長崎県限定インターネットリサーチ「リサチャン」アンケート

2019 GW 10連休について
春の皇位継承に伴い、４月27日から５月６日までが10連休となります。今回は、この連休の過
ごし方や、新しい元号になることへの思いなどについてアンケートを行い、インターネットリサー
チサイト「リサチャン」会員（長崎県内在住の男女）186名より回答を得ました。

約半数は10連休とれると回答、大半は「自宅で過ごす」
今年のGWに、何連休とれそうですか？

今年のゴールデンウイークに、何連休とれ
そうか尋ねたところ、
「10連休」と答えた人
の割合が47.8％と最も多く、「11連休以上」

1日も休めなさそう
2.7％

と答えた人も合わせると、回答者の半数強は

未定
14.0％

11連休以上
5.4％

連休はとれなさそう
4.8％

暦どおりに連休がとれることがわかりました。

2〜3連休
4.3％

一方で、
「連休はとれなさそう」や「１日

10連休
47.8％

4〜6連休
11.8％

も休めなさそう」と答えた人の割合は、合わ

7〜9連休
9.1％

せて7.5％でした。
また、GWの過ごし方については（複数回
答）、「自宅で過ごす」と答えた人の割合が

55.4％と最も多く、次いで「日帰り旅行」
（22.6％）
、
「泊りがけの国内旅行」
（15.1％）となりま
した。一方、「仕事」と答えた人の割合は13.4％、「まだ何も決めていない」と答えた人の割合は
25.3％でした。
今年のGWをどう過ごす予定ですか？（複数回答）
自宅で過ごす

55.4％

日帰り旅行

22.6％

泊りがけの国内旅行

15.1％

仕事

13.4％

帰省
海外旅行
その他
まだ何も決めていない
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10.8％
1.1％
12.4％
25.3％

10連休の予算、財布のひもは固い？
10連休の間に使うと予想する金額を尋ねたところ、
「３万
円未満」と答えた人の割合が34.4％と最も多く、次いで「３

10連休の間にどれくらいお金を使うと
予想しますか？

〜５万円」（24.2％）
、
「５〜10万円」（13.4％）となりました。
また、23.7％の人は「考えていない」と答えました。
10連休の過ごし方別に金額を見てみると、
「自宅で過ご

考えていない
23.7％

す」や「仕事」と答えた人は「３万円未満」が最も多く、
「日

15万円以上
1.5％

帰り旅行」と答えた人は「５万円未満」、「帰省」や「泊り

10〜15万円
2.7％

がけの国内旅行」と答えた人は「５〜10万円」が最も多く

5〜10万円
13.4％

3万円未満
34.4％

3〜5万円
24.2％

なっています。

10連休、嬉しい？嬉しくない？
10連休について、率直な気持ちを尋ねたところ、「とて

10連休は嬉しい？嬉しくない？

も嬉しい」と「嬉しい」と答えた人の割合は合わせて
34.4％であるのに対し、「あまり嬉しくない」と「まった

まったく
嬉しくない
14.0％

とても
嬉しい
9.7％

く嬉しくない」と答えた人の割合は合わせて37.1％となり、
「嬉しくない」人が「嬉しい」人をやや上回る形となりま
した。

嬉しい
24.7％

あまり嬉しくない
23.1％

「とても嬉しい」、「嬉しい」と答えた人からは、その理
由として、「家族とゆっくり過ごす時間ができる」や「リ

どちらともいえない
28.5％

フレッシュできる」などが挙げられました。一方、「あま
り嬉しくない」、「まったく嬉しくない」と答えた人からは、
「休むと減収になる」、「仕事がたまり不効率」、「出費がかさむ」、「家事は休めない」などの理由
が挙げられました。
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嬉しい
子供と接する時間が増える。

連休前、連休明けの仕事量が大変なことになる。

ゆっくり休める。

その分、代替で出勤日が別の日に設定されたため、

好きなこと沢山できる。

ゆっくりしたいときにできない。

家の中の整理、庭の手入れ、我が家の今後の方針・

その分給料が減るため。

計画を妻や子供達と考える事が出来る。

子ども達の世話が大変だから。

まとまった休みでリフレッシュでき、固定給のため

どこに行っても人が多いだろうから。また救急医が

経済的なダメージもないため。

いても子供の急病等も心配。郵便や銀行も不便。

リフレッシュできる。

自宅仕事のため朝からずっと仕事しながら家族のこ

好きな事を自由に計画できて、リフレッシュ出来る

とをするのは大変なため。

から。

10連休で休む企業が多いと経済が回らないから。

帰省先でゆっくりできるし、帰ってきてからも仕事

パートなので出ないと給料にならない。

までに少し時間に余裕をもてるから。

子供達の新学期が始まってようやく慣れた所での休

久しぶりに仕事を忘れて楽しめるから。

みなので、だらけないか心配です。

長い休日にいつもと違うことができそうだから。

家族が家にいるので家事の負担が増える。

10連休あれば家族全員の予定が合う日があると思え

家計に余裕がないから遠出できない。

るので。

休み明けに、溜まった仕事に向き合わなければなら

出かけるにしろ出かけないにしろゆっくり過ごすこ

ないかと思うとあまり嬉しくない。

とができるから。

休日が多いと減収になるから。

ゆっくりできるから。

子供達をどこかに連れて行ったりして、普段よりお

旅行ができるから。

金がかかるから。

余暇の時間が増えるため。

どこに行っても混んでいると思うし、宿泊代も高く、

どちらともいえない
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嬉しくない

お金もかかる。

嬉しいような、嬉しくないような…休みは嬉しいが、

ご飯の準備とか、家事は休めないから。

レジャーに行こうにも多いし、高いし…普段より高

病院も役所も休みになるから。

い支出とセットなので、気持ちは複雑です。

出掛けたいが費用がない為。

水産業なので、市場の休みに魚価が左右される。余

旅行の予定もないし、長すぎる休みより、時々の休

裕があれば良いのですが、出来る限り漁に出て水揚

みが嬉しいです。

げを増やしたいので市場しだいでどちらとも言えな

主人が在宅になるとしつこくうるさいので。

い。

介護福祉施設で働いています。世間が連休でもお年

先立つものがないと連休も嬉しさ半減。

寄りを見ないといけません。介護福祉施設で働く人

休みが長すぎて何をしていいか分からない。

は小さい子供を保育園に預けて働く人もいます。連

子供と過ごせるのはいいけど、どこに行っても人が

休になると、預ける保育園はどうなるの？ 誰のため

多いと思う。分散してとれるようにしてほしい。

の連休か、考えてから決めてほしい！

休めて、いろんな事をしようと思うが、その分お金

サービス業なので稼ぎ時なのですが、休み無く10連

もかかる。

勤は辛い。
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新しい元号になることへの思い
新しい元号になることについては、寂しさと、次の時代への明るい希望を抱きつつ、自身も、
改元を機に気分も新たに何かを始めたいという意向の記述が多くみられました。元号そのものに
ついては、新元号が何になるのか楽しみや期待を感じながらも、業務上は西暦で統一してほしい
との意見が散見されました。また、新元号の発表時期についても、もっと早くしてほしいとの意
見もありました。

新天皇が即位され新しい元号となり、マインドがリ

平成が終わる事の寂しさが今は大きいですが、新元

セットされることで新しいことにチャレンジしよう

号は何になるか少し気になります。

という動きが社会全体に広がれば、経済活動や景気

これからは、30年を１時代として元号も２つくらい

にもプラスとなると思います。

先まで決めておけば、いろいろな書類など準備でき

何がどう変わるのか分からない楽しみ。

るのでは…。

時代の変わり目と同時に、自分も新たな事を始める

元号はあってもよいが、公の書類は西暦で統一して

きっかけにしたい。

ほしい。

新元号の予想もつかないし、なんだかソワソワ楽し

希望あふれる元号になるといいな。

み。気分一新される。

昭和生まれがとても年をとったように感じられるが

なんとなく新しい何かが始まる！というばく然とし

新しい元号になることで気持ちも新鮮さを感じられ

た期待感はあります。

る。

何だかとても年を取るような気もするし、書類とか

時代が変わる一抹の寂しさがある一方、期待もある。

も面倒になりそうで、もう元号はやめた方が良いの

新しい時代、元号が元気な社会、明るい社会につな

ではないかと思います。

がるよう希望しています。

新元号が何となるか興味津々！

同じ世代の天皇陛下が誕生するので新しい皇族のあ

新元号についてはなんとも思わないが、平和な新し

り方を作ってほしい。

い時代になればいいと思う。

元号がある事で大騒ぎや混乱が生じるのであれば、

次の世代が日本の元号について目を向けてくれる

いっそのこと元号を無くして西暦で統一しても良さ

チャンスかなと思います。

そうに思う。

将来に希望が持てるような時代になってほしい。

昭和・平成・新元号と３世代を生きているので年取っ

新たな平和な時代になるといいと思う。

ている感じがする。

平成が終わるのは寂しいけれど、また新しい時代が

時代の一区切りに、これからの自分の生活も見返し、

始まると思うと楽しみです。

身軽に快適に楽しくあるよう願いたい。

慣れ親しんだ平成でなくなるのが少し寂しい気もし

どのような元号になるのか楽しみであると共に、新

ます。最初の頃はまたしっくりこないだろうなとも

しい何かが始まりそうな気持ちになるので、とても

思います。

ワクワクしている。

ながさき経済 2019.4

35

平和な時代が続きますように。

まさか３つの元号の時代を生きることになるとは。

慣れるのに時間がかかる。

期待もあるけれど、今の天皇陛下が退位する事の寂

平成が終わることの寂しさが大きい。

しさもある。

平成になった時の悲壮感切迫感が全くないので前向

平成に変わった時は仕事に追われていたのかあまり

きに捉えられています。

記憶にないので今回は元号が変わる過程をじっくり

平成発表時、歴史的瞬間だと思いながらテレビを見

観察（？）したい。

ていました。平成生まれの子供達が、新元号をどん

出来れば元旦か新年度から変わって欲しかった。

な気持ちで受け止めるのか、感想を聞いてみたいで

新しい元号になる瞬間に自分がいることが、嬉しい

す。

なと思いました。

何も生活は変わらないのにすごくわくわくする！

新たな元号の時代を力強く元気に逞しく生きていき

自分が、３つの時代を生きるとは思わなかった。

たい。

仕事上、面倒くさい。

新元号が何になるのか気になる。

新しい歴史の始まりに立ち会えるのは、喜ばしい事

早く元号を決めてほしい。

です。

振り返れば、平成は自分の人生の黄金期だったのか

西暦だけでも良いかと思う時があります。

なと思う。結婚、出産、子育てとあっという間に過

元号はもう必要ないのではないでしょうか。西暦の

ぎたが、嬉しかったこと、辛かったことも含めて中

方が手続きとかする時に面倒なことが少ないと思い

身の濃い年月だった。平成と同時に子育ても卒業し、

ます。

新元号と共に、自分の人生も新たな時代に入るよう

１月１日にかわるなら構いませんが、中途半端な時

な気がしている。

期なので、迷惑です。

経済・社会面では平成は大きな動きがあったが、と

平成に引続き戦争のない年号にしなければならない。

にかく戦争のない平和な時代だった。新元号の時代

願わくは自然災害もなく安泰な世の中に。

も、先ず絶対に平和が保たれることを願うとともに、

今上天皇への敬意と惜別。

失われた30年を脱却し日本再生が真に進展すること

仕事で不便にならないといい。

を期待している。明るい希望を感じている。

次期天皇にふさわしい元号を期待しています。優し
い、難しい字体ではない元号をお願いしたい。

長崎県内にお住まいの方限定「リサチャン」アンケートモニター募集中！
「リサチャン」は、「長崎」に特化した地域密着型のアンケートサイトです。長崎県内に居住する
18歳以上の方ならどなたでも参加できます。簡単な会員登録をするだけで、アンケートのご案内
のメールが届きます。あなたもリサチャンのアンケートを通じて意見発信しませんか？ ポイント
ＱＲコードで簡単アクセス→
を貯める楽しみも！ 会費等一切無料。いますぐご登録を！
〜 リサチャン https://researchan.jp/ リサチャン アンケート で検索 〜
調 査 方 法：長崎県内に居住する18歳以上男女をモニターとするアンケートサイト「リサチャン」により、県
内在住の男女186名より回答を得ました。
調 査 期 間：2019年３月５日㈫〜３月12日㈫
回答者属性：【性別】男性66名、女性120名 【年齢】10〜20歳代10名、30〜40歳代89名、50〜70歳代87名
【居住地】県南129名、県北34名、県央17名、離島６名

36

ながさき経済 2019.4

