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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150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

ひな祭り

2013年2月10日～3月16日

395名（男性75名 女性320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
●今年、ひな祭りを行うと答えた方は、全体の37％
●お祝いする子どもさんは、同居している家族にいる（32％）家族にいる（別に住んでいる）（12％）
●ひな人形が家にある（54％）
●ひな飾りは「家で飾る」（87％） 祖父母・家族の家でお祝いする（7％）
●ひな祭りの際に行うこと「ひな飾りをする」「ひなまつりケーキを購入」「お祝いお寿司を購入」
●ひな祭りメニューは「ちらし寿司」「ひなあられ」「ケーキ」
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年ひなまつりの実施状況に関してのアンケートを行いました・

①今年 ひな祭りを行いますか？
②ひな祭りをお祝いする子供さんが身の回りにいますか？
③ひな人形をお持ちですか？
④ひな祭りを行う時、ひな飾りはどのように行いますか？

⑤ひな祭りのお祝いをするときに、どんなことを行いますか？
⑥用意する食やメニューはどのようなものがありますか？
⑦今までのひな祭りにちなんで行ったことは？
⑧今までのひな祭りで思い出に残っている事

■質問１ 今年 ひな祭りを行いますか？
＜単一選択 n=395＞

37%

行う予定

今年、ひな祭りを行うと答えた方は、全体の
37％でした。
行わないと答えた方は33％
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以前行っていたが今はしていない
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行う予定はない
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以前はいたが今はいない
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近所や知り合いにいる
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その他

ひな祭りをお祝いする子供さんが身の回り
にいるかどうかでは、
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親類や娘、息子にいる（別居）

同居している家族にいる（32％）
家族にいる（別に住んでいる）（12％）
となっています。
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20%

ひな祭りをお祝いする子供さんが
身の回りにいますか？
＜複数選択 n=395＞

家族の中にいる（同居）

わからない

以前行っていたが、今はしてないと答えた方
は18％でした。

11%

行ったことがない

■質問２

2013年のひなまつりの実施について、アン
ケートをしています。
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■質問３ ひな人形をお持ちですか？
＜単一選択 n=395＞

現在、ひな人形をご家庭でお持ちかどうかお
聞きしました。
家にある（54％）
家にはない（46％）

家に無い
46%

家にある
54%

回答者の約半数がご自宅にひな人形をお持
ちだということがわかりました。

■質問４ 今までひな祭りを行う時、ひな飾りはどのように行いますか？
＜複数選択 n=276＞

84%

家でひな人形を飾る

7%

家族や親類・祖父母の家に行ってお祝い

4%

ひな祭りイベントや地域のひな祭りに参加
知人や家族・親類から借りて利用
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ひな飾りに関しては、
自宅でひな人形を飾る方は84％
家族や親類の家に行ってお祝いする（7％）
イベントや地域のひなまつりに参加（4％）
「知人や家族・親類がから借りる」、「レンタルする」がそれぞれ1％いました。
※「ひなまつりを行わない」と答えた方以外の意見です。
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■質問５ ひな祭りのお祝いをするときに、どんなことを行いますか？
＜複数選択 n=276＞
83%

雛飾りをする

50%

ひな祭りケーキを購入する

33%

お祝用お寿司を購入する

28%

桃の花や菜の花などでお部屋を飾る

21%

記念写真やビデオを撮る

8%

娘や孫、姪、ご近所の子供に贈り物をする
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外食をする
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ひな祭りの際に行うことをお聞きしました。
1位：ひな飾りをする（83％）
2位：ひなまつりケーキを購入（50％）
3位：お祝い用寿司を購入（33％）
※「ひなまつりを行わない」と答えた方以外の意見です。

■質問６ ひな祭りのお祝いを行うとしたら、用意する食やメニューは
どのようなものがありますか？＜複数回答 n=276＞
77%

ちらし寿司

58%

ひなあられ

58%

ひな祭りケーキ

33%

桜餅

32%

ごちそうメニュー

30%

和菓子やケーキ

17%

甘酒

16%

手鞠寿司

14%

桃のジュース・お酒
特に用意しない
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わからない・思い出せない
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・はまぐりのお吸い物を飲む(４０代:女性)
・塩漬けしてる桜のお茶を作ります♪春をよかんさせるよい香りがしますので。(３０代:女性)
・我が家は雛祭りというより、弟の誕生日だったので、そちらがメインでした。 弟もりっぱな中年になったので、もう雛祭りはありません。
古いお雛様もいとこの家にいったし。(５０代:女性)
・菜の花のからしあえを作る(３０代:女性)
・昔は雛あられを食べたが、あまり美味しく思えなかった(２０代:女性)
・孫娘のリクエストが主流ですが、ババサンの立場から飾りのお菓子や甘酒は何時もプレゼントします。前後の日に会って食事
したりプレゼントも・・・。何時か来なくなる日も有るでしょうから・・・(６０代:女性)
・普通のお酒（日本酒、スパークリングワインなど）(５０代:女性)
・娘も中学生になってから、飾り付けと後片付けを手伝いうるようになりましたので助かっています。大人になったのかなと
嬉しく思っています。(６０代:男性)

ひな祭りの際に用意するメニュー・食に関してお聞きしました。
1位：チラシ寿司（83％）
2位：ひなあられ（50％）
3位：ケーキ（33％）
4位：桜餅（28％） ケーキはひなまつりでは桜餅よりも定番になっているメニューのようです。
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■質問７ 今までのひな祭りにちなんで行ったことは？
＜複数回答 n=276＞
自宅や友人・知人の家でパーティー、お祝い

54%

イチゴや桃など春を感じる果物を食べたり、和菓子
やケーキを食べる

43%

幼稚園や児童館のイベントに出かける

14%

祖父母のお家へ出かけて一緒にお祝いする

12%

親と娘のイベントに出かける
ホテルやレストランのひな祭りパーティーに参加す
る

4%
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その他

わからない・思い出せない
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ひな祭りにちなんで行ったことでは
1位：自宅は友人などの家でパーティー（54％）
2位：春を感じる果物を食べたり和菓子やケーキを食べる（43％）
3位：幼稚園や児童館などのイベントに出かける（14％） でした。
■質問８ 今までのひな祭りで思い出に残っている事（自由回答 一部抜粋）
【ひなまつりの思い出】
・３月３日はその客間で家族全員でちらし寿司とケーキを食べることが習慣になっていました。 実家が川の近くなので土手から
菜の花を摘んできて飾っていました。（２０代:女性)
・ひな祭りというと、自分が子供だった頃をいつも思い出します。 友人の家に飾ってあった七段飾りの雛人形を見て、いいな～と
思っていたのを思い出します。我が家は良く甘酒を母が作ってくれました。 （４０代:女性)
・0歳の初めてのお雛様は祖父達と一緒にしたので一番印象に残っている （５０代:男性)
・3/3の夜には祖母が行き遅れになるといけないとお雛様の顔をひっくりかえしたなー （５０代:女性)
・６５歳になりますが、近所の友達のお家の段飾りが羨ましかったです （６０代:女性)
・昨年娘が生まれ、今年初めての雛祭りです。 私も一人っ子でしたので、今まで雛祭りを したことがありません。 ですので、
楽しみです。 （３０代:男性)
・子供の頃、実家でしてもらっていたひな祭りでは、7段くらいの立派な雛飾りの前でちょっとだけお化粧をして、きれいな着物を
着て、写真を撮ってもらっていました。お化粧が大人になった感じがして嬉しかったのを覚えています。 （３０代:女性)
・子供の頃は７段の雛飾りが部屋いっぱいに飾られているのを見てとても嬉しかったのを覚えている。 （５０代:女性)
【パーティー】
・家族で高級な宅配の料理を頼んだ （１９歳以下女性)
・子供のころ家に雛飾りがなくて 友達の家のひな祭りパーティーに行った事。大きな蔵のあるお屋敷で驚いた。 （５０代:女性)

【イベント】
・3月生まれだったので、幼稚園のお誕生会の時に生き雛様の行事で3人官女の役をやらせてもらったことを今でも
覚えてます。可愛い衣装を着せてもらって、ひな壇に座らせてもらって。 （２０代:女性)
・ひな祭りは祝日ではないので、イベントなどをしにくいですね…。 （３０代:女性)
・友達の住んでる地区で、友達と一緒に近所の家に回って歩いて雛人形を見たりお菓子をもらったりした。 （２０代:女性)
【家族と過ごす】
・今年のひな祭りは、息子の子供が楽しみにしているので、私ども、祖父母が、息子宅に行き、孫のひな祭りのお祝いを
してあげたいと思っています。（７０歳以上:男性)
・初節句で盛大に祖父祖母と盛大にお祝いをした （４０代:男性:)
・毎年、娘(4歳、2歳)と着物を着て写真を撮ります。 3／3当日ではないですが、おばあちゃんの家に飾ってあるお雛様を見に
行き一緒に食事をするのが恒例です。 （３０代:女性)
・娘が幼稚園の時、お雛様の歌を最後まで歌えるようになったと、祖父母に聞かせてやりました。祖父母は涙を流して喜びました。
お雛様というと一番に思い出します。その娘も一女の母となりました。 （６０代:女性)
・娘の初節句は、親戚を呼んでとてもにぎやかにすごしました。今年も着物を娘に着せて、晴れやかに過ごしたいです。 （３０代:女性)
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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 今までのひな祭りで思い出に残っている事 続き（自由回答 一部抜粋）

【ひな人形】
・昨年始めてのひなまつりで娘に雛人形を買ったのですが、いざ探そうとすると年明けからでは遅すぎたのか、いいものは
売り切れているものが多くて、皆そんなに早くから準備していたのかとビックリ。 （３０代:男性)
・30段飾りの雛人形を見に行ったこと。 （３０代:女性)
・飾りつけに時間がかかりました （４０代:女性)
・長女が生まれた年に、ひな人形を買いました。 すごく悩んで決めました！ 木目込みで気に入ってます （３０代:女性)
・母親が祖母の時代のひな壇を毎年飾っています。５０年以上前のものです。お雛様もお内裏様も今のものとは大きさが
違ってとても小さく、顔も怖いのですが…、大切に保管しています。 （３０代:女性)
【その他】
・子供が男の子だった為 ひな人形がありません 以前はペアのぬいぐるみを飾ったりしていましたが久しくそれもしていません
春っぽいお菓子を食べる日になっています （４０代:女性)
・結婚する前（婚約したくらいの時）に帰省した際、「お母さんのコレクションを見てほしい」と言われ、オークションで購入した
と思われるひな・人形をいくつか見せられました。そして一言。「このひな人形は、あんた（私）の娘のために買ったのよ（はあと）」
母はもう娘孫のことしか頭になかったようです。トンデモな母でした。まだ実家で大切に保管されています。 （２０代:女性)
・息子が小さいときには男女関係なく。 昔ながらの行事として行ってきたひな祭り。 数日前に息子（９歳）と買い物に
行った時に 「ひなあられ」を買おうか？と言ったら恥ずかしそうに 「男の子だもん。。。(*´ｪ｀*）」 って言われて少し寂し
かったです＾＾； （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
思い出に残っている事で多かった意見で、は7段飾りなどの大きなひな飾りの思い出に関しての意見が多くありました。
昔と違って今は、いろいろな事情から、大きなひな飾りを自宅で見かける機会や、飾ることが少なくなったようですね。
ひな祭りに関しては、女の子がいなくても、男の子でも、小さな子供さんがいるご家庭では、何かしらのお祝いをしているという意見が
多くありました。

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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