（5％）
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■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=405）
62%

家族や親せきと

21%

友人や知人と

6%

1人で

とくに決めていない

9%

わからない

17%

行く予定はない
0%

■質問８

となっています。

1%

その他

行楽・レジャーとは誰と行きますかという質問
では
1位：家族・親戚（62％）
2位：友人・知人（21％）

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ここ２年～３年で秋に行ったレジャーや行楽で、思い出に残った行事や旅行（自由回答

一部抜粋）

＜旅行＞
・たしか…なし…。夫と息子は昨年東京に遊びに行き青山・表参道や明治記念館周囲の秋を満喫してきていますが。 （４０代:女性)
・以前の会社の同僚を訪ね、鹿児島へ行きました。火山灰が降っていたり、家族風呂というシステムを初体験したり、同じ日本でも文化や
気候風土の違いに子供も感動！楽しい秋のレジャーになりました。 （３０代:女性)
・伊勢神宮参拝に行ったが秋と言うよりは暑くて真夏の気候だった。 （５０代:女性)
・一昨年のシルバーウィークでの会社の同僚との九州一周旅行が充実して楽しかったです。 （２０代:男性:)
・家族で温泉旅行に行きました。 （３０代:男性:)
・韓国のマラソン大会に参加した。 （５０代:女性)
・去年ドライブがてらに行ったきのこ王国で妻がキノコの天ぷらを食いまくっていたのが強烈なインパクトで思い出に残っています。 （３０代:男性:)
・去年の１０月に旭山動物園に行きました。動物園よりも、そこに行くまでの高速道路から見た紅葉がきれいで感動しました。 （４０代:女性)
・去年の秋、バス旅行で淡路島へ行きました。普段の旅行は家族のみ、自家用車で行きますが、たまには団体のバス旅行も楽しいもの
だと感じました。 （４０代:女性)
・去年小樽に行きました。 普段食べれない私にとっては、高いお寿司を食べて大満足。その後は、定山渓に泊まってプールを満喫しました。
レジャーの時だけは、節約を忘れられるのでうれしいです。 （３０代:女性)
・京都東寺の弘法市です。毎月21日に東寺の境内で市が開かれます。1日中店を見て歩いても終わらない位の露店があり、とても楽しく、
必ず再度行きます。 （６０代:女性)
・昨年トマムに雲海を見に行きました。残念ながら雲海は見られませんでしたが、トマムのザ・タワーの３３階からの景色・料理は最高でした。
（３０代:女性)
・昨年城之崎温泉に結婚１０周年で行きました。 大・大奮発でお高いお宿に但馬牛や蟹の素敵な食事をチョイス。 子供に帰るとき「何が
１番美味しかった？」と聞くと 食後に出てきた「ぷりん～！！」と言われたとき溜息出ました＾＾； （３０代:女性)
・私はさいたま市中央区に住んでいますが姉は福島に嫁いでおり今も福島で生活しています。震災前たびたびレジャー兼ねて訪問していました。
親族が被災者になり遠方から顔を思い浮かべては案じて、もどかしい思いをしています。 （５０代:男性:)
・毎年、ぶどう狩りに行ってますが、美味しいぶどうをお腹一杯食べ温泉につかり満喫して岐路につきます。秋の味覚を堪能してしてます。
（６０代:女性)
・露天風呂付き客室での温泉旅行。 （２０代:女性)
・毎年、夫婦で海外旅行に行っていますが、昨年は、中国（チベット）に行きました。今年でしたら、尖閣諸島問題で、中国旅行は、危険でした。
（７０歳以上:男性)
＜アウトドア＞
・友達家族とキャンプにいったが、夜すごく冷えて、夜の大人の飲み会を楽しみにいったのに、それどころではなくて、すぐ寝たこと （４０代:女性)
・秋田県の大沼でのＢＢＱは紅葉の真っ盛りで最高でした。 アルコールが入り過ぎ、自分の顔が紅葉してしまいました。 （６０代:男性:)
＜収穫祭イベント・アミューズメント＞
・ディズニーランドに行った （３０代:女性)
・ハウス食品のイベントでお米の収穫やサツマイモ堀をしたのが楽しかったです （４０代:女性)
・ビール工場のコスモス畑はとてもきれいでした。紅葉も見に行きたいなぁ （３０代:女性)
・河口湖の紅葉まつりに行きました。 赤く色ついたもみじの並木道がとてもきれいでした。 夜はライトアップされてまた綺麗でした。 （４０代:女性)
・砂川ジャンクションの子供の国。 結構歩くけど、世界の名所などがミニチュア版となってあるので楽しかった。 （４０代:女性)
・昨年、ＵＳＪに友達といってとても面白かったです。 （４０代:女性)
・札幌ドームでの秋祭り、面白かったです。 去年参加したのですが、ドームの敷地内で、炭火でサンマを焼いて食べたのがいい思い出。
あんなところでサンマを焼くとは思わなかった。 （３０代:女性)
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＜収穫祭イベント・アミューズメント＞
・ぶどう狩りに行った事。ぶどうが大好きなので天国のようでした！今年も行きたいです。 （３０代:女性)
・家族でキャンプに行きました。キャンプ場が空いていて快適でした。 （３０代:女性)
・去年、家族でコスモスを見に万博公園に行きました。 子供は近場でも家族でお弁当を持って…というだけで楽しいようです。 （３０代:女性)
・紅葉狩りに層雲峡へ旅行した時、すでに紅葉は終わっており積雪があった。故に雪合戦をして遊んで帰った。 （２０代:女性)
・苫小牧の収穫祭に行って肉や野菜を焼いて食べたこと （４０代:女性)
・農大の収穫祭 友人家族と行った温泉旅行 （４０代:女性)
・美瑛町「秋の収穫祭」というイベントが楽しめます。農産物の直売（とても安い！）や新鮮な地場野菜を使った豚汁なども販売され、のんびり
したムードでお買い物や雰囲気を楽しむことができます。 （４０代:女性)
・豊平峡ダムの紅葉、オータムフェスタ （４０代:女性)
・毎年10月の連休はF1観戦です。 （５０代:女性)
・北海道日本ハムファイターズの応援を兼ねて札幌へ行ったこと。 義母の還暦祝いと娘の誕生祝を兼ねて阿寒の温泉へ行ったこと。
（４０代:女性)
・帯広に行き、工場見学をしました。 （３０代:女性)

＜帰省＞
・鹿児島に車で遊びと墓参りを兼ねて行ったのですが、台風の真っ只中で高速道路は通行止めで、インターで一泊する事になったり、
バケツをひっくり返すどころでないくらいの豪雨で走るのも前が見えなくなるくらいで、一日帰る日にちを延期しないといけなくなって、
子供も学校を休み、私も仕事を休む事になった。 ちょっと危険な旅行になったけれど、スリリングでハプニングだらけの忘れられない、
今では良い思いでです。 （３０代:女性)

＜近場に＞
・ここ数年はどこにも行かなかったが、今年は友人と彼女の子供と近隣の公園にお弁当を持ってピクニックの予定。 あと、千歳空港に
食事に行くつもり。 （５０代:女性)
・紅葉を観に近くのダムに行った （３０代:女性)
・中山峠の紅葉 ただし大渋滞！！ （４０代:女性)
・日帰りの弾丸ツアー。疲れたけど楽しかったです。 （２０代:女性)
＜その他＞
・なぜか私が旅行に行く前日もしくは数日前に地震、大雨が降りツアー旅行の一部が変更になっています （４０代:女性)
・秋の焼肉ですね。 北海道の秋の昼間は焼肉最高です。 （３０代:男性:)
・数年前両親を始めとする家族に 温泉旅行をプレゼントした。 とても喜んでくれたので此方も嬉しかった。 （４０代:女性)
・祖父の一周忌を温泉地でしました。いつも集まらない場所で家族がみんな顔をあわせ、子供も大きなパフェがついた夕食が嬉しくて、その夜は
熱を出しました。慌ただしくも、いい思い出になりました。 （３０代:女性)
・白老町へご当地バーガー食べ比べ （４０代:女性)
・旅行会社のミステリーツアーに行って楽しかったです。 （５０代:女性)
・毎年この時期に社員旅行があるので連休はつぶれます。 しかもスケジュールが強行で常にバタバタとしています。社員からは不評なのに
社長の意向で行われる社員旅行は困ったものです。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
今年のアンケートでは、「近場で」「日帰りで」「３連休ではない日」を使っての、身近な秋の行楽、レジャーの意見が多くあったような気がしま
す。
質問８の自由意見では、地域のイベントや収穫祭などの意見が多くありました。長期間の旅行やなどの意見はあまり多くありませんでした。
シルバーウィークという言葉が使われるようになってから久しいと思いますが、今回のアンケートでその言葉はほとんど出てきませんでした。
秋の行楽に関しては、ゴールデンウィークや夏休み、お盆と違って期間が長いため、いろいろな利用の仕方、過ごし方があるようですね。

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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