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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210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

2015年9月21日～10月15日

296名（男性64名 女性232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
●２０１５年敬老の日に贈り物をする（24％） 贈る相手は「父母」「祖父母」
●今まで敬老の日に贈り物をしたことがある（52％）、贈り方は「直接会って（38％）」「宅配便で（16％）」
●敬老の日に贈りたいもの「食品・スイーツ（39％）」「衣料・アクセサリー（17％）」「産直ギフト（17％）」
●敬老の日ギフトの購入先「百貨店（35％）」「スーパーマーケット（25％）」「ネットショップ（19％）」
●１品当たりの購入金額、「５０００円未満（38％）」、「５０００円～１万円未満（25％）」
●プレゼントと一緒にされると嬉しいこと「手紙のメッセ―ジ」（29％）」「集まって食事（17％）」
●顔を合わせてお祝いをすることが、お祝いする側、される側にとってうれしいこと（自由意見より）
■アンケート条件
今回のアンケートはくらしくモニターのみなさんに２０１５年「敬老の日」の実施状況をお聞きしました。
■アンケート項目
①今年の敬老の日に、贈りましたか？受け取りましたか？

②敬老の日の贈り物を、どのような関係の方に贈りましたか？
③今まで敬老の日で、贈りましたか？受け取りましたか？
④どんな方法で贈りましたか？受け取りましたか？
⑤敬老の日の贈り物、贈りたいもの、受け取りたいもの。

⑥敬老の日のギフト、どこで購入したいと思いますか？
⑦敬老の日のギフト、1品当たりの費用はどれくらい？
⑧プレゼントを贈る際にしたいとこと、受け取る際に
されるとうれしい事 （自由回答）
⑨今までの敬老の日で行った事や、してもらった事の思い出

■質問１ 今年の敬老の日に、何か贈り物をしましたか？
または、受け取りましたか？＜複数選択 n=296＞
24%

贈った、贈る予定

66%

贈らない

受け取った、受け取る予定

2%

28%

受け取らない

わからない

5%

敬老の日のギフトについてお聞きしました。 今年の敬老の日に、贈り物の有無をお聞きしています。
●贈った、贈る予定（24％）
●贈らない（66％）
●受け取った、受け取る予定（2％）
●受け取らない（28％） となっています。
今年の敬老の日に、贈り物をすると答えた方は全体の約1/4となっています。

■質問2

どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=296＞
父母

18%

祖父母

11%

叔父、叔母、親せき

2%

知人、友人

2%

その他

1%

お仕事やサークル、学校などでお付き合いのある高齢者

1%

ご近所に住む高齢者、町内に住む高齢者の方

1%

贈らない

71%

敬老の日のギフトをどのような方に贈るかをお聞きしました。
１位：父母（18％）
２位：祖父母（11％） ３位：叔父叔母、親せき（2％） 同３位：知人、友人（2％）
となっています。 贈らないと答えた方は71％でした。
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■質問3 今までの敬老の日に、何か贈ったこと、
または受け取ったことがありますか？＜複数選択 n=296＞
52%

贈ったことがある

30%

贈っていない

受け取ったことがある

2%

23%

受け取ったことは無い

13%

覚えていない・わからない

今までの敬老の日で、ギフトを贈ったこと、受け取ったがあるかをお聞きしました。
●贈ったことがある（52％）
●贈っていない（30％）
●受け取ったことがある（2％）
●受け取ったことがない（23％） となっています。
敬老の日に、贈り物をしたことがあると答えた方は全体の約半数となっています。

■質問4

今までの敬老の日で贈り物を、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=296＞

直接会って渡した・受け取った

38%

宅配便で届けた・受け取った

16%

郵便で送った・受け取った
知人・友人に届けてもらった・受け取った
その他
覚えていない・わからない

9%
1%
1%
13%

贈っていない・受け取っていない

34%

敬老の日でのギフトの渡し方、受け取り方をお聞きしました。
１位：直接会って渡した、受け取った（38％）
２位：宅配便で届けた、受け取った（16％）
３位：郵便で送った、受け取った（9％） となっています。
「直接会って渡した、受け取った」と答えた方が全体の38％で一番多くなりました。
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■質問５ 敬老の日に贈りたいもの、受け取りたいものをお答えください。
＜複数選択 n=296＞
39%

食品・スイーツ等
衣料品やアクセサリー・ジュエリー

17%

産直ギフト品

17%
14%

フラワーギフト

13%

健康器具・マッサージ機
旅行などの招待

8%

商品券やギフト券

8%

お酒

8%
7%

日用品

5%

手作りのもの
家電用品
その他

3%
2%
31%

わからない・贈らない

【その他の意見】
・旅行券やクーポン券などが受け取るとうれしいです。（７０歳以上:男性）
・旅行(地元を離れて嫁いだ私の家に、母と一緒に来てもらう)、ほかの兄妹たちには、その旅行用の衣類や下着の買い物に
一緒に行ってもらって購入してもらうチームプレイを計画中です。（４０代:女性）
・物をあげてもあまり喜ばない 一緒に食事するぐらい（５０代:女性）
・孫を連れて一緒に食事に誘う（５０代:女性）
・子どもの書いた似顔絵（４０代:女性）
・座椅子、散歩用のストック（４０代:男性）
・今年は親子で手びねり陶芸体験の場所に出かけて 手作りの花瓶を子供と共に作りました＾＾ 実家の陶器好きの両親に
送ると凄く喜んでくれました。（４０代:女性）

敬老の日のギフトで贈りたいもの、受け取ると嬉しいものをお聞きしました。
１位：食品・スイーツ（39％）
２位：衣料品、アクセサリー・ジュエリー（17％）
同２位：産直ギフト（17％）
４位：フラワーギフト（14％）
５位：健康器具・マッサージ機（13％） となりました。
食品やスイーツと答えた方は全体の４割近くになりました。

■質問6

敬老の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入したいと思いますか？
＜複数選択 n=296＞
35%

百貨店
25%

スーパーマーケット・食品スーパー
19%

インターネットのショッピングサイト
16%

ショッピングセンター
9%

ホームセンター、家電量販店

9%

食品専門店（スイーツ・フルーツ・インポート・老舗など）
ギフトショップ

7%

生活品専門店（生活雑貨・インテリア・家電など）

7%
6%

ファッション専門店（・衣料・アクセサリー・など）
通販や郵便局などのギフトカタログ

3%

ディスカウントストア

2%

上記以外のお店

2%
29%

わからない・贈らない
その他

4%

敬老の日のギフトを贈るとしたら、どのようなお店で購入するかをお聞きしました。
１位：百貨店（35％）
２位：スーパー、食品スーパー（25％）
３位：ネットショップ（19％）
４位：ショッピングセンター（16％）
５位：ホームセンター・家電量販店（9％） 同５位：食品専門店（9％）
となっています。
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■質問7 敬老の日のギフトを贈るとしたら、1品当たりの費用は
どれくらいのものを贈りますか？＜単一選択 n=296＞
38%
29%

25%
6%
1%

1%

0%

敬老の日のギフトを贈るとしたら、１品当たりの費用はどれくらいかをお聞きしました。
いちばん多かったのは、５０００円未満（38％）、次点は５０００円～１万円未満（25％）となっています。
敬老の日のギフトは１万円未満で贈ると答えた方は全体の63％となっています。

■質問8

敬老の日のプレゼントと一緒に、贈る際にしたいと思うこと、受け取る際
にされるとうれしい事は？＜複数選択 n=296＞
29%

贈りものに手書きのメッセージカードを入れること
贈る当日に集まって食事会やパーティを行うこと

17%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

17%
14%

子供の写真や家族写真など、家族の笑顔を一緒に贈ること
9%

子供の書いた似顔絵など、思い出になる物を入れること
その他

2%

特にない・わからない

38%

敬老の日のプレゼントと一緒に贈る際にしたいこと、受け取る際にされると嬉しい事をお聞きしました。
１位：手書きのメッセージ（29％）
２位：集まって食事会やパーティー（17％）
同2位：ギフトが付いたその日に電話をしたり、顔を合わせる（17％）
4位：写真などを贈る（14％）
となりました。

■質問9

今までの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がありますか？（自由回答）

【一緒に過ごす・お祝いをする】
・敬老の日も相手に何かしてもらってしまう。それも、父母の喜びなのかと思って、遠慮なくごはんをご馳走になったり、
お土産をもらったりしているが、今年は手作りおはぎを持参していったら、とても喜んでいた。 （３０代:女性)
・還暦祝いを家族、知人で祝っていただいたこと （６０代:男性:)
・祖父母と食事会 （４０代:女性)
・祖母がうなぎが好きなので敬老のお祝いによくうなぎを食べに行った。 （５０代:女性)
・孫が生まれて初めての敬老の日、嬉しいです。 （６０代:女性)
・中華料理店で親戚一同そろっての食事会 普段あえない親戚と会話する機会が得られたら （４０代:男性:)
・毎年、祖母の暮らす老人ホームでみんなで集まって、お食事会をしている。 （３０代:女性)
・遊びに行って一緒に食事に行って楽しく過ごしたことです。 （４０代:女性)
【会う・声を聞く】
・遠くに住んでいるため敬老の日ぐらいしか、何の出来ないので、おばあちゃんの声を聞けることが何より嬉しいです。
（４０代:女性)
・時間がないのでなかなか会えないが、実際会って話をするのが一番だと思う。 （４０代:男性:)
・祖父や祖母に、口頭で感謝の気持ちを伝えたこと。 （２０代:女性)
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今までの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がありますか？（自由回答）

【衣料・ファッションを贈る】
・おばあちゃんにスカーフをプレゼントしました （３０代:女性)
・今は亡き祖母に手作りの毛糸の帽子をプレゼントしたら口ではなんだかんだ言っていたのに冬の間ずっと着用していたと
後から知り合いの人に聞いたこと。 （３０代:女性)
・祖父に着るものを送ったことがあるが、喜んでいたがあまりに着るのがももったいなかったようで、あまり着てもらえなかった。
（４０代:女性)
【食品ギフト】
・高齢になった主人の両親にお魚のセットを贈りました。今日一緒に食事予定です。 （５０代:女性)
・毎年いくらのしょうゆ漬けをおくります （５０代:女性)
・洋服を義母にあげたら一回しか着てもらえなかったので、それいらい食べ物にした。 （５０代:女性)
【手紙や写真を送る】
・子供の写真と手形と手紙を一緒に送ります （４０代:女性)
【プレゼントその他】
・母にマッサージクリームを送りました。普段自分では買わないものなのでとても喜んでくれました。 （４０代:女性)
・毎年祖母に好きなお花をあげてました。 （３０代:女性)
・おばあちゃんにペンを贈った （３０代:女性)
・祖母に少し豪華なフラワーアレンジメントを贈った。 （４０代:女性)
・毎年祖母が好きなお花をあけてました。 （３０代:女性)

【似顔絵・手作りを贈る】
・おばあちゃんの似顔絵を描いて送ったことがあります。 （２０代:女性)
・こどもがおじいちゃん、おばあちゃんのために 手作りの工作をプレゼントしたら、とても喜んでもらえたこと。 （３０代:女性)
・自分が幼い頃は祖父母に似顔絵やお手紙を送っていました。 孫も生まれたので今後は何か考えたいなと思いました。 （３０代:女性)
・祖母と同居だったので、子供の頃は手作りのプレゼント、編み物ができるようになってから、ベストやカーデガンをあんであげた。
（４０代:女性)
【旅行】
・伊勢旅行 （５０代:女性)
・温泉に連れて行ったらとても喜び其の時の顔がいまだに目に浮かぶ （６０代:女性)
・家族みんなで行った温泉旅行が思い出に残っています。たくさん写真を撮りました。祖母曰く「冥途の土産がたくさんありすぎて
持ちきれない。」と、笑っていました。 （４０代:女性)
・私たち夫婦と子供夫婦と孫たちを含めた家族全員で、温泉地などに行って、楽しみたいです。 （７０歳以上:男性）
・贈ったことがないので、旅行などに一緒に行きたいです。 （４０代:女性)
・両親に旅行をプレゼントしたら、とても喜んでくれたので私もうれしかったです （４０代:女性)
【その他】
・この日だけでなく、普段からたまに一緒に食事したり、旅行に行ったりしたほうがいいと思っている。 （５０代:女性)
・子供の頃はおてつだいをしたり、肩をたたいてあげたりというようなプレゼントだったのですが、大人になってからは、
好きなお菓子や旅行をプレゼントできるようになりました。 （２０代:女性)
・祖母が入居してた老人ホームで開催してる祭りに行った事 （２０代:女性)
・段々と子供が大きくなって お爺ちゃん御婆ちゃんに手紙と言うのを恥ずかしがる様になりました＾＾； 成長の証と両親は
言ってくれますが親としては嬉しいよりも ちょっと寂しい気持ちが勝っている様な気がします＾＾； （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
今まで敬老の日でギフトを贈ったことがあると答えた方は５割を超える程度でした。贈る相手として多かったのは１位が「父母」、２位が
「祖父母」となっています。ギフトとして贈りたい物では「食品・スイーツ」「衣料・ファッション」となっており、ギフト購入先は「百貨店」が１位
となっています。購入価格帯は１万円以内となっています。
質問９の自由意見では、家族と一緒に過ごす、顔を合わせる、という意見が多く、どんなギフトよりも、顔を合わせてお祝いをすることが、
お祝いする側、される側にとってうれしいことなのだと感じます。
父の日、母の日等のギフトと比べてあまり積極的に利用されていないような気がします。贈る相手として「父母」が１位となっているよう
に、父の日や母の日と目的が重複しているためと考えられます。今後、高齢化が進んでいく上で、より注目される記念日となると思われ
るのですが・・・

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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