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北海道のくらしアンケート

くらしく

第171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

年末年始に関してのアンケート

2013年12月17日～２０１４年1月10日

339名（男性78名 女性261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
●年末年始にどこかに行く予定がある方は全体の50％
●年末年始の旅行・レジャー等の予定は日帰り（19％）、１泊（13％） ２～３泊（10％）
●年末年始の旅行・レジャー等で行く場所は、帰省（実家）39％
●目的地への交通手段は、車（38％）、公共交通機関（18％）
●年末年始にすること、したいと思っている事、初詣（32％）、帰省（30％）、自宅でくつろぐ（26％）
●年末年始期間の旅行・レジャーは家族や親せきと行く（54％）

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年の年末年始の過ごし方、旅行に関してのアンケートをお願いしました。
■質問内容

①年末年始に、どこかに行く予定はありますか？
②日程はどのようにお考えですか？
③行くとしたら、どこに行きますか？
④どのような方法を使って行きますか？

⑤年末年始にしたいと思っている事
⑥年末年始期間に、旅行・レジャーは誰といきますか？
⑦年末年始のイベントで、思い出に残った行事や旅行

■質問１ 今年の年末年始期間に、旅行・レジャー
など、どこかに行く予定はありますか？
＜単一選択 n=339＞
わからない
11%

2013年～２０１４年の
年末年始のご予定に関してお聞きしました。

行く予定があ
る
50%

年末年始にどこかに行く予定があると、
答えた方は全体の50％でした。

行く予定はな
い
39%

■質問２ 日程はどのようにお考えですか？
<複数回答 n=339>
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35%

19%
13%

10%

14%
7%
2%

1%

2%

年末年始の期間、旅行やレジャーに行かれる日程に関してお聞きしました。
１位：日帰り（19％）
２位：１泊（13％）
２～３泊（10％） となっています。
２０１３年～１４年の年末年始は、12/28（土）～１/5（日）となっていて、最大９日間の年末年始の休暇が取れる日程に
なっていました。
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■質問３ 行くとしたら、どこに行きますか？
<複数回答n=339>
帰省する

39%

住んでいる都道府県内

11%

住んでいる都道府県以外

9%

とくに決めていない わからない

11%

その他

4%

行く予定はない

33%

0%
■質問3

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

年末年始期間に、行くとしたらどこに行きますか（その他の回答抜粋）

・トワイライトエクスプレスで北海道旅行。（６０代:男性）
・義実家の両親のもとへ帰ります。 久々にどこにもいかずを過ごしたいと思います。 義両親の好きな油揚げを手作りして
いなり寿司を持参しようと子供と相談しています。（４０代:女性）
・妻の実家のある岩手県の盛岡市です。８０才を超えているので，できる限り毎年行くようにしています。（５０代:男性）
・山形県肘折温泉に泊りがけでゆく予定です。温泉で疲れを取ってくる予定です。（７０歳以上:男性）
・市内のデパートの初売りに行ってみたいです。 ここ数年ずっと仕事だったので。（５０代:女性）
・日帰りでも良いので温泉に行きたい（５０代:女性）
・夫と私それぞれの実家に帰ります。（３０代:女性）
・実家に帰省します。その後旅行に行くかも・・・（４０代:男性）
・初詣と福袋を買いに（４０代:女性）
・初日の出を見に行く（６０代:男性）
・大晦日は夫の実家で兄弟集まって年越しをします。元旦には私の実家へお年始に行きます。毎年恒例行事です。（５０代:女性）
・毎年伊勢神宮にお礼参りに行く（カウントダウンから混み出すのでその前に) （４０代:女性）

年末年始期間に行く場所についてお聞きしました。
１位：帰省（39％）
２位：住んでいる都道府県内（11％）
３位：住んでいる都道府県外（9％）
でした。帰省するという意見が多くありました。自由意見では、帰省する以外には温泉に行く、初詣、初日の出を見に行く等
の意見がありました。

■質問４ 目的地に行くとしたら、どのような方法を使って行きますか？
＜複数選択 n=399>
38%

自家用車
18%

列車やバスなどの公共交通機関
5%

遠出をせずに近場で遊ぶ
旅行会社のパックツアーなど
自転車や徒歩

2%
2%

レンタカーなど

1%

その他

1%

とくに決めていない わからない

5%
26%

行く予定はない
0%

5%

10%

目的への交通手段についてお聞きしました。
１位：自家用車（38％）
２位：公共交通機関（18％）
自家用車での移動が多い意見でした。
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３位：遠出をせず近場で遊ぶ（5％）となっています。
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■質問５ 年末年始にしたいと思っている事は何ですか？
<複数選択 n=399＞
初詣に行く

32%

実家に帰省

30%

自宅にいて、テレビ番組やドラマ

26%

百貨店やショッピングセンターで買物

17%

福袋を買う

11%

親戚や知人への年始の挨拶

10%

温泉やリゾートに行ってくつろぐ

9%

新年会

6%

友人や知人に会い親交を深める

5%

映画・遊園地やアミューズメント施設へ

4%

スキーやスノーボードなどのレジャー

4%

初日の出を見に行く

4%

その他

3%

とくにきめていない 行く予定がない

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

年末年始にすること、したいと思っている事をお聞きしました。
１位：初詣（32％）
２位：実家に帰省（30％）
３位：自宅に居る（26％）
４位：百貨店やショッピングセンターで買物（17％）
５位：福袋を買う（11％） でした。

■質問６ 年末年始期間に、旅行・レジャーな
どは誰といきますか？ <複数選択 n＝399＞
家族や親戚と

54%

1人で

10%

友人や知人と

7%

とくに決めていない わから…
その他

5%
1%

行く予定はない
0%
■質問７

年末年始期間の旅行・レジャーを誰と行くかをお聞
きしました。
半数以上（54％）が家族や親せきと行くと答えて
います。

16%
20%

40%

60%

ここ２年～３年の年末年始のイベントで、思い出に残った行事や旅行（自由回答抜粋）

【海外旅行】
・隔年で海外旅行に行くようにしている。冬期間は，安く行くことができるので，イタリアに家族で行きました。 （５０代:男性:)
【国内旅行・温泉】
・伊東の温泉につかりながら新年を迎えた今年の新年は最高でした （６０代:女性)
・去年の年末に京都へ行きました。年の瀬の祇園や清水寺を見学出来て、良い思い出になりました。 （４０代:女性)
・去年も横浜でのカウントダウンコンサートに参加して、今年も参加出来るので嬉しいです。 （３０代:女性)
・昨年は、群馬県草津温泉で、湯治をしました。 （７０歳以上:男性:)
・函館の朝食ランキング1位のホテルに泊まったこと （４０代:女性)
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ここ２年～３年の年末年始のイベントで、思い出に残った行事や旅行（自由回答抜粋）

【帰省する】
・いつも帰省です。そのついでにミニ観光してます。 （４０代:女性)
・昨年の年末年始は、結婚してはじめての年末年始だったので、初旦那実家の風習。緊張しました。私は関東出身、旦那は
北海道なので、家庭の風習の違い以前に地域の違いに驚くばかり。１番驚いたのは、三が日の初詣の習慣がないこと。
びっくりしましたが、北海道の寒さを考えれば納得。神社に出店がない事にも驚きました。 （２０代:女性)
・子供が産まれてからは年末年始は実家に帰るだけの辛いイベントに。。本当は旅行に行きたいです。 （３０代:女性)
・子供が生まれてからは孫の顔を見せるのもあって夫の実家に帰省します。（３０代:女性)
・実家に親戚が集まるので毎年トランプや花札をする。子供も大人も一緒なので子供が負けると泣いてしまう。だいたいうちの
子供が泣いていた。 （５０代:男性:)
・実家で子供たち、甥っ子たちとビンゴ大会 （３０代:女性)
【アミューズメント施設で年越し】
・スペースワールドのカウントダウンがよかったです （３０代:女性)
・年越しライブに行った （５０代:女性)
【その他】
・とても久しぶりに着物を着ました。結婚式以外で着物を着たのは初めてだったかも？ 色んな人に注目を浴びて気分が
良かったです(笑) （３０代:女性)
・寒中マラソン 1月3日に参加 北見はしろう会のイベントに参加 （５０代:男性:)
【自宅で過ごす】
・ひたすら嵐のでてる特番とか紅白をひたすらみること （４０代:女性)
・自宅ではいつもと同じ。職場に行くとなんとなく飾り付けが正月っぽい。 この仕事を始めてからこんなあものです。 （５０代:女性)
【初詣】
・伊勢神宮の後で初日の出を見てフェリーで帰ったこと （４０代:女性)
・一昨年、近隣の神社に行きました。 三歳に行ったところなのですが子供が大きくなって 一人で急勾配を登ってるのを
下から見て、大きくなってくれたな～ と胸がキュンとなっちゃいました＾＾ 歳とると涙腺緩くて仕方ないですｗ笑 （４０代:女性)
・近所の神社に初もうでに行って、なぜか甘酒とかではなくファンタをごちそうになったこと。別に未成年じゃないのになぁ…
（２０代:男性:)
・正月でも長い休みは無いので、一年の始めの行事として家族で行く初詣を大事にしています。 （４０代:女性)
・夫の実家に帰省したら、 猛吹雪の中を１時間も車を走らせた神社に初詣に行かされたこと。 （３０代:女性)
【忘年会・新年会】
・何年か前に忘新年会として家族で麻から晩まで買い物したりボーリングしたり居酒屋へ行ったこと。好評だったが
その1年だけだった。 （５０代:女性)
【初売り・福袋】
・去年、ひさしぶりに買った福袋。開けるまでのワクワクがたまらない。 （４０代:女性)
・初売りの福引で４本中３本が商品券が大当たり 新年早々嬉しい出来事でした （４０代:女性)
・福袋を求め、彷徨い歩く。 （３０代:女性)
・毎年色々なスーパーを手分けして、福袋をゲットしています。 （４０代:女性)
・イオンの初売り。実家がイオンに近いので、子供を預けて買い物！！ しかも、自分の地域よりも大型店舗なので、初売りを
満喫できる！ （３０代:女性)
【お正月の暮らし】
・去年が結婚してから初めての年末年始を過ごして、おせち料理の中身・用意するべきものが分からずに、家庭を持つことの
大変さを実感しました。 （３０代:女性)
・去年の年越しは家族でもちつきをしました。楽しかったです。 （４０代:女性)
・毎年、大晦日は家で年越し蕎麦、元旦は、歩いて五分の私の実家に行くと決まっています。おせち料理は実家で母の作った
ものを食べるので、自分では用意をしません。お決まりの行事ですが、楽しいです。 （５０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
２０１３年～１４年の年末年始は、最大９日間と比較的長い年末年始のお休みが取れる年でした。
旅行やレジャーよりも、帰省をするという意見が多くありました。
また旅行やレジャーにかける期間も日帰り～１泊など、短い期間が多くなっています。年末年始に行うことでは、
「初詣」「帰省」が多く、長期旅行等のイベントより身近な年末年始の過ごし方になっているようです。

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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