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くらしく

北海道のくらしアンケート

第200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の予定

2015年4月22日～5月25日

312名（男性67名 女性245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
●今年のゴールデンウィークに行楽・レジャーに行く予定がある（36％）、行くつもり（17％）、行かない（24％）。
●行く時期は、GW後半5/3～6（33％）、前半4/26～5/2（18％）、全体を使って行く（2％）。
●GWの行く場所は、近場（41％）、住んでいる都道府県（40％）、県外へは（5％）。
●行楽レジャーの日程は、日帰り（43％）、1泊（14％）、2～3泊（11％）。
●行楽・レジャーの目的、1位：外食（20％）2位：ショッピング（19％）3位：温泉、宿泊地へ行く（17％）

。

●行楽へは【自家用車】（54％）で行く、一緒に行く相手は【家族】（59％）。
●GWは行楽や旅行に行っても、地元、日帰りで行ける場所にショッピングや外食に行くなどの意見が多くみられました。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年のゴールデンウィークに関してのアンケートをお願いしました。
2015年のゴールデンウィークは、4/25（土）～29（火）の飛び石連休と、5/2（土）～6（火）の5連休で、
前半の連休と後半の連休と平日合わせて、最大12連休となっていました。（平日を4日間休むとして）
※このアンケートでは、行楽やレジャーの選択肢に、ショッピングや外食なども含まれています。
■質問内容

①今年のゴールデンウィークの行楽やレジャー予定は？
②ゴールデンウィークの行楽レジャーに行く時期は？
③ゴールデンウィークの行楽やレジャー、どこに行きますか？
④行楽やレジャーの日程は？
⑤行楽・レジャーの目的は何ですか？

⑥目的地へは、主にどのような方法を つかいますか？
⑦行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきますか？

■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=312＞
行く予定が
ある
36%

行かない:
24%

今年のゴールデンウィークに、行楽やレジャーに行く
予定があるかどうかお聞きしました。
○行く予定がある：（36％）
○予定がはないが行くつもり：（17％）
○行かない：（24％）
○わからない：（23％）
予定のあるなしはありますが、53％の方がゴールデン
ウィークに行楽レジャーに行くと答えています。

予定はない
が行くつも
り:
17%

わからない:
23%

■質問２ いつ頃に行く予定ですか？＜複数選択 n=312＞
33%
23%

25%

18%
8%
3%

3%

2%

ゴールデンウィークのいつごろに、行楽やレジャーに行くかをお聞きしました。
ゴールデンウィーク前半（4/26～5/2）は18％、ゴールデンウィーク後半（5/3～6）が33％、となりました。
2015年のゴールデンウィークは、前半は土日連休と、飛び石の祝日となっていて連休しづらいため、後半の5連休が多くなっ
たと思われます。
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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=312＞
普段の生活圏（近場）

41%

お住まいの都道府県内

40%

お住まいの都道府県外

5%

海外

1%

とくに決めていない わから…

アンケートレポート

14%

行かない

ゴールデンウィークに行く地域に関してお聞きしまし
た。
1位：近場（普段の生活圏）（41％）
2位：住んでいる都道府県内（40％）
3位：都道府県外（5％）
4位：海外（1％）
となりました。
多くの方が、遠くに行っても都道府県内、近場で過ご
すと答えています。

22%

■質問４ 行楽やレジャーの日程は?＜複数選択 n=312＞
43%

23%

19%
14%

11%
2%

1%
日帰り

宿泊（１泊）

宿泊（2～3泊） 宿泊（4～5泊） 宿泊(6泊以上）

決めていない
わからない

行かない

ゴールデンウィークの行楽やレジャーの日程をお聞きしました。
1位：日帰り（43％）
2位：1泊（14％）
3位：2～3泊（11％） その他：決めていない（19％）
となりました。 全体の半数以上が日帰りか1泊程度の短期間での行楽レジャーを行うようです。

■質問５ 行楽・レジャーの目的は何ですか？＜複数選択

n=312＞
20%

外食

19%

ショッピング
17%

温泉や宿泊地に行ってゆっくりくつろぐ
お花見・行楽

16%

帰省

16%
16%

ドライブ
13%

行楽地や遊園地などのレジャー
8%

イベントやコンサート
スポーツ・アウトドア
その他
とくに決めていない

わからない
行かない

4%
5%
19%
22%

ゴールデンウィークの行楽やレジャーの目的をお聞きしました。
1位：外食（20％）
2位：ショッピング（19％）
3位：温泉、宿泊地へ行く（17％）
4位：お花見・行楽（16％）
同4位：帰省（16％）
同4位：ドライブ（16％） となりました。
1位と2位は外食、ショッピングなど、普段の生活の延長線上にある休日の過ごし方であることが興味深く感じました。
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■質問６ 目的地に行くとしたら、主にどのような方法を
つかいますか？＜複数選択 n=312＞
54%

自家用車を使って
18%

列車やバスなどの公共交通機関を…
11%

自転車や徒歩
旅行会社のパックツアーなどを利用…
レンタカーなどを借りて
その他
とくに決めていない

わからない

3%
1%
2%
11%
20%

行かない

ゴールデンウィークの行楽やレジャーに行く際に利用する交通手段をお聞きしました。
1位：自家用車（54％）
2位：列車、バスなどの公共交通機関（18％）
3位：自転車や徒歩（11％）
4位：旅行会社のツアーなど（3％） となっています。半数以上が自家用車を使って目的地へ移動するようです。

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=312＞
59%

家族で
11%

友人や知人と

9%

両親や兄弟と

5%

1人で
親せき

3%

その他

2%

とくに決めていない わから…
行かない
■質問8

ゴールデンウィークに行楽やレジャーに行く際に、誰
と行くかをお聞きしました。
1位：家族で（59％）
2位：友人・知人（11％）
3位：両親や兄弟と（9％）
4位：1人で（5％）
となりました。
6割ちかくの方が、家族で行くと答えています。

11%
20%

今年のゴールデンウィークの予定を簡単でよいのでお書きください。（自由回答一部抜粋）

【旅行】
・北海道に行く 函館と洞爺 （３０代:女性)
・毎年鎌倉に行ってを生しらす丼を堪能しているので、今年も日帰りで行きたいと思います。
平日休なのでスカイツリーにも行ってみたいです。（２０代:女性)
・未定ですが、知人を訪ねて富良野に行こうと考えてます。 （４０代:女性)
・名古屋に二泊三日で行きます。味噌カツ、手羽先、ひつまふし、モーニング等グルメが楽しみです。
またリニアモーター館や明治村にも行く予定です。 （３０代:女性)
・癒しの街静岡県伊東。伊豆半島にありながら豊富な湯量の温泉と新鮮な海の幸を家族と満喫する予定。 （５０代:男性:)
・露天風呂のついた部屋のある温泉で１泊する予定です。 （３０代:女性)
・幼馴染み一家と両家３世代の大所帯でロッジを借りて、少し早めのキャンプに行きます！ （２０代:女性)
・一つは娘と温泉、 もう一つは娘の家族と温泉。夫と 食事や ドライブ 旅行は３泊４日で九州地方に
行って来たから （６０代:女性)
・今年は、家族で（妻・孫３人・知人）６人で、長野県善光寺に行きます。今年は、御開帳がありますので、
楽しみです。帰りは、白骨温泉に行きます。温泉で疲れを取ってきます。 （７０歳以上:男性:)
【お花見】
・有珠の善光寺の桜を見に行く予定。 一度見てみたいと思って数年が経ってしまい 今年ようやく家族の休みと
桜の開花のタイミンが合いそうなので、とても楽しみしています！ （３０代:女性)
・お花見に行きたいと思ってましたが、桜が散ってしまいそうなので、まだどうするか決めかねてはいます。
（４０代:女性)
・お花見をしたり、美術館に行く （４０代:女性)
・桜が見ごろなので、ドライブをしながらゆっくりとお花見ランチをします。 （５０代:女性)
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今年のゴールデンウィークの予定を簡単でよいのでお書きください。（自由回答一部抜粋）

【帰省】
・遊園地、潮干狩り、スタジオアリスで撮影、実家に帰省 （３０代:女性)
・両親や妹達と会い、その子供たち同士で遊ばせる。 （４０代:女性)
・たぶん自分の実家に帰省すると思います。峠を越えなければいけないので、毎年、雪がとけた今時期に
（３０代:女性)
・帰省して、温泉に出かける （４０代:女性)
・旧実家近くの神社でお祭りがあるので夫婦・子供・孫四人を連れて毎年行っています。賭け馬神事があり
テレビのローカルニュースにも放送されています。孫たちの目当ては、金魚すくい・亀つり・ゲーム等です。
（６０代:男性:)
・帰省して、家族や親戚と会います。 外でジンギスカンをしたり楽しみます。 （２０代:女性)
・実家に帰省して、弟夫婦に会いに行ったり、お祭りに行ったりします。 （４０代:女性)
・実家に帰省して両親、姉、姪、甥とゆっくり過ごそうと思っています。 （３０代:女性)
【墓参り】
・墓参り （５０代:女性他)
【イベント・スポーツ観戦】
・野球観戦 （４０代:男性:)
・１日目に日帰りで帰省し２日目に家族で遊園地に行く予定 （５０代:女性)
・AIKOのコンサート （３０代:女性)
・ゴールデンウィーク直前に動物園に行く予定です（天気にもよります） （４０代:女性)
・近くの遊園地でゆっくり過ごしたいと思います。 （４０代:男性:)
・広島のフラワーフェスティバル （５０代:女性)
・地域のイベントに参加。親戚と食事(旦那の親戚との集まりばかりなので、参加したくない…。
毎回休みが苦痛です…） （３０代:女性)
【近場で】
・友人と少し高いレストランに行く （３０代:女性)
・連休が少ないので、近場で行きたい （４０代:女性)
・ドライブがてら県内の（片道２時間以内）ショッピングモールへお買い物に行く予定です。 （５０代:女性)
・レンタカーを借り長くても3時間程度で行けるところへ、夫と出かける予定です。 （４０代:女性)
・家族でショッピングに行く 母の日のプレゼントを買ってあげた （４０代:男性:)
・近場で買い物をしたり散歩をしたり、食事に出かけたりする （４０代:女性)
・近隣の桜を見に行ったり外食です。 ゆっくりと映画鑑賞するつもりです。 （６０代:女性)
・主人の仕事がカレンダーどおりの休みなので、ゴールデンウイーク期間は、車移動で日帰りできる程度の
場所のイベントに行きます(東京蚤の市・グルメフェスタなど)。 5月下旬に連休を作って北海道に帰省します。
（４０代:女性)
【自宅でゆっくり】
・友人宅でDVDの鑑賞会をします （２０代:女性)
・ガーデニング三昧 （４０代:女性)
・家の庭でバーベキューをする予定です。他は何も決まっていません。 （５０代:女性)
・夫は連続勤務でずっとＧＷは仕事なので 子供と2人でゆっくり家でビデオ借りて観たりします （４０代:女性)
【休まない】
・ゴールデンウィークなどの連休や祝日に関係なくシフト制の仕事をしているため、通常通り仕事をする予定です。
（４０代:女性)
・主人が仕事なのでとくになし。 遅れて連休がとれるので、その時に出かけようかと思います。 （４０代:女性)
・夫が仕事なのでこの時期は出かけられない。また出かけられたとしても混雑しているので、いやになる。
（３０代:女性)
【その他】
・ゴールデンウィーク直前に遠方へ引越すので、連休中は新しい土地の街並みを見てまわることになると思います。
（３０代:女性)
・引越しするので、大掃除 （４０代:女性)
・農繁期につき農作業 （３０代:女性)

ゴールデンウィークの予定をお聞きしました。意見の多くは、日帰りできる場所にドライブやショッピング、食事などをして
過ごす、近場で花見をする等、近場での過ごし方と、帰省して家族で過ごすなどの意見が多くありました。
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1年～3年以内でゴールデンウィーク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）

【花見】
・3年前も秩父の芝桜を見に行ったが、美しかった。花畑の後ろの山々も雄大だった。 （３０代:女性)
・ＧＷはまだ寒さが残っていることもあるので、屋内で楽しめる水族館などに行くことが多いです。でも、
子供たちに函館の桜を見せてあげたいなと思います。 （３０代:女性)
・旭川の神楽岡公園でお花見をしたこと。 （４０代:女性)
・家族で松前に桜を見に行きました。観光は以前から行きたかった場所をしっかりと巡る事ができ、
花の開花が遅かったせいか、どこもすいていました。 （４０代:女性)
・岩船観音にツツジ見に行ったのですが２年前、咲がいまいちだったのが残念でした （５０代:女性)
・弘前の桜をみに行った （３０代:女性)
【旅行】
・去年クロアチア、スロベニアに行きました。綺麗な海や山などの自然に癒されました。海鮮も美味しかったです。
母との旅行でしたがいい思い出がつくれました。 （３０代:女性)
・伊勢神宮お詣り （５０代:女性)
・期間中の京都に行ったことがあります。3年位前ですが、激混みでした。 （５０代:女性)
・去年まで主人とは単身赴任で離れていたので、その時に主人の住む釧路へ子供と来た事。今年から家族で釧路に
住んでいます。 （３０代:女性)
・軍艦島や 萩の街を行ってきてとても感動した （６０代:女性)
・毎年日帰りで向こうの親、自分の親も一緒にどこかに連れて行ってあげます。 ニセコ方面などによく行きます。
じゃらんなどを買って参考にしたりします。 （３０代:女性)
・友達の結婚式。東京へ （３０代:女性)
【温泉】
・昨年のゴールデンウィークに草津温泉に行った。そこで食べた舞茸の天ぷらがとても美味しかった！
（４０代:女性)
・いつもの温泉で質素に過ごします。 （６０代:男性:)
・やはり、温泉旅行です。 （３０代:女性)
【帰省】
・７年くらい前のＧＷに義実家で法事がありました。 高速で当時住んでいた四国から6時間かかる距離。
夫は仕事なので私1人で子供を乗せ移動したのが辛かったです（４０代:女性)
・ゴールデンウィークなどの連休は孫の顔を見せに行くのが恒例です。 （３０代:女性)
・帰省や、前に住んでた所の友達家族と中間地点でキャンプ。 （４０代:女性)
・実家に帰省したときに家庭菜園を少し手伝いました。 （３０代:女性)
・毎年GWは実家へ帰省しています。 （４０代:男性:)

【イベント・スポーツ観戦、遊園地など】
・GWは、藤森神社のお祭りが毎年の恒例です。 （６０代:男性:)
・皆でイチゴ狩りに行ったあとにバーベキューをしました。わいわい賑やかで楽しかったです。
（３０代:女性)
・江ノ島に行って磯遊びをしたり、磯料理を食べて楽しんだこと （４０代:女性)
・今年は旭山動物園と砂川のこどもの国にいきました。 あまりお金もかからず子供も楽しんでいました。
（３０代:女性)
・北海道グリーンランドで 仮面ライダーショーを観て 息子が喜んでいたこと。 （３０代:女性)
・野球観戦 （４０代:男性:)
【近場で過ごす、遠出をしない】
・ゴールデンウィークはあまり遠出しない。 （４０代:男性:)
・ゴールデンウイークはまだ北海道は寒いことが多いので、あまりレジャーに向かない時期です。
なのでゴールデンウイークは働いてずらして平日にやすみます。 （４０代:女性)
・ゴールデンウィーク中は混雑するので できるだけ避けて前後に行くようにしています。 （４０代:女性)
・近場ですが新千歳空港に遊びに行ったことです。乗り物好きの息子が飛行機に大興奮で、もう少し大きく
なって実際に乗せてあげられる日が楽しみになりました。 （２０代:女性)
・知人の竹林でたけのこ堀り、土手でわらび取り。菜園の甘夏を取って、自生しているニラをとる。
何だか０円生活実践ですが、GWならではの値段は安くても美味しい食材採りです。 （５０代:女性)
・毎年、ゴールデンウイークは混んでいるので近隣のさくら観賞です。 （６０代:女性)
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北海道のくらしアンケート

くらしく

第200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

■質問１１つづき

アンケートレポート

ゴールデンウィークの予定

2015年4月22日～5月25日

312名（男性67名 女性245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

今年のクリスマスの予定や、今までのクリスマスで印象に残っている過ごし方（自由回答）

【ショッピング】
・ショッピングモールの中のテナントで、お気に入りを見つけるのが楽しみです。セールになってると
さらにテンションあがります。 （５０代:女性)
・日帰りの旅行によく行きます。美味しいものを食べたり、遠くのショッピングモールに行ったり、
景色を満喫したりです。（５０代:女性)
【休まない】
・ずっと仕事です。 シフト制なので。５月１日に談春の落語会があり、それだけが楽しみです。 （５０代:女性)
・毎年仕事をしています、、、 （３０代:女性)
【その他】
・息子たちが大きくなるとゴールデンウィークも別々ですね。 （５０代:女性)
・北海道は例年まだ寒くて、無理して外出すると、風邪ひく （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
2015年のゴールデンウィークは、前半が土日休みと、平日2日間が続いて単独祝日となっていて休みづらく、後半の5連休
が中心となっていました。そのためか、アンケートは、ゴールデンウィークは近場で過ごす、行楽や旅行に行っても、地元、
日帰りで行ける場所にショッピングや外食に行くなどの意見が多くみられました。
くらしくは、半数以上が北海道のモニターさんです。
そのため、ゴールデンウィークの行楽は花見という意見が多くありました。
また、ゴールデンウィークの時期はまだ肌寒く、地域によってはまだ暖房を使っている地域もあります。
そのため、行楽レジャーは時期をずらして行うという意見もありました。

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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