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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第153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

新生活

2013年3月26日～4月30日

398名（男性82名 女316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
●新生活を始める・引っ越しをする方が身の回りにいる、約３割
●新生活や引っ越しの際の贈り物で、贈ったことがある（45％）
●新生活に際して、用意するもの、購入するものは、家電製品（67％）インテリア（55％）
●新生活の際に変更したり加入するサービスには、インターネットプロバイダーの変更（35％）
●新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは、スポーツ（16％）
●季節が変わり、今後見直していきたい と思う支出は、水道光熱費・食費（54％）
●引っ越しは「荷物を減らすこと」、新生活は「ご近所付き合い」「地域の知る事」が大事
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年度 新生活に関してのアンケートをお願いしました。
①身の回りに、新生活・引っ越しされる方はいますか？
⑤新生活で変更したり加入したいと思うサービスは？
②新生活や引越しで、贈物をしたこと、受け取ったことは？
⑥新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは？
③新生活で贈った、受け取ったことがある贈り物は？
⑦普段の生活を見直すとしたら、今後見直したい支出は？
④新生活を始めるとしたら、用意するもの、買う物は？
⑧新生活を始めるとき、心がける事、思い出に残っていること

■質問１ 身の回りに、新生活を始めたり、
引越しをされる方はいらっしゃいますか？
＜複数選択 n=398＞
14%

知人・友人など知り合いにいる

２０１３年の新生活に関してお聞きしました。
身の回りに新生活を始める方や引っ越しをさ
れる方に関しては、
友人、知り合いを含めて約３割の方がいるよ
うです。
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■質問２ 新生活や引っ越しで、贈り物をした
り、受け取ったことがありますか？
＜複数選択 n=398＞

45%

贈ったことがある

24%

贈ったことがない

26%

受け取ったことがない

わからない

15%

覚えていない
0%
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全体の４割以上の方が、新生活や引っ越しに
関して贈り物をしたことがあると答えていま
す。

30%

受け取ったことがある

新生活や引っ越しの際の贈り物で、
・贈ったことがある（45％）
・受け取ったことがある（30％）
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■質問３ 新生活で贈った、受け取ったことがある贈り物はどのようなものですか？（自由回答）

【家電製品】
・扇風機、ホットプレート （３０代:女性)
・炊飯器 （３０代:女性)
・洗濯機がほしいというので贈った （６０代:女性)
・一人暮らしをを始めるときに、両親から洗濯機と掃除をプレゼントしてもらいました。遠くに引っ越す友人に小さなぬいぐるみを
プレゼントしました。 （４０代:女性)
【食品・ギフト】
・菓子折り （４０代:男性:)
・お菓子 （５０代:女性)
・お菓子を頂きました。春にふさわしいピンク色の風呂敷に、お団子が入っていました。とても美味しかったですし、その風呂敷を
今でも大切に使っております。 （３０代:女性)
【現金・ギフト券】
・お祝い（現金） （４０代:女性)
・お餞別 （４０代:女性)
・商品券 （４０代:男性:)
・自分が新生活始めるときに、お米券をもらいました （３０代:女性)
・親戚からデパートの「商品券」を５万円もらいました。 （７０歳以上:男性)
・贈ったものは商品券。なんでも買えるように。リクエストを聞いても趣味が合わないと意味が無いし。花好きの人にはお花を
贈ったことがある。 貰ったのは、センスのいい置時計。 （５０代:女性)
・引越しで一番必要なのはお金です。家族の場合まずお金をします （６０代:女性)
【家具・インテリア】
・テーブルなどの家具を贈りました。 （３０代:女性)
・新居用に時計を贈りました （４０代:女性)
・時計、防犯用置き犬 （４０代:女性)
・観葉植物、壁掛け時計 （４０代:女性)
・アロマディフューザー （２０代:女性)
・玄関に飾る置物 （３０代:女性)
【生活用品】
・新婚さん夫婦に、変わり調味料セット（かわいらしい小瓶入り）を送りました。３０代:女性)
・新婚生活を迎える知りあいにペアのコーヒーカップを贈りました （５０代:女性)
・新築にお引越しした友人にトイレタリーセットを共通の友人数名でプレゼントしました。 もらったのは結婚して嫁いだとき
でしたので、新婚っぽい真っ白なフリルエプロンをいただきました。 （３０代:女性)
・新築祝いとして食器など （４０代:男性:)
・入浴剤の詰め合わせ。友達から引越の時にラッシュのおしゃれな入浴剤をもらいました。自分ではなかなか買う機会が
ないが試してみたかったので嬉しかったです。 （２０代:女性)
・万年筆などのペンのセット かわいい入れ物にハンカチや裁縫セットなどをパッケージしたもの （４０代:女性)
・友人の転居祝いとして、普段使いの生活雑貨を贈ったことがあります。 また進学・就職祝いに現金をいただいたことが
あります。 （３０代:女性)
・友達におすすめのバスグッズが欲しいといわれたので、わたしが気に入っている入浴剤や洗顔石鹸などを買ってプレゼント
しました。 （１９歳以下女性)
・食器セット （３０代:男性:)
・植木鉢カバー ソーイングボックス お金 （４０代:女性)
・消耗品 （５０代:男性)
【その他】
・弟に、スーツとかばんとコートを一式あげました。といっても、主人の着なくなったものばかりなのですが…。いいものを
購入していたので、捨てるのがもったいなく、弟にあげました。身長が同じくらいなので、ちょうどよかったです。 （２０代:女性)
・新生活を始める土地の情報や地図 必需品 （５０代:女性)
・なくても生活していけそうだけどあったら嬉しいなと思うものを贈るようにし、私自身もそういうものを希望して伝えています。
（４０代:女性)
・別の友人がデザインした商品を、その友人に贈った。 （４０代:男性)

自由意見で多かったのは、「商品券」「現金」「家電製品」などでした。
生活をしていく上で必要な物、贈られた人が自由に使える物を贈る。という意見がありました。
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■質問４ 新生活を始めるとしたら、用意するもの、買う物はどのようなものが
あると思いますか？＜複数選択 n=398＞

67%

冷蔵庫・洗濯機など生活家電用品

55%

インテリア

50%

テレビ・オーディオなど

25%

パソコン・デジカメなどの情報家電

19%

衣料・洋服

8%

携帯電話・スマートフォン
自家用車

4%

眼鏡・時計・アクセサリーなど

4%

ペットの購入

1%

カーテン

1%

4%
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18%
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■質問４ 新生活を始めるとしたら、用意するもの、買う物はどのようなものがあると思いますか？（自由回答）

・アロマグッズなどのくつろぎ系グッズがほしいです。（２０代:女性）
・カーテン（小窓用カフェカーテン）、つっぱり棒、（３０代:
女性）
・カーテン、スクリーン、食器類 （６０代:男性）
・カーテンやラグ・布団カバーを新しくしたい。（３０代:女性）
・カーテンや物干し竿や選択物を干すハンガーなどが、必要だと思います。（７０歳以上:男性）
・キッチン用品（鍋など）
（３０代:女性）
・一人はさびしくなりそうだからペットほしいなぁ。熱帯魚とかで癒されたい。
（１９歳以下：女性）
・実家暮らしなので、実家にある家電をだいたい買い揃えたい （２０代:女性）
・新しいテーブルや椅子は購入したいです。また、部屋を彩ることができる衣類用boxや小さな棚もほしいですね☆
また、新しい土地に慣れるためにも、スポーツウェアを購入して、新生活場所をウオーキング・ジョギングしたいです。（３０代:女性）
・掃除用具・地域のごみ袋
（２０代:女性）
・台所用品（包丁やまな板、鍋等）、洗濯や掃除などに使う洗剤、お風呂場で使う用品など（４０代:女性）
・地域のゴミ袋は必須です。（２０代:女性）
・長年使っている洗濯機が壊れないので、引っ越しを期に買い替えるかもしれません。（４０代:女性）
・電子レンジ（オーブンつき）、炊飯器、アイロン、テーブルこたつ、カラーボックス、ベッドなど（２０代:女性）
・北欧食器、無印良品のインテリア。（３０代:女性）

新生活に際して、用意するもの、購入するもので多かった意見は
１位：家電製品（67％）
２位：インテリア（55％）
３位：テレビ・オーディオ（50％）
４位：パソコン・デジカメなど（25％）
でした。家電製品、家具インテリアが用意するもの、買い替えるものが中心になるようです。
自由回答では、地域のごみ袋や、住む家にあったインテリアなどを買いそろえるという意見がありました。
引越しのタイミングで家電製品を買い替えるという意見もありました。
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■質問５ 新生活をするとして、始めるにあたり変更したり加入したいと思う
サービスは何かありますか？＜複数選択 n=398＞

35%

インターネットプロバイダの変更

12%

家電話の光通信化や電話会社の変更

7%

衛星放送・有料放送（WOWWOW)などへの加入
ケーブルテレビへの加入

5%

スイカ・キタカなどのICカード登録

5%

クレジットカード加入

5%

携帯電話会社の変更

5%
52%

特に無い・わからない
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

新生活の際に変更したり加入するサービスに関してお聞きしました。
１位：インターネットプロバイダーの変更（35％）
２位：電話会社などの変更（12％）
３位：衛星放送・有料放送の加入（7％）でした。

■質問６ 新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは何かありますか？
<複数選択 n=398＞
スポーツを始める

16%

カルチャースクールなどに参加して趣味を広げる

15%
12%

地域や学校、町内会の活動に参加する

9%

ビジネスキャリア・資格取得などの通信教育

7%

ボランティア活動に参加する

6%

英会話などのスクールへの入学

2%

その他

60%

特に無い・わからない
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

■質問６ 新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは何かありますか？（自由回答 一部抜粋）
・アコースティックギター（４０代:男性）
・その土地の事を知りたいので、周辺の地理、地名、歴史を勉強します。（４０代:女性）
・パン屋、カフェ巡り。新居での電気代、灯油代などの平均値チェック。（３０代:女性）
・ひとりでもくもくと趣味に没頭したい（１９歳以下女性）
・やはり運動はしたいところです。気候的にも気持ちがよいので、あまりお金のかからない手法として、ジョギングやウオーキングを
したいです♪（３０代:女性）
・運動不足なので運動を始めたい。ジョギング等（３０代:男性）
・英会話とスカッシュ（６０代:女性）
・絵を描く（４０代:女性）
・近所の散歩（３０代:女性）
・結婚して茨城から、友達が一人も居ない北海道に引っ越してきました。友達を作る為に社会人バレーボールチームに参加し
始めました。先日バレーで出来たお友達とランチに行ってきましたよ～（２０代:女性）
・仕事（４０代:女性）
・忙しくなるので、買い物時間節約のため、トドックを再開しました。（４０代:女性）

新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことはについてお聞きしました。
１位：スポーツを始める（16％）
２位：カルチャースクールなどに参加して趣味を広げる（15％）
３位：地域や学校、町内会の活動に参加する（12％）
※「特にない」が60％でした
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■質問７ 季節が変わり、普段の生活を見直すとしたら、
今後見直していきたいと思う支出はなんですか？
＜複数回答 n=398＞
54%
54%

水道光熱費
食費

30%
29%

交際費・娯楽費（飲み会、デート、贈物、レジャー等）
通信費

20%
20%
13%

衣類費
住居・家財費
教養・娯楽費（趣味や映画演劇鑑賞、習い事等）

5%
5%
2%

医療費
教育費
その他

19%

特に意識していない
0%

20%

40%

60%

季節が変わり、普段の生活の支出を見直すとした場合、
１位：水道光熱費（54％） 食費（54％）
２位：交際費・娯楽費（30％）
３位：通信費（29％） となっています。
■質問８ 新生活や引越など、新しい環境で生活を始めるとき、心がけている事、思い出に残っていること（自由回答 一部抜粋）
【引っ越しの際に気を付ける事】
・引っ越す際に要るものと要らないものを分けほとんどが要るものになったが、そのほとんどが新生活で使われなく、要らないものだった
と次の引っ越しの仕分けの際に反省する。 2回の引っ越しを経て要不要が判明する事がわかった。 （２０代:男性:)
・引っ越しの時は真っ先に照明器具やカーテンは自分で用意するものなのか調べるようになりました。 （３０代:女性)
・以前引越しした時、業者のひとにこんなに荷物の多い家は見たことがないと言われた。 （５０代:男性)
【新生活に関して心掛ける事】
・「ひとり暮らしをとことん楽しむ」という雑誌を見て、モノを買う前に、どのようなテイストのお部屋にしたいかを考えて、
インテリアなどを買うようにしていました。 （３０代:女性)
・家電は中古より新しいもののほうが電気代節約になるし長持ちする （３０代:女性)
・すぐに物を購入してしまうので２日目もその物が必要か考えてから購入するようにしています （３０代:女性)
・布団をかえると気分一新、スッキリします。 （４０代:男性:)
・物を増やさないように心がけています。次に引っ越すときに大変だから （５０代:女性)
【近所付き合い・地域付き合い】
・アパートの住人に対して、必ず、朝の挨拶の励行を行う。やたらに、大きな声や騒音を出さないように気をつけます。 （７０歳以上:男性）
・ご近所づきあいにきをつける （２０代:女性)
・なるべくご近所さんとは挨拶を交わす。 （４０代:男性:)
・なるべく地域の行事には参加しています。 お友達も出来るし楽しいです。 （３０代:女性)
・人の名前を正確に覚えること、愛想良くすること。 （４０代:女性)
・引っ越しの前に、ご近所にリフォーム業者が出入りする旨を伝えました。留守のお宅には、手紙を投函しました。 引っ越し後、
手紙を書いてくれるなんて、とても嬉しい配慮だったといわれて、これからの生活が過ごしやすくなりそうだと私自身も気持ちが
よかったです。 （３０代:女性)
・近所の人に積極的に挨拶するようにしています。 北海道に嫁いできて初めての冬。見よう見まね雪かきしていたら、向かいの
おじさんに「腰いためるよ～」と指摘され、雪かきのやり方を教えてもらってました。 近所付き合いは大切ですね。 （２０代:女性)
・引っ越ししたときは近所の人の様子を知るためと自分のことを知ってもらうために必ず洗剤などを持ってごあいさつ回りをする
ようにしています。 （４０代:女性)
・私も、かつて２度目の引っ越しの経験があり単なる集合住宅と思っていたが、大家をはじめ住民同士の親交の深さに驚かされた。
料理のおすそ分けや食事会に宴会、調味料や工具の貸し借りなど、長屋のような人情味あふれる場所で新たなふれあいと日々の
発見を楽しめる。 （５０代:男性:)

【住む地域を調べる】
・近所の病院を調べておきます。 （４０代:女性)
・金融機関、コンビニ、病院などを最初に知らべます （３０代:女性)
・戸締りをきちんとする。ゴミの分別を知っておく。 （３０代:女性)
・その土地の神社を参る （３０代:女性)
・新しい街に引っ越したときは、必ず散策します。 早く街になれるため、近くにどんな店があるか、 穴場カフェなど探すのが
好きです。 （２０代:女性)
・新しい土地はとにかく散歩することにしていました。そうすることによっていろいろなものが見えてくるからです。 （３０代:女性)
・一人暮らしを始めたときは防犯を気にして、家に入る時玄関チャイムを鳴らしていた。 （３０代:女性)
・新しい環境で生活を始める際には、 病院やスーパーなどの位置確認、駅やバス停の場所の確認を行うこと、でしょうか。
（４０代:女性)
・なるべく早い段階で周辺地域を徒歩で回ってみて、住民や地域の環境を把握してみるのも面白い発見があって楽しいです。
（６０代:男性)
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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153回アンケート
アンケート実施期間

新生活

2013年3月26日～4月30日

モニター総数 398名（男性82名 女316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８ 新生活や引越など、新しい環境で生活を始めるとき、心がけている事、思い出に残っていること 続き（自由回答 一部抜粋）

【その他】
・住む所を探すことや 敷金等どれだけのお金が動いたかわかりません。 引越しは心身共に金銭的にも大変です！ （４０代:女性)
・引越しするたびに荷物の増えすぎを後悔していた。 （５０代:女性)
・環境が変わったことによる精神的緊張、ストレスなどが自分で気付かなくても多少は生じていると思われる。そのため、体調管理に
気をつけて、無理のない生活を送るように心がけている。 （４０代:女性)
・子供が下宿を始める時、お友達などから不用品などを上手にいただきました。 （４０代:女性)
・初めて一人暮らしをした時のことです。すごく寂しくて移動中の電車で心細かったのを今でもはっきり覚えています。 （４０代:女性)
・親の転勤で子供の頃、引っ越しが多かった。 転校がすごく嫌だった。なんとか気持ちを立て直すのでせいいっぱい。 （５０代:女性)
・離れて初めて親のありがたさが身に染みてわかりました。 （２０代:女性)
・離島に赴任したとき、引越し代金がとんでもない価格でびっくりした （３０代:男性:)
・毎年4月の新生活時期になると、家計簿の見直しをします。浪費・消費している割合を家族で話し合い、節約への意識を改めて
持ちなおします。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
新しい生活を始める際に、心掛けている事、思い出に残っている事に関しての自由意見では、
・引っ越しの際の荷物の整理
荷物をあらかじめ減らすこと、新しい生活で必要なものや準備をあらかじめしておくこと
照明器具が既設されているか、備え付けの家具などがあるのかを調べておかないと、新居に行ってから生活がすぐできない。等
・ご近所付き合い・ご近所への挨拶
ご近所付き合いの意見が多くありました。自分がこれから住む場所なので、ご近所との積極的なお付き合いや無用なトラブルを
避けることが重要であるということでした。地域行事や親交を深めることで友達ができ、より楽しい新生活がすごせます。
・地域を知る
地域の地理や環境を知る事、病院の場所やお店などの場所、交通機関の状況などの情報収集をして、暮らしの準備をします。
・新生活のストレスに注意
環境が変わればストレスがたまります。５月病ですね。地域や新しい環境に少しでも早く慣れるために、地域の状況しっかり知って
興味を持てること、自分が積極的に参加できることを見つけて、新しい生活に溶け込めるようにする必要があるようです。
・生活の見直し
引っ越しはお金がかかるものです。新生活を始めるにあたり、家計の見直しや節約を行っていくという意見がありました。

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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