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北海道のくらしアンケート

第126回アンケート

くらしく

アンケートレポート

ゴールデンウィーク

モニター総数
調査方法

アンケート実施期間 2012年4月10日～5月19日
417名（男性78名 女性339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
●ゴールデンウィークの行楽レジャーの予定に関して「行く予定がある」は37％
●２０１２年のゴールデンウィークは、後半の４連休を利用して行楽レジャーに行くが全体の約３割
●ゴールデンウィークの日程は「日帰り」47％ 「一泊」17％
●過ごし方は「食事」「ショッピング」など近場で過ごす意見が多くあった。
●目的地へは「自家用車」で「家族や親せきと行く」

アンケート項目
2012年の春の模様替えに関しての意見を聞きました。
① ゴールデンウィークの予定  
② 行楽レジャーのスケジュール
③行楽レジャーの日程
④ ゴールデンウィークの過ごし方

⑤目的地への交通手段
⑥行楽レジャーは誰と行きますか？
⑦ゴールデンウィークの思い出と印象に残った旅行等

■質問１ 今年のゴールデンウィークはどこかに
行楽やレジャーに行く予定はありますか？
（単一回答 n=417）

行く予定がある
37%

行く予定はない
30%

ゴールデンウィークの行楽レジャーの予定に関
して
「行く予定がある」は37％
「特に予定を立てていない」33％
「行く予定はない」30％
となっています。
回答者の1/3は何かしら行楽レジャーの予定が
あると答えています。

特に予定を立
てていない
33%

■質問２ いつ頃に行く予定ですか？（複数回答 n=417)
GW前（４月２１～２８日）

3%

GW前半（４月２８～３０日）

２０１２年のゴールデンウィークは飛び石連休。
ゴールデンウィーク前半の３連休を利用して行
楽レジャーなどに行かれる方は全体の11％

11%

GW後半（５月３～６日）

28%

GW後（７日～）
GW全体を使って

1%
25%

決めていない わからない

13%

日に関係なく空いた時間に行く

29%

行く予定はない
0%
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ゴールデンウィーク後半の４連休を利用してい
かれる方は、全体の28％となっています。
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■質問３ 行楽やレジャーの日程はどのように
過ごされますか？
（複数回答 n=417)

ゴールデンウィークを利用していく行楽レジャー
などの日程では、
１位：「日帰り」 47％
２位：「１泊」 17％
３位：「２～３泊」 13％
４位：「４泊以上」 3％
となっています。
飛び石連休のため、日帰りや１泊程度の行楽レ
ジャーを予定しているようです。

47%

日帰り

17%

宿泊（１泊）

13%

宿泊（２～３泊）

3%

宿泊(４日以上）

17%

とくに決めていない わからない

21%

行く予定はない
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■質問４ 行楽やレジャーの日程はどのように過ごされますか？（複数回答 n=417）
26%

食事

25%

ショッピング

24%

温泉や宿泊地でゆっくり

23%

行楽地や遊園地などのレジャー

19%

ドライブ

14%

帰省

8%

イベントやコンサートに行く

8%

スポーツ・アウトドア

4%

その他

14%

決めていない わからない

22%

行く予定はない
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●その他の意見（一部抜粋）

・いちご狩り（4月に行こうと思っていたがイチゴがまだ青いとの事だからゴールデンウイークにずらしました。）（３０代:女性）
・ガンダムフロント東京へ行きます（２０代:女性）
・お墓参り（２０代:女性）
・お花見（３０代:女性）
・妻と２人で、ツアーに参加します。２泊３日で、長崎県五島列島の旅に行きます。（７０歳以上:男性）
・山にドライブに行く予定です。自然の空気を吸ってリフレッシュしたり、さくらを見に行ったりするつもりです。（２０代:女性）
・実家への帰省も兼ねて気仙沼にボランテア予定
（５０代:
男性）
・住んでいる近く(車で３０分程)の大きな公園に、お弁当を持って遊びに行きます。（３０代:女性）
・所有の山林と畑の手入れです（５０代:男性）
・小樽で観光。おなかをすかせて、美味しいものを堪能したい。（４０代:女性）
・道の駅スタンプラリー（３０代:女性）
・畑や園芸の買い物と、準備。（３０代:女性）
・北海道に２泊３日の家族旅行へ行きます。（３０代:女性）
・妹の結婚祝いをするため（２０代:女性）

ゴールデンウィークの行楽レジャーの過ごし方に関して多かったのは「食事」「ショッピング」「宿泊地でゆっくりする」「行楽地や宿泊地」
「ドライブ」などでした。 自由回答では、「友人の結婚式に参加」「帰省」などの意見がありました。
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■質問５ 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？
（複数回答 n=417）
60%

自家用車

19%

列車やバスなどの公共交通機関

9%

自転車や徒歩

行楽やレジャーに行く際に利用する交通手段は
１位：「自家用車」60％
２位：「公共交通機関」 19％
３位：「自転車・徒歩」 9％
となりました。
自家用車での移動が全体の６割でした。

4%

旅行会社のパックツアーを利用
レンタカーなどを

2%

その他

2%
7%

決めていない わからない

20%

行く予定はない
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■質問６ 行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきますか？
（複数回答 n=417）
67%

家族や親せきと

18%

友人や知人と

1人で

7%
1%

その他

6%

とくに決めていない わからない

18%

行く予定はない
0%
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行楽やレジャーに行く際に、一緒に行くのは
１位：「家族・親戚等」 67％
２位：「友人・知人」 18％
３位：「一人で」 7％
でした。
家族や親せきなどでの行かれる方が全体の７割
近くとなっています。

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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■質問７ ここ２年～３年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（自由意見一部抜粋）
・３年前家族揃っての最後でした 鳥取の花かいろを見に行きました 子供が自立して、母も昨年なくなり今は主人と２人での生活であの頃が
本当に良かったなと思います （５０代:女性）
・４歳１歳の子供と動物園に行ったのに、動物はほとんど見ず、遊具などで遊んでいた。動物を見に行ったのに… （２０代:女性）
・おととしに初めて五稜郭の桜を見に行きました。あんなにたくさんの桜を見たのは初めてでとても感動しました。 （３０代:女性）
・ゴールデンウィークはどこも混雑していて、目的地に行くのに時間がかかりうんざりなので、時期をずらして平日のすいてるときに旅行や
ドライブを楽しむことが多い。 （３０代:女性）
・ゴールデンウィークはとても混み合っているので 出来れば旅行で行きたくないのでこの２～３年は 近場でショッピングや 帰省したりです。
（５０代:女性）
・どこに出かけても混雑しているのでいやでここ数年は友人宅のホームパーティを楽しんでいます。 （５０代:女性）
・一昨年、大阪から広島の友人宅へ車で行ったが片道１２時間の大渋滞に巻き込まれ、もうGWに遠出はしないと心に決めました
（３０代:女性）
・去年、震災で影響を受けた函館に行ってきました。観光することで少しでも活気が戻ればいいなと思って選びました。 （４０代:女性）
・去年は友人家族と車で温泉に旅行に行きましたが、あまりの渋滞に宿に到着したのが夕方になってしまい何も観光できませんでした。
もう、こりごりなので今年は電車で行くことにしましたも。 （３０代:女性）
・今年のGWは十勝方面に道の駅スタンプラリー＆キャンプに行きました。あいにくの大雨からスタートし、濃霧の狩勝峠、十勝晴れの
ばんえい競馬、雷雨の日高・・・とめまぐるしいお天気を体験しました。 （３０代:女性）
・混雑を避けていつもは地元でのんびりとすごしていますが、家族の者はそのように思っていますが、私は３度の食事の支度に忙しく
過ごしてました。 （４０代:女性）
・子供が生まれてからは、こども向けの大きなイベントに毎年参加しています。川にかかる200匹のこいのぼりを見に行くのも
恒例行事となりました。 （３０代:女性）
・旦那と一緒に北海道の函館にいきました。夜にライトアップされた金森倉庫が大好きでとてもきれいでした。 （２０代:女性）
・定年退職をしてから時間が有り余るほどあるので、ゴールデンウイークの前後に行きます。現役時代は、平日などとても時間が
ありませんでしたが、今は、すいていて、代金も安い平日に参加しています。 （７０歳以上:男性）
・独身の時は毎年友人7名でワンボックスのレンタカーを借りて道内の温泉旅行や、登山旅行をしていました。 今でもいい思い出です。
（３０代:女性）
・福島県の磐梯山や五色沼に遊びにいったこと。自然豊かでのどかな場所だっただけに、エネルギー政策や東電の過ちで取り返しのつ
かない事態になってしまって残念でなりません。 （３０代:女性）
・満室でとれない宿が多い中、 いつもなら選択肢に無いが唯一空いていた民宿に宿泊を決め 大失敗だった事。ネットの客室の写真は
普通だったが、実際とは大違いで 汚かった。 （４０代:女性）
・例年、妻と日帰りで近場に出かける。天気の良い日を選んで日向ぼっこなどで一日を過ごす、特になにかをするとかいうのではなく、
何もしない時間が楽しい。 （６０代:男性）

たくさんのご意見ありがとうございました。
「ゴールデンウィークは込み合っているので近場で済ませる」「平日を利用していく」などの意見がありました。飛び石連休ということもあ
り、ゴールデンウィークに長距離のドライブや旅行に行くことをしないという意見が多くありました。
ゴールデンウィークを利用して家族そろって旅行したり、兄弟そろっての帰省など、家族で過ごす機会として利用されているようです。

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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