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夫婦関係スタンダード

夫婦の愛と信頼とすれ違いのご当地物語

夫と妻の
ケンミンＳＨＯＷ!!
　夫婦の「密着度」「従順度」「攻撃性」について全国平均と比較した地域の特徴を検証。
全体的にやはり南の国は愛もケンカも激情傾向。北海道はおっとり大らかな結果に。首
都圏や大阪・神戸圏はデータ数が多いこともあり平均的な結果となったが、その中での
都府県による違いなども特に見られなかった。あえて言えば大阪はやはり口が達者なケ
ンカが多い。

外出先で手をつなぐ
（全国平均 41.0％）
１＿武蔵野　　　57.3％
２＿東京中央　　52.2％
３＿尼崎・伊丹　52.0％
４＿東京　　　　51.6％
５＿姫路　　　　50.9％

人前でもキスをする
（全国平均 12.2％）
１＿沖縄　　　　23.5％
２＿福山　　　　20.5％
３＿滋賀　　　　19.8％
４＿名古屋東　　19.1％
５＿名古屋北　　19.0％

一緒にお風呂に入る
（全国平均 33.9％）
１＿高松　　　　49.4％
２＿鹿児島　　　48.3％
２＿倉敷　　　　48.3％
４＿名古屋東　　47.2％
５＿郡山　　　　46.8％

一緒のベッドで寝る
（全国平均 46.4％）
１＿沖縄　　　　61.8％
２＿倉敷　　　　58.6％
３＿鹿児島　　　56.3％
４＿岡山　　　　56.1％
５＿松山　　　　55.9％

夫婦の寝室は一緒
（全国平均 78.4％）
１＿鹿児島　　　88.2％
２＿東京西　　　85.9％
３＿沖縄　　　　84.8％
４＿仙台　　　　84.6％
５＿岡山　　　　84.5％

寝室できれば別にしたい
（全国平均 32.5％）
１＿千葉　　　　45.1％
２＿札幌　　　　44.3％
３＿柏　　　　　43.6％
４＿京都東南　　42.5％
５＿神戸東　　　42.1％

家族の中で自分たちは
対等だ（全国平均 37.2％）
１＿武蔵野　　　45.8％
２＿吹田・箕面　45.2％
３＿柏　　　　　44.3％
４＿千葉　　　　44.0％
５＿名古屋南　　43.1％

夫はリーダーシップを
とっている（全国平均 23.8％）
１＿沖縄　　　　32.4％
２＿北九州　　　32.3％
３＿鹿児島　　　32.2％
４＿姫路　　　　30.9％
５＿加古川　　　30.4％

イザというとき夫は頼れる
存在（全国平均 51.7％）
１＿沖縄　　　　63.6％
２＿鹿児島　　　61.6％
３＿東京田園　　61.2％
４＿札幌　　　　59.0％
５＿熊本　　　　58.1％

夫はストレスの原因になる
存在（全国平均 14.4％）
１＿北九州　　　25.8％
２＿京都西南　　22.4％
３＿千葉　　　　21.8％
４＿和歌山　　　20.0％
５＿神戸東　　　19.8％

夫のことを尊敬している
（全国平均 32.7％）
１＿熊本　　　　49.6％
２＿京都中央　　44.9％
３＿倉敷　　　　44.8％
４＿武蔵野　　　44.6％
５＿鹿児島　　　40.2％

人前では夫を立てている
（全国平均 31.1％）
１＿鹿児島　　　44.8％
２＿京都中央　　40.6％
３＿多摩　　　　38.5％
４＿岡山　　　　37.9％
４＿倉敷　　　　37.9％

夫に異性としての愛情を
持っている（全国平均 33.6％）
１＿鹿児島　　　51.7％
２＿熊本　　　　48.7％
３＿沖縄　　　　47.1％
４＿岡山　　　　46.6％
５＿松山　　　　46.5％

夫に対して言葉や行動で愛
情表現をしている

（全国平均 24.8％）
１＿松山　　　　35.7％
２＿熊本　　　　34.8％
３＿栃木　　　　34.2％
４＿鹿児島　　　33.7％
５＿東京中央　　33.1％

この人と結婚してよかった
と思う（全国平均 47.8％）
１＿熊本　　　　64.1％
２＿西宮・芦屋　60.9％
３＿福山　　　　59.1％
４＿姫路　　　　58.2％
５＿松山　　　　58.0％

おっとり大らか同志夫婦
手をつないで外出なんて滅多にない（全国最下位）
し、スキンシップは少なめ。でも夫は頼れる（4
位）し、自分より優れている（６位）と思う。ケ
ンカの頻度も全国で３番目に少なく、おとなしい
ケンカスタイル。気づいたら仲直りをしている

（１位）。

密着度 Y
従順度 ♠♠♠♠
攻撃性 +

札　幌密着度ベスト５

親しき仲にも礼儀あり
30 代が半数近くのせいか、全体的にテンショ
ン低め。離婚を真剣に考えたことも（全国１位）。
将来設計の不安でケンカになることが多く、でも
１日でなんとなく終わっている。お互いにルール
やマナーは守っている（５位）。

密着度 Y
従順度 ♠
攻撃性 +

仙　台

愛はあるけどケンカは日常
密着度は低めで、この１年キスしてない人２割以
上（郡山は密着度高い）。愛はあるけど、信頼度
合いはごく普通。毎日ケンカする人が多く（１位）、
そのきっかけを作るのは圧倒的に妻。「言葉を交
わさない」「部屋から出ない」「モノを投げて壊す」

（全て全国１位）と結構攻撃的。

密着度 Y
従順度 ♠
攻撃性 +++

福　島

言葉にして愛情表現
外出時は普通に手をつなぐ「恋人気分」夫婦。で
も夫がストレス要因の人も多く、ケンカは月１
ペース。お互いの生活態度で言い合いを続ける。
愛情も言葉で表現しようと努力する（３位）。

密着度 YYY
従順度 ♠
攻撃性 ++

栃　木

愛も信頼もほどほど、
でもケンカしたら激しさ No.1
密着度も普通、信頼度合いも普通、ケンカも日本
一しない（1 位）。だが、一度火がつくと収拾不能。
無視する、言い負かす、怒鳴る、物を投げるなど
全て全国 1 位。ケンカの期間は平均 1 日未満でこ
れも全国 1 位。さっぱりしたケンカスタイルだ。

密着度 YY
従順度 ♠♠
攻撃性 +++++

静　岡

尊敬はしてるけど、
ほぼ毎日夫にイラッ
ラブラブ具合は全国平均的。夫に尊敬の念はある
けれど、毎日イラッとしてケンカもよくする。ケ
ンカになると部屋にこもるか、家を出て自分の親
に訴える。が、自分から言葉に出して謝って（１
位）、１日たたずに仲直り。

密着度 Y
従順度 ♠♠♠
攻撃性 ++

京　都

ラブラブ密着度高し
キスや一緒にお風呂（全国 5 位以内）、一緒のベッ
ド（7 位）と密着ラブラブ。人前で立てたりはあ
まりしないけど、異性としての愛情は持っている。
ケンカは妻から怒り出し、言い合いを続けるスタ
イル。1 週間近く続くことも多い。

密着度 YYYY
従順度 ♠♠
攻撃性 ++

名古屋

夫婦は対等、ケンカは家庭放棄型
密着度は全国でも１、２を争う低さ。夫はどちら
かといえばストレスの対象。ケンカはＮＯルール

（全国１位）で、何も言わずに家を出ていったり、
夫の親に告げ口するなど冷戦。自分からは謝らず、
原因は何であれ夫から謝る（２位）。

密着度 Y
従順度 ♠
攻撃性 +++

和歌山

夫に愛されている実感あり、
言葉で愛情表現してる
密着度は平均的だが本音はもっと密着したい、夫
に愛されていると思うし自分も愛情表現している。
ケンカはそんなにしないけど、原因は自分の性格
や子どもしつけのことが多い。口ゲンカが多いが、
ときには実家に戻ってしばらく帰らない。

密着度 YYY
従順度 ♠♠♠
攻撃性 ++

姫　路

夫を困らせて謝らせる
セックスレスは夫婦仲を悪くすると強く思ってい
るが、密着度は全国平均以下。愛情表現がちょっ
と苦手。ケンカはお金や仕事のことで。「家事を
しない」「お金を渡さない」「わざと困らす」など
相手を困らせる傾向が強い。それに困った夫が原
因が何であれ謝る（全国１位）。

密着度 Y
従順度 ♠♠
攻撃性 +++

広　島

言葉や行動で愛情表現しています！
密着度は現状も平均以上だが、本音はもっとラブ
ラブしたい人がとても多い。夫に言葉や行動で愛
情表現している率は全国 1 位。夫婦ゲンカは月１
ペースだが、原因は自分の性格が多いせいかケン
カを減らしたいと思っている。仲直りは夫が直接
謝る傾向。

密着度 YYY
従順度 ♠♠
攻撃性 +

松　山

夫を尊敬してるし愛情表現も濃厚、
子どものことでケンカも
人前での密着は平均以下だが、家の中では密着度
高し。夫を尊敬している率全国 1 位。異性として
愛している（2 位）し、この人と結婚してよかっ
た率ＮＯ . １。だからケンカは少なめで原因は子
どものことで口ゲンカ中心。

密着度 YYYYY
従順度 ♠♠♠♠♠
攻撃性 +

熊　本

開放的にラブラブ、ケンカも日本一
一緒にお風呂率２位、一緒にベッド率３位と情熱的。
夫がリーダーシップをとっていて（３位）、頼りにな
る（２位）。人前で夫を立てる率も全国１位。情熱は
ケンカも呼び、日本一ケンカをよくする（77.6％）
が尾を引かない。舌戦が繰り広げられるが、原因が
何であれ夫は謝らない。

密着度 YYYYY
従順度 ♠♠♠♠♠
攻撃性 ++++

鹿児島

お風呂やベッドは一緒、
もっと外でもラブラブしたい！
外で手をつないだりキスしたりを本当はもっとし
たい（２位）。夫を尊敬しているし愛してる。だ
から「妻が先に怒らない」全国 1 位。ケンカもお
となしめに進行するが、気づいたら妻がプイッと
家を出ている割合も高い（1 位）。

密着度 YYYY
従順度 ♠♠♠
攻撃性 ++

岡　山

キスは週 2 回以上が当然で全国 No.1
キス全国 1 位で週 2 回以上が半数。夫婦別寝室や
セックスレスは夫婦仲を悪くする（1 位）と思う
からラブラブです。夫はリーダーだし頼れる（1
位）。異性として愛してます（3 位）。

密着度 YYYYY
従順度 ♠♠♠♠
攻撃性 +

沖　縄

密着度 Y
従順度 ♠
攻撃性 +

♠夫への信頼度ベスト５

※地域名はリビング新聞のエリア名
に基づく。
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