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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第136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

敬老の日

2012年9月3日～10月1日

397名（男性73名 女性324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
●敬老の日ギフトを贈る予定がある人は全体の20％
●今までの敬老の日でギフトを贈ったことがある人は42％
●敬老の日ギフトは「直接会って渡す・受け取る」34％
●敬老の日ギフトは「産直ギフト」「衣料品・アクセサリー」「フラワーギフト」
●購入する場所は「量販店」35％ 「百貨店」30％ 「ネットショップ」24％
●購入金額は 5000円未満
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2012年敬老の日に関してのアンケートをお願いしました。

①今年の敬老の日（９月１７日）に何か贈る、受け取る予定は？

⑤敬老の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？

②今までの敬老の日に何か贈りましたか、または、受け取りましたか？ ⑥費用はどれくらいのものを贈りますか？
③どのような方法で渡しましたか、または受け取りましたか？

⑦敬老の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること

④敬老の日に贈物するとしたら、どんな物を贈りたい・受け取りたい？

■質問１ 今年の敬老の日（９月１７日）に何か贈る、
受け取る予定はありますか？
＜複数選択 n=397＞

くらしくモニターさんに、今年の敬老の日、ギフ
トを送る予定、受け取る予定があるかをお聞き
しました。

20%

贈る予定がある

＜贈る予定があるかどうか＞
贈る予定があると答えた方は全体の2割。
贈る予定があると答えた方は、約6割でした。

59%

贈る予定は特にない

<受け取る予定があるかどうか＞
お答えいただいたモニターさんの多くは30～
40代の方が中心です。ですので、受け取る側
の立場での回答はごく少数になりました。

1%

受け取る予定がある

34%

受け取る予定は特にない

受け取る予定は特にないと答えた方は、お孫さ
んがいる、または年齢的に敬老の日に当ては
まる方のお答えです。

13%

わからない
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

■質問２ 今までの敬老の日に何か贈りましたか、
または、受け取りましたか？
＜複数選択 n=397＞

贈った

今までの敬老の日に、何か贈ったことがある、
または受け取ったことがあるかどうかお聞きし
ました。
贈ったことがある（42％）
贈ったことが無い（44％）

42%

贈っていない

44%

受け取ったことがある（1％）
受け取ったことが無い（27％）
覚えていない、わからない（9％）

受け取った

1%

受け取っていない
覚えていない・わからな
い

9%
0%
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でした。
回答者の4割の方が敬老の日にギフトを贈った
ことがあると答えています。
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質問３ 敬老の日ギフトは、どのような方法で渡し
ましたか、または受け取りましたか？
＜複数選択 n=397＞
直接会って渡した・受け取った

34%

宅配便で届けた・受け取った

敬老の日のギフトの贈り方に関して
1位 直接会って渡す・受け取る（34％）
2位 宅配便（14％）
3位 郵便（8％）
でした。

14%

郵便で贈った・受け取った

8%

知人・友人に届けてもらった・受け取った

1%

贈っていない・受け取っていない

46%

その他

1%

覚えていない・わからない

7%
0%
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■質問４ 敬老の日のギフトを贈るとしたら、どんな物を贈りたいですか？
また、受け取るとしたら、どのようなものがほしいですか？
＜複数選択 n=397＞
産直ギフト

衣料品やアクセサリー

29%

22%

フラワーギフト

18%

商品券やギフト券

13%
12%
12%
11%

健康器具
旅行などの招待
日用品
手作りのもの

9%

家電用品

6%

防災・日常生活の安全グッズ

3%

お菓子
携帯電話・スマートフォンなどの通…

1%
1%

わからない・贈らない・受け取らない

30%

その他

6%
0%
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■質問4 敬老の日に贈りたいもの・受け取りたいもの（自由回答 一部抜粋）
・お菓子などおいしいもの（５０代:女性）
・お財布（祖母のお財布が相当くたびれていたので）（３０代:女性）
・ケーキと商品券です。（３０代:女性）
・こども(孫)からのメッセージ。ケーキ。（３０代:女性）
・ひ孫のビデオや写真を一緒に送ります。（３０代:女性）
・温泉旅行や日帰り温泉入浴（３０代:女性）
・手作りのたけのこご飯を重箱に入れて渡したら、とても喜ばれました（３０代:女性）
・氷川きよしが好きなので、彼のCDを贈ることもｗ（３０代:女性）

敬老の日に贈り物をするとしたら、贈りたいもの
1位 産直ギフト（29％）
2位 衣料品・アクセサリー（22％）
3位 フラワーギフト（18％）
4位 商品券・ギフト券（13％）
5位 健康器具 旅行などの招待（12％）
自由回答では、子供さんからのメッセージカードやビデオ、対象者の趣向や好みに合ったもの、旅行等がありました。
㈱オミセネット http://omisenet.com/
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■質問５ 敬老の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？＜複数選択 n=397＞
量販店（スーパー、ホームセンター、家電など）

35%

百貨店

30%

インターネットのショッピングサイト

24%

専門店

22%

通販や郵便局などのギフトカタログ

7%

それら以外のお店

4%

形のないもの、購入しない

1%

手作りを贈った

5%

わからない・贈る予定がない
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敬老の日ギフトの購入先は
1位 量販店（35％）
2位 百貨店（30％）
3位 インターネットショッピングサイト（24％）
4位 専門店（ギフトショップや量販店には入らない店舗 花屋さんなど）（22％）
5位 ギフトカタログ（7％）
となっています。

■質問６ 敬老の日のギフトを贈るとしたら、費用はどれくらいのものを贈りますか？
＜単一選択 n=397＞
50%
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46%

26%

19%
5%
1%

0%

0%

0%

2%

敬老の日のギフトにかける費用では、
1位 5000円未満（46％）
2位 5000～1万円未満（19％）
3位 1万円～2万円未満（5％）
となっており、回答いただいた半数近くの方が5000円未満と答えています。
残りの約2割の方が1万円～2万円未満小谷います。
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アンケート実施期間

敬老の日
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モニター総数 397名（男性73名 女性324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 敬老の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答 一部抜粋）

・おばあちゃんは電話がかけにくくなったと言っていたので、子供や孫の電話番号を大きく貼って、見やすく作りました。 （３０代:女性)

・お祝いに、みんなでうなぎを食べに行った （４０代:男性:)
・お出かけして、居酒屋で食事をして盛り上がりました。 （６０代:男性:)
・なかなか会えないので、交流できる機会で大事にしています。 （３０代:女性)
・一昨年、家族みんなで温泉一泊旅行に招待しました。 みんなで大部屋に泊まりお酒を飲んだりご馳走を食べたりとっても喜ばれました （３０代:女性)
・学校での行事でしたが、和紙で手作りのはがきを作り、それを使って、手紙を送りました。 （２０代:女性)
・去年は祖母を招いてみんなでお祝いしました。とっても喜んでくれたので今年もそうしようと思ってます （３０代:女性)
・現役時代に、お世話になった先輩には、毎年、食事に招いたり、旅行に誘ったりして、懐かしい話で盛り上がっております。 （７０歳以上:男性）
・今では敬老の日が変更されてしまったが結婚式の日と同じ日だったので家族で食事に出かけるのが恒例だった。 （５０代:女性)
・今は祖父母が亡くなってプレゼントを贈る人がいないが、生前プレゼントを渡した時の祖父母の笑顔が忘れられない。 （５０代:女性)
・今年の敬老の日は昨年「じいじとばあば」になった私と夫の両親へ、感謝を込めて子供の写真で作ったメッセージカードを作りました。
何より孫が大好きなので、喜んでくれました＾＾ （３０代:女性)
・子供が昨年、両家の両親に似顔絵を書きました。 両家とも健在なので４人分の似顔絵。 最後の私の実家の父の顔はほぼ省略化された顔で
ドラえもん？と言う丸書いてちょんの世界でした（笑） それでも寡黙な父は嬉しそうに電話で大事にするね～と言ってくれてました。 （３０代:女性)
・自分が飲食店で御馳走しようとしていたが、親がお金を出してくれた。 「顔を見ただけで嬉しい」「気持ちだけを戴きます」…涙 （６０代:男性:)
・出来るだけ、家族が集まり、両親を囲んで食事会を開きます。 子供や孫が賑やかにしているのを見ているのが楽しそうですね。 （５０代:男性:)
・祖母にプレゼントのあげると、亡くなった祖父のマフラーをお礼にくれました。今でも愛用しています。 （２０代:男性:)
・孫がいると敬老の日に何かお祝いをしてあげると喜ぶと思いますが、加齢しているが、孫がいない両親に何かをしてあげるのが後ろめたくて、
どうしたらよいか考えたことがありますが、はやり何もしないことにしました。 （３０代:女性)

・毎年、祖母が元気な頃には、敬老の日のプレゼントを贈っていました。 懐かしいです。小学生の息子もそろそろ祖父祖母へ敬老の日のプレゼントを
贈るべきですね～。 （３０代:女性)
・旅行好きの祖母。最近は足を悪くして旅行もご無沙汰。敬老の日に車椅子をレンタルして温泉旅行をプレゼントしました。とても喜んでくれて、
おばあちゃん孝行できました。 （３０代:女性)
・保育園の子どもと一緒に感謝の気持ちを込めて作り物を送りました （２０代:女性)
・父や母に敬老と言うとショックを受けそうなのでお祝いは誕生日だけにしています。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
自由回答の意見の中にある「孫がいない両親に何かしてあげるのが後ろめたくて・・・」の文章を見て、
敬老の日は「子供と祖父母」がいて、お祝いをする行事だということが改めてわかりました。たしかにそうですね・・・
また、「できるだけ家族があつまり、両親を囲んで食事会を開きます」など、家族が集まる機会として利用しているという意見も多くありました。
今回のアンケートではギフトや贈り物に関して意見を聞きましたが、「子供や孫の電話番号を大きく貼って、見やすく作りました。 」や、
「学校の行事で手づくりのハガキを作り手紙を送る」など、メッセージを伝えるとか、コミュニケーションを図ることが重要なのですね。
「顔を見ただけで嬉しい」「祖母を招いてみんなでお祝いしました。とっても喜んでくれたので今年もそうしようと思ってます 」など、
中々普段会うことができなくても、このような行事があることでつながりを持つことが行事の意味だと感じました。

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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