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くらしく

北海道のくらしアンケート

第223回アンケート

アンケートレポート

ゴールデンウィークの過ごし方

アンケート実施期間 2016年4月2日～5月16日
モニター総数 298名（男性71名 女性227名）
調査方法
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（29％）」、「行くつもり（18％）」、「行かない（23％）」。
●行く時期は、「GW後半5/6～8（20％）」、「前半4/26～5/2（15％）」、「日にち関係なく空いた時間にいく（10％）」。
●GWの行く場所は、「近場（38％）」、「住んでいる都道府県（31％）」、「住んでいる都道府県外へ（17％）」。
●行楽レジャーの日程は、「日帰り（42％）」、「1泊（10％）」、「2～3泊（11％）」。
●行楽・レジャーの目的、「外食（20％）」、「ショッピング（19％）」、「花見・行楽（18％）」。
●行楽へは「自家用車（52％）」で行く、一緒に行く相手は「家族（60％）」。
●GWは近場に行楽や旅行に行く。日帰りや１泊で行ける場所にいく。自宅でのんびり過ごす等の意見があった。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016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。
2016年のゴールデンウィークは、4/29（金）～5/1（月）の3連休、5/3（火）～5/5（木）の3連休と、
5/7（土）・8（日）の週末と、間に２日の平日を挟み最大１０連休となる大型連休となりました。
※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？

■質問１ 今年のゴールデンウィークは、どこ
か行楽やレジャーに行く予定はありますか？
＜単一回答 n=298＞
行かない
23%

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
29%

○行く予定がある：（29％）
○予定がはないが行くつもり：（18％）
○わからない：（30％）
○行かない：（23％）
予定のあるなしはありますが、全体の約半数の方が、
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
18%

わからない
30%

⑥目的地へは、主にどのような方法で行きますか？
⑦行楽やレジャーに行くとしたら、誰といきますか？
⑧今年のゴールデンウィークの予定
⑨GW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２ GWの行楽レジャーは、いつ頃に行く予定ですか？
32%
＜複数選択 n=298＞
22%

20%
15%
6%

10%

7%
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（4/29～5/1）は15％、ゴールデンウィーク後半（5/3～5）が20％でした。
とくに決めていない、32％いらっしゃいました。
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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=298＞
普段の生活圏（近場）

38%

住んでいる都道府県内

31%

住んでいる都道府県外
海外へ

17%
1%

とくに決めていない

20%

行かない

20%

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）（38％）
2位：住んでいる都道府県内（31％）
3位：住んでいる都道府県外（17％）
4位：海外（1％）
となりました。
GWでは全体の７割の方が住んでいる都道府県内に行
く、４割の方が近場で過ごす、と答えています（複数
回答選択）

■質問４ ゴールデンウィークの行楽やレジャーの日程は、どのように過ごされますか？
＜複数選択 n=298＞
42%

22%

決めていない

行かない

11%

10%

日帰り

24%

宿泊（1泊）

宿泊（2～3泊）

1%

1%

宿泊4～5泊）

宿泊(6泊以上）

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（42％）
2位：1泊（10％）
3位：2～3泊（11％） その他：決めていない（24％）
となりました。 全体の半数以上の方が日帰りか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 ゴールデンウィークの行楽・レジャーの目的は何ですか？
＜複数選択 n=298＞
20%

外食・会食

19%

ショッピング

18%

花見・行楽
15%

行楽地や遊園地など

15%

ドライブ・道の駅

14%

温泉や宿泊地でゆっくりくつろぐ

14%

帰省
4%

スポーツ・アウトドア

4%

イベントやコンサート

3%

お墓まいり
海外旅行
その他

1%
2%

とくに決めていない わからない
行かない

22%
21%

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：お花見・行楽（18％）
4位：行楽地や遊園地（15％）
同4位：ドライブや道の駅（15％） 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の印象を受けました。

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2017/3/20 6/2 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第223回アンケート

アンケートレポート

ゴールデンウィークの過ごし方

アンケート実施期間 2016年4月2日～5月16日
モニター総数 298名（男性71名 女性227名）
調査方法
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

■質問６ 目的地に行くとしたら、主にどのような方法を使っていきますか？
＜複数選択 n=298＞
52%

自家用車を使って
17%

列車やバスなどの公共交通機関を使って
11%

自転車や徒歩
旅行会社のパックツアーなどを利用して
レンタカーなどを借りて
その他

3%
2%
2%
17%

とくに決めていない わからない

16%

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（52％）
2位：列車、バスなどの公共交通機関（17％）
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=298＞
60%

家族で
10%

友人や知人と
両親や兄弟と

9%

1人で

8%

親せきと

2%

その他

1%

とくに決めていない
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（60％）
2位：友人・知人（10％）
3位：両親や兄弟と（9％）
4位：1人で（8％）
となりました。
6割の方が、家族で行くと答えています。

13%
16%

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】
・５月１０日から２週間の予定で、アメリカに行きますので、その準備で大わらわです。
（７０歳以上:男性:)
・家族で沖縄旅行します（３０代:女性)
【温泉】
・一泊で温泉に行ってきます。（５０代:男性:)
・温泉に入って日頃の疲れを癒したい。（３０代:男性:)
【帰省】
・毎年ゴールデンウィークは実家に帰省している （５０代:男性:)
・たぶん双方の実家へ遊びに行って過ごすと思います。 （４０代:女性)
・帰省。帰省先で親戚と食事したり外出予定です。（３０代:女性)
・子供たちが帰って来る予定なのですが、日程がまだ未定なので、こちらも未定のまま。
何処かへ行きたいです。 （５０代:女性)
・実家に帰省してフキの山菜取りや富良野へドライブして買い物 （４０代:女性)
・出来れば久しぶりに、北海道へ帰省したいです。（４０代:女性)
・夫の仕事が休めたら、実家へ帰省。毎年、雪がとけたGWと雪が降る前の文化の日辺りに
帰省するのが習慣になっているので （３０代:女性)
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■質問8つづき

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）

【お花見】
・お花見や家族、友人との再会（４０代:女性)
・さくらを見に行く （３０代:女性)
・旅行に行きます。 桜を見てゆっくり温泉につかって癒されたいです。（６０代:女性)
【イベント・スポーツ観戦】
・前半は東京でライブ、後半は近所でB.B.Qですね。（６０代:男性:)
・スターウオーズのファンイベント ホテルのランチバイキング アサヒビールの工場見学 （３０代:女性)
・好きなアーティストのライブで地方遠征する （４０代:女性)
・毎年恒例のフラワーフェスティバルに行きます。（４０代:女性)
【レジャー】
・1日位はドライブがてらショッピングやグルメ目的の少し遠出をしたい。（５０代:女性)
・キャンプに行く予定 （４０代:女性)
・旭山動物園に行きます。旭川市内に住んでいるので、なるべく混まない連休の平日、できれば
天気の良い日を狙っていく予定です。（２０代:女性)
・家族で潮干狩り 友達とバーベキュー 長瀞ライン下り （３０代:女性)
・気候も良いのでドライブを兼ねた行楽を予定しています。 （４０代:男性:)
・今年はどこのテーマーパークに行こうか迷いましたが、子供達が北海道グリーンランドのキャラクター
ショーのチラシに食いついていたので今年はそこに行こうかと考えています。（３０代:女性)
・新幹線見物。 （６０代:女性)
・潮干狩りに行ったり、従兄の家や実家に遊びに行ったりする。 （３０代:女性)
・天気の良い日に、家族で遊園地に行く。 天気があまり良くなく、降水確率が高めであれば、
近場の公園で遊ぶ。 雨が降っていれば、映画館などの屋内レジャーにする。（３０代:男性:)
【近場で】
・ほとんど仕事。あとは、家でのんびりか、近くのショッピングモール。（４０代:女性)
・今年に限らず毎年同じですが、ゴールデンウィークはあえて出かけないようにしています。
（４０代:女性)
・主人が休みをゆっくり取れないので、ショッピングや外食で少しゆっくり楽しむ。（４０代:女性)
・受験生の息子がいるので家族そろってどこかへというのは無理かな。 近くのお店で外食を
して終わりかな。 （５０代:女性)
・夫が仕事なので、近場の公園でお花見と、子どもとキッズパークのような場所に出かけます。
（２０代:女性)
・夫は毎回ＧＷは仕事なので子供と濃密時間を過ごします。 でも今年から中学生男子なので
もう今年でデートなんてお終いかな～＾＾；（４０代:女性)
【自宅でゆっくり】
・とくにないのでのんびりとしたい （５０代:女性)
・衣替えします （４０代:女性)
・家でゆっくりと家族と過ごして、手料理を楽しむ。（３０代:女性)
・家の大掃除 （３０代:女性)
・家庭菜園で家族で野菜畑スタート （５０代:女性)
・ガーデニングや家庭菜園といった庭作業をします。あとは、岩盤浴や日帰り温泉や外食、
録りためたテレビを観てゆっくりします。（４０代:女性)
【休まない】
・シフト制で仕事なのでレジャーはＧＷが済んでからです。 月末に温泉に行くつもりです。
（５０代:女性)
・観光業なのでゴールデンウィークは連勤になりそうです…その分、ゴールデンウィークが
おわったらどこかに旅行したいです。 （２０代:女性)
・夫はサービス業なので、そもそもＧＷがありません。今期のＣＭで「2日休めば十連休」と
いうのがありますが、ちょっとイラッときます。 （４０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、遠出はせず近場で過ごす、１泊や日帰りで行ける場所へ行くと
いう意見が多くありました。帰省して家族と過ごす、家族で食事会をするという意見もありました。
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■質問9

最近1年～2年でGW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】
・ゴールデンウィークは桜が咲く時期なので、桜を見に出掛けることが多く春を感じられる。 （５０代:女性)
・一昨年、初めて行ったツツジの花見で、行くのが遅すぎて咲きてってしまってた。（５０代:女性)
・昨年、桜と梅の花を同時に見ることができたこと。（４０代:女性)
・桜の開花見きわめが難しいですよね。函館方面の桜、昨年は早めに行って大正解でした。（６０代:女性)
・車で5時間かけてサクラを見に行きました！松前までいったけど、寒かった～ （２０代:男性)
・地元の動物園の桜が満開できれいだったので携帯カメラで写真とりました。（４０代:女性)
・北海道神宮の桜が綺麗でした。（４０代:女性)

【旅行】
・2年前に家族で旅行に行ったのですが、数日前から風邪を引いてしまい楽しめなかったです。
熱は無かったけど、料理の味が判らなかったという残念な思い出がありました。 （４０代:男性:)
・一昨年、家族で札幌から函館に２泊３日の行程で旅行に行ったが、急きょ虎杖浜で１泊追加。
急な思い付きで宿を探したが、宿泊先の従業員さんたちは皆様暖かく迎えてくれた。（３０代:男性)
・去年は結婚結婚２５周年記念でフランス旅行に行った。（５０代:女性)
・去年名古屋に車で行きました。ひつまぶし、味噌カツ、煮込みうどんなど名物食い倒れ
旅行でたのしかったです。（３０代:女性)
・古都の雅、京都の風情を感じる家族との七日間の旅。和菓子や伝統の技で作られた工芸品など、
艶やか品々に触れ、お茶と和菓子や京名物の食事など味わえた七日間の旅でした。 （５０代:男性:)
・昨年のGWに遠方へ引越をしました。出産を控えお腹が大きい状態で、全く環境の異なる地域への
引越だったので、思い出深いです。（３０代:女性)
・昨年家族で沖縄に行きました。主人の休暇が世間のGW余地早く始まるので早めの日程で行きました。
美ら海水族館はジンベイザメやイルカショーが面白く、家族は大満足でした。（２０代:女性)
【温泉】
・温泉で、日頃の疲れを癒す。子供の誕生日会があるので、友達を読んでパーティーをする。
家族でもパーティー、実家でもパーティー。（３０代:女性)
・温泉に行った際、転んで怪我をした。 （４０代:男性:)
・去年は温泉旅行に行ったり、両親が遊びに県外から来てくれて観光しに行ったりしていました。
（３０代:女性)
【帰省】
・ＧＷはだいたい実家に帰省するので特になし （５０代:男性)
・実家で久しぶりにじいちゃんばあちゃんと過ごせたこと （３０代:女性)
・実家に帰省して、行くところがないので帯広動物園に行ってみたら、ものすごく混んでいました。
駐車場が満杯で順番待ちなんて、札幌以外であるんだと思いました。（３０代:女性)
・孫達と遊園地で遊んで食事をした（６０代:女性)
・連休中は実家への帰省や近場でのドライブをして過ごしています。（４０代:男性)
【レジャー】
・午前３時に出発して 潮干狩りに行き、たくさんのアサリをとってきたこと。 （３０代:女性)
・山菜のわらびを取りに行ってわんさか取れて友人にも分けてあげた。すごく喜ばれた良い思い出です。
（５０代:女性)
・昔住んでた場所へ、昔の友達とキャンプ。子供達がお互い大きくなってて、親子共に楽しめました。
（４０代:女性)
【イベント・スポーツ観戦、遊園地など】
・２年前に東京ドームに平成ジャンプのコンサートに行きました。初めてのドームで席が
１塁側のベンチの上。巨人軍の野球観戦だったらどれだけよかったか。（６０代:男性)
・子供たちとフラワーフェスティバルに行ったことが楽しかったです。（４０代:女性)
・新札幌のキャラクターショーに昨年２日連続で連れて行ったが子供はほとんど記憶に
残っていなかった・・・ （４０代:男性)
・相模湖プレジャーフォレストに行くのに事故渋滞で5時間かかり、着いたのが昼過ぎだった。
（３０代:女性)

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2017/3/20 6/5 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第223回アンケート

アンケートレポート

ゴールデンウィークの過ごし方

アンケート実施期間 2016年4月2日～5月16日
モニター総数 298名（男性71名 女性227名）
調査方法
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
■質問9のつづき

最近1年～2年でGW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）

【近場で過ごす、遠出をしない】
・観光地は混んでいるので、家族と外出しても食事する程度で実家でゆっくりする （５０代:男性:)
・家族との外食 （４０代:女性)
・外食やお出かけなど家族で過ごしています （４０代:女性)
・昨年、引っ越しして初めてできたママ友達のお宅に御呼ばれして お庭でバーベキューをしました。
地元のお魚を戴いたり 地元の地酒を戴いたりと楽しい時間のプレゼントを貰いました）４０代:女性)
・市内で開催されたＢ級グルメフェアに行ったり、同じく市内神社のぼたんの花まつりに行って
写真を撮って楽しみました。すべて交通渋滞に巻き込まれないスポットです。（４０代:女性)
・中島公園の園芸市にいく （４０代:男性:)
【ショッピング】
・御殿場アウトレットと沼津で海鮮を味わうドライブ （５０代:女性)
・百貨店に行きました。（２０代:女性)
【休まない】
・なし。毎年、同じような感じで終わります。 （４０代:女性)
・去年は娘が高校三年だったので、もともとＧＷに縁の無い家がさらに輪をかけて無縁になる
という事態になりました、ハイ・・・。 （４０代:女性)
・今年みたく仕事があったほうが、小さな買い物でも思い出に残るかも･･ （５０代:男性:)
・農繁期につきなし （３０代:女性)
・毎年テスト週間 （４０代:女性)
・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)
【その他】
・ゴールディンウイークは何処へ行っても人がすごいので何を見るのも時間がかかり
大変だったことです。 （６０代:女性)
・近所の漁港へ行くのにもめちゃ混んで大変だったので、今年は動きたくないけど、長期連休に
なるからどこかへ行かねばならない。憂鬱です。（４０代:女性)
・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)

【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)

沢山の意見、ありがとうございました。
２０１６年のゴールデンウィークは、平日２日を挟み最大１０連休となる大型連休となりました。
ゴールデンウィークで行楽やレジャーへ行く予定のある方は全体の約半数でした。
行く場所に関しては、普段の生活圏（38％）、住んでいる都道府県内（31％）と、複数回答ですが、半数以上の方が
近場に行くと答えています。
GWの行楽レジャーの日程に関しても、日帰り（42％、１泊（10％）と半数以上の方が１泊以内と答えています。
スケジュールとしては比較多かったのが5/6～8の三連休を使って行楽やレジャーに行くという意見です。
GWの行楽レジャーの目的は、外食・会食（20％）、ショッピング（19％）、花見・行楽（18％）となっています。
自由意見では、GWは混んでいるのであまり遠出はしない、近場で過ごす等の意見や、自宅でのんびりする、家で趣味
（菜園など）をするなどの意見がありました。

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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