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北海道のくらしアンケート

くらしく

第161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
夏の行楽レジャー

2013年8月2日～8月31日

354名（男性84名 女性270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
●今年の夏、行楽やレジャーに行く予定がある（50％）
●行く時期は、８月上旬（21％）、お盆時期（17％） ８月中旬（14％）
●行楽レジャーに行く場所は「地元都道府県内」（32％）
●夏の行楽レジャー日程は「日帰り」（32％） 「１泊」（21％）
●夏の行楽レジャー目的は「宿泊地でゆっくりくつろぐ」（27％） ２位；「食事」25％）
●目的地へは自家用車（56％） 家族と一緒に行く（67％）
●近場で家族でのんびりする。食事やショッピングをして日帰りで楽しむ。夏の行楽レジャーの過ごし方。
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年夏の行楽レジャーに関してのアンケートを行いました。
■質問内容
①今年の夏はどこかに行楽やレジャーで行く予定は？
⑤行楽・レジャーの目的は何ですか？
②行くとしたら、いつ頃を予定していますか？
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行楽やレジャーのスケジュールは？
⑧夏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 今年の夏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=354＞

現状特に予定
を立てていな
い
50%

2013年夏の行楽とレジャーに関して、
お聞きしました。
今年の夏、モニターの皆さんが思う、
行楽レジャーに行く予定について、

行く予定があ
る
50%

行く予定がある（50％）
現状特に予定を立てていない（50％）
半数の方が、夏の行楽レジャーの予定が
あると答えています。

■質問２ 行くとしたら、いつ頃を予定していますか？
＜複数選択 n=354＞
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夏の行楽レジャーに行く時期についてお聞きしました。
1位：8月上旬（21％）
2位：お盆時期（17％）
3位：8月の中旬（14％）
決めていない（21％）でした。
行楽レジャーに関しては、お盆の帰省の時期と重複する8月の中旬に行く予定が多いことがわかりました。
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■質問３ 行くとしたら、どこに行きますか？
＜複数選択 n=354＞
お住まいの都道府県内（北海道内）

夏の行楽レジャーに行く地域についてお
聞きしました。
1位：住んている都道府県内（32％）
2位：住んでいる都道府県外（24％）
3位：遠出しない・近場（15％）

32%

お住まいの都道府県外（北海道外）

24%

遠出をしない 近場で遊ぶ

15%

海外

住んでいる都道府県内・遠出をしないの
意見を合わせると47％で、夏の行楽レ
ジャーは住んでいる地域内で過ごすとい
う意見が多くあります。

5%

お盆帰省

0%

とくにきめていない

17%

いかない、予定はない

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

■質問４ 行楽やレジャーのスケジュールは
どのようにお考えですか？
＜複数選択 n=354＞
日帰り

夏の行楽レジャーの日程についてお聞き
しました。
１位：日帰り（31％）
２位：宿泊（１泊）（21％）
３位：宿泊（２泊）（18％）

31%

宿泊（１泊）

21%

宿泊（２～３泊）

18%

宿泊(４日以上）

４泊以上の方は全体の12％
全体の半数以上の方が、日帰りか宿泊し
ても１泊であると答えています。
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■質問５ 今お考えの行楽・レジャーの目的は何ですか？
＜複数選択 n=354＞
温泉や宿泊地に行ってゆっくりくつろぐ

27%

食事

25%

ショッピング

23%

レジャー全般（キャンプ・海水浴など）

21%

帰省（お盆の帰省も含め）

19%

イベントやアミューズメント施設へ行く

16%

ドライブ

16%

スポーツ

3%

その他
とくに決めていない

5%

わからない

13%

いかない、予定はない

19%
0%
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■質問５ 今お考えの行楽・レジャーの目的は何ですか？ （自由回答抜粋）
・毎年８月の下旬から９月の初旬にかけて、海外旅行に夫婦でゆきます。今年は、阪急交通社のポルトガル観光１０日間に参加します。
昨年は、８月に「クロアチア、スロベニア、セルビアの１２日間の観光にゆきました。（７０歳以上:男性）
・毎年お盆は徳島に帰省して、海水浴、お祭り、そして行きつけのお店でおいしい晩御飯やランチを食べています。
徳島にも友達や知り合いが出来たので、花火や体育館で集まったりと朝から晩まで一日中遊んでいます。（４０代:女性）
・野球観戦（４０代:女性）
・都心部のバーゲンでお買い物。秋や春にも着まわせるもの、流行色の強くないファッションを買いあさりに行きます(笑)。
あと観光やグルメも楽しみます。十勝に住んでいると釣りをはじめとしたアウトドアやアクティビティはすぐに出かけられるので、
あえて都会に行きます。（３０代:女性）
・札幌にある防災センター。子共は消防車に乗って、子供用の消防士さんの服を着せたら喜ぶだろうなと思って。私自身は
東日本大震災の震度を体験してみたい。おまけに公共施設なので無料。（３０代:女性）
・山へトレッキングへ行き、気持ちをリフレッシュさせるのと体も少しずつ鍛えるため。また体についた余分な脂肪も少しずつ落とせ
たらよいなと思います。（３０代:女性）
・海水浴 ４歳の娘を綺麗な海で泳がせたいし、泳ぎを覚えて欲しいから 和歌山県の周参見海水浴場。 遠浅の綺麗な海で小さい子供を
持つ家族向けのいい海でした。 （３０代:女性）
・夫と近場の温泉に行って日ごろの頑張りを労いたい。（３０代:女性）
・遠くのショッピングモールに家族で買い物に行きます。（３０代:男性）
・室蘭、洞爺湖、伊達、登別を気ままに周る予定です。楽しみは、マリンパーク二クスと温泉！です！（３０代:女性）

夏の行楽レジャーの目的についてお聞きしました。
１位：温泉や宿泊地でゆっくりとくつろぐ（27％）
２位：食事（25％）
3位：ショッピング（23％）
4位：レジャー全般（キャンプ・海水浴など）（21％）
5位：帰省（１９％）となっています。
レジャーの目的として明確な、１位・４位以外に、２位「食事」、３位「ショッピング」が入っています。
旅行や、行楽地でのレジャーだけではなく、日帰りでの行楽レジャーの目的として２位・３位はとらえられていると思われま
す。

■質問６ 目的地に行くとしたら、どのような方法を使っていきますか？
＜複数選択 n=354＞
自家用車を使って

56%
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列車やバスなどの公共交通機関を使って
旅行会社のパックツアーなどを利用して

6%

自転車や徒歩

6%

遠出をせずに近場で遊ぶ
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レンタカーなどを借りて
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夏の行楽レジャーの目的地までの交通手段をお聞きしました。
全体の半数以上の方が「自家用車を使って」行くと答えています。

■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=354＞
家族と

67%

友人や知人と

17%

一人で

その他

とくに決めていない わからない
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いかない、予定はない
0%
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行楽レジャーでは、だれと一緒に行くか
を聞きました。
全体の６割以上が「家族と」行くと答え
ています。
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ここ２年～３年で夏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】
・2年前に京都を周り、屋形船に乗ったのが想い出深い （３０代:男性:)
・バイクのシーズン 夏は遠くから近場まで かなり出かけます キャンプも好きなレジャーのひとつ 毎回楽しく 思い出ばかりです
キャンプ場で木製のテーブルを焦がしてしまったハプニングは今も友達と忘れられない思い出です （４０代:女性)
・帰省のついでに妻と二人で寄った水戸の偕楽園の梅が良かった。雨が降っていて人出がなく、しみじみと梅の花と香りが楽し
めた。 （６０代:男性:)
・去年の夏に友人と沖縄に行ったが、綺麗な海や美味しい食べ物を堪能することができて満足だった。 （２０代:男性:)
・京都の嵐山に行きました。 外国の方に色々道を聞かれたりして答えてると ママすっごい～！と子供が尊敬してくれました。 鼻高々に
なって子供に甘甘な１日になりました＾＾； （３０代:女性)
・今年の夏に新婚旅行でインドネシアにあるバリ島とジャワ島へ行きましたが、 のんびりとリゾートを楽しみながらも世界遺産を巡ったり
と楽しめました。とても蒸し暑かったです。タクシーの移動も気軽にでき、また日本語を話せる現地の方もいらっしゃたりと、お土産巡りも
楽しかったです。アタ製品を購入しましたが、南の島らしいお土産で満足です。また行きたいです。 （３０代:女性)
・仙台の七夕祭り見に行きました。 （３０代:女性)
【温泉・宿泊】
・ここ二、三年は定山渓にハマリ、年に二回は行っていました。温泉が最高！昼間は札幌でショッピング三昧でした。 （３０代:女性)
・トマムリゾートの雲海テラス （３０代:女性)
・温泉です。両方の親と一緒に行きました。 （４０代:女性)
・富良野でのサンタのヒゲアイスクリーム探しの旅 （５０代:男性:)
【アウトドア・キャンプ】
・果樹園で収穫した農作物を使ってBBQをしたのが良かったです。 （５０代:男性)
・＜朱鞠内湖のキャンプ＞誰もいない静まり返った湖に映る月を見ながら安全地帯のCDを聞いてブランデーを飲みながら焚き火を
したのがとても思い出にのこってます。 （４０代:女性)
・キャンプで土砂降りになり、テントが水浸しで大惨事だった （２０代:女性)
・家族でキャンプ。先日お気に入りのキャンプ場を見つけました！毎年行きたいです。 （３０代:女性)
・海でのキャンプ （４０代:男性:)
・昨年、定山渓自然の村にキャンプに行きました。 キャンプから帰った翌日、その施設の遊歩道にクマの足跡があったとのことで、
とても驚きました。 （３０代:女性)
【遊園地・イベント】
・3年ぐらい前に花火を見に行った。川のそばだったので足元にかにがいた。 花火が始まって大人たちは上を見ていたが、子供たちは
足元のカニを見るために下を向いていた。上を見てくれ～花火を見に来たのに～ 終わってから感想を聞くと花火よりやっぱり、
カニだった。 （５０代:女性)
・アドベンチャーワールドとディズニーランド （３０代:女性)
・旭山動物園で初めて見たほたるに感動した。 （３０代:男性:)
・家族でサーカスを見たことが子供たちも喜んで良かった。 （４０代:女性)
・宮城県まで音楽の夏フェスに行った。夜行列車に乗って行ったのがとても良い思い出になりました。 （３０代:女性)
・初めて子供たちを水族館に連れて行った。魚には全く興味を示さず、ペンギンにだけ反応していた！ （３０代:男性:)
・美術館、日本芸能(歌舞伎など)、海外芸能(シルクドソレイユなど)、道東エリアでは味わう機会の少ない文化・芸術体験。
ゲリラ豪雨、交通麻痺に巻き込まれて、都会なのにまるでサバイバル体験したこと。 （３０代:女性)

【近場で】
・近場のキャンプ （４０代:女性)
・近場の温泉に行きましたが近くの観光スポットでホタルがみられるところに行きました。子供のころを思い出しました。
（６０代:女性)
・近所の海へ家族で水遊びに出かけたことです。2年前には、長男と夫と私の三人で水遊びをし、帰宅後夜に陣痛が始まって
深夜に次男が生まれました。 （３０代:女性)
【地域】
・夏祭りに出かけたり、地元の盆踊りに参加した。 （３０代:女性)
・自治会での集会所お泊まり会。初めて役員になったので初体験だったが、子供たちと一緒にバーベキューをしたり、ゲームを
したり、とても楽しかった。 （３０代:女性)

【帰省】
・毎年夏は実家に帰省しています。夏祭りに毎年言っており北海道の少ない夏を満喫しています。 （３０代:男性:)
・特に記憶にありません、だいたい実家へ帰っているので。 （４０代:男性:)
・実家に帰って両親と姉妹と一緒にドライブが楽しい思い出 （４０代:女性)
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■質問８ 続き

アンケートレポート
夏の行楽レジャー

2013年8月2日～8月31日

354名（男性84名 女性270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

ここ２年～３年で夏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）

【海外】
・最近初めて行った韓国。韓国語の単語をいくつか暗記して使ったら、案外通じて嬉しかった （２０代:女性)
【その他】
・夏は暑いのでお盆のお墓参りくらいでレジャーや行楽は秋にするつもりです。 （６０代:女性)
・特になし。混む時期は遠出をしないので、たいてい近場で遊んで、墓参りするくらいで終わっています。 （３０代:女性）

たくさんのご意見ありがとうございました。
長期間の旅行などを控えて、近場で遊ぶとの意見が多くありました。
２０１３年夏の節電要請は７月初旬から9月末の期間で全国的に行われ、節約・節電ムードが広がっていた時期です。
それらの影響もあり、遠距離・長期間の行楽レジャーは余りおこなわれなかったのかもしれません。
近場で、家族でのんびりする。家族で食事やショッピングをして日帰りで楽しむ。などの行動が夏の行楽レジャーの過ごし
方の様です。

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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