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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148回アンケート 節分
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2013年1月12日～2月12日

395名（男性80名 女性315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
●節分を実施すると答えた方全体の７割いました。
●節分の際に行うことは、「豆まき」と「恵方巻」。全体の６割の方が答えています。
●節分の際に購入するものは、「節分豆まき用の豆」、全体の６割の方が答えています。
●節分の際に購入で利用するお店は、「 量販店・スーパーマーケットでの購入」が全体の約８割でした。
●節分は地域性がはっきり出る歳時。恵方巻は浸透しているが、食べるのが大変という意見が多くありました。

アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年お年玉に関してのアンケートをお願いしました。

①節分をしていますか？
②節分ではどんな事をしますか？
③節分の際に購入する物はなんですか？
④節分の際に購入する物は、どこで購入しますか？

⑤今まで行った節分で、思い出に残っていること

■質問１ 今年、節分をしますか？
（単一選択 n=395）
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節分行事の実施状況を聞きました。
節分を実施すると答えた方全体の７割いま
した。
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■質問２ 節分ではどんな事をしますか？（複数選択 n=395）
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恵方巻きを食べる
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節分そばを食べる
節分こんにゃくを食べる
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節分で行うことをお聞きしました。
１位：豆まき（65％） ２位：恵方巻を食べる（60％） ３位：いわしの塩焼きを食べる（7％）
豆まきと恵方巻は全体の６割の方が実施すると答えています。※今年節分をしない方も回答しています。
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■質問３ 節分の際に購入する物はなんですか？（複数選択 n=395）
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■質問３ 節分の際に購入する物はなんですか？ (自由回答）

・鬼のおめん（３０代:女性）
・近所のパン屋さんで、パンで恵方巻きを作ってくれますので、それも頂きます♪（５０代:男性）
・恵方巻きっていつから北海道でもやることになったっけ？（４０代:男性）
・恵方巻きは私の母が家族全員分を作ってくれます。
（４０代:女性）
・豆といっしょにおかしをまくので、チョコ玉やあめなど（２０代:女性）
・豆まきのときに一緒にまく、チロルチョコなど。（４０代:女性）

節分の際に購入するものをお聞きしました。
１位：豆まき用節分豆（60％） ２位：恵方巻・巻き寿司（47％） ３位：寿司材料（11％）
節分豆まき用の豆が全体の６割で、恵方巻や巻き寿司に関しては、購入する方、ご家庭で作る方がいるようです。
自由回答では、節分豆と一緒にまく、チョコや飴玉などの意見がありました。
恵方巻自体は関西の一部地域の風習で、北海道では最近、食べられるようになったようですね。

■質問４ 節分の際に購入する物は、どこで購入しますか？
（複数選択 n=395）
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節分の際に購入で利用するお店をお聞きしました。。
量販店・スーパーマーケットでの購入が全体の約８割となっています。
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■質問５ 今まで行った節分で、思い出に残っていることがあればお書きください。（自由回答 一部抜粋）

【節分】
・どこの地方だったか福は内鬼は内とやっているところがあって驚いたことがありました。 （３０代:女性)
・愛媛にいた頃（転勤で）子供が近くの神社の豆まきに当選して、台の上から豆まきをさせていただいたこと。良い思い出です。
（４０代:女性)
・以前は玄関先のひいらぎにめざしの頭を刺していたのですが、ある時から節分の翌日にめざしがすべてなくなってしまいました。
家族一致の意見で、当時飼っていた愛犬が食べてしまったのだ…と。 強い塩分が犬の体に悪いので、その時からめざしの頭は
お供えしなくなりました。 （４０代:女性)
・家族だけでなく、犬やぬいぐるみにも鬼のお面をかぶせて豆まきして、皆で記念写真 （３０代:女性)
・関東出身の自分にとって、節分＝落花生の北海道文化にとっても驚きました。 （３０代:女性)
・給食で豆まき用の豆が配られ、教室で豆まきをやったことがあった。 自宅で豆まきをやったことはないので、思い出といったら
給食での豆まきくらい （４０代:女性)
・昨年の節分後、マンション下に烏の大群が豆を食べに来ていて 子供が怖がって泣きました＾＾； （３０代:女性)
・子どもが幼稚園で作ったお面を使うのがお約束です （３０代:女性)
・子供が三歳の時、撒いた豆を年の数だっけを拾うと教えたら、お父さんとお母さんはズルイとおお泣きされた。
（６０代:男性:)
・子供が幼稚園で作った鬼のお面をかぶり金棒を持って鬼を演じていたが、金棒を取られてフルボッコにされたこと。
（５０代:男性:)
・子供の頃はいわしを食べるのが 嫌いで・・・、今でも苦手です。 今の住居はヒイラギを玄関の外に飾る場所も無いんです。
（５０代:女性)
・奈良に住んでいますが、興福寺の鬼追いしきがあります。なかなかのはくりょくです。 （４０代:女性)
【恵方巻・巻き寿司】
・しゃべらずにその年の方角を向いて無言で一本の恵方巻を食べるのが毎年しんどいです。やっぱり、食事は楽しくおしゃべりしながら
ゆっくり食べたいですし （３０代:女性)
・家族て豆まきの後 恵方巻きを食べたのですが 一口で食べるのは無理な大きさだったので 口のなかいっぱいになって 苦笑しました
（４０代:女性)
・巻きずしは嫌いでなるべく食べたくないのだが、４歳の娘に季節の行事を知ってもらうべく、去年それらしきものを食べさせた。
まだ歯でのりをかみ切るのが難しいながらも頑張って食べる姿を見てうれしくなった。今年も買います。 （３０代:女性)
・恵方巻きが少々太すぎ口いっぱいになり飲み込むのに苦しい目にあったことがある。 （６０代:男性:)
・小さい頃は、恵方巻きという習慣がなかったので、豆まきだけして、落花生をたくさん食べた。むきすぎて親指が痛くなったのを
覚えています。 （２０代:女性)
・昼にはパンの恵方巻きも食べる （４０代:女性)
・毎年、恵方巻きは母と作っています。作った恵方巻きを近所に住む祖母に持って行くのは私の役割だったのですが、昨年祖母が
亡くなってしまったので、今年はなんだか寂しい節分になりそうです。 （４０代:女性)
・北海道では恵方巻きは一般的ではなかったがここ１０年、小売販売業の販売戦略の拡大で浸透してきた気がする。15年前岡山に
居住していた時は、恵方巻きは昔からの風習であると見ることができました。北海道はいらないんじゃないですか？ （４０代:女性)
【家族だんらん】
・家族と水入らずで季節の食材をふんだんに取り入れた特別会席を食べたこと （５０代:男性:)
・小さい時、豆まきをするとおじいちゃんがおこずかいをくれたので一生懸命豆を撒いていた。その残った豆は実家の茨城県
西地方では栃木の郷・土料理「しもつかれ（すみつかれ）」にするので、初午の日に食べられるのが楽しみだった。
大根をすりおろしたもの、人参、油揚げ、シャケなど様々な具材の中に大豆があって、好き嫌いは分かれるが私は好きで
冷凍してもらって３月４月も食べていた。 （２０代:女性)
【豆まき】
・子どもが小さい間はピーナッツチョコレートをまいたときがありましたっけ。 （５０代:女性)
・子供のころお菓子、小銭を包んで豆と一緒にまいていたので私たち子供は豆よりお金を拾っていたのが思い出に残って
います。 （４０代:女性)
・私は函館出身なのですが、地域なのかわかりませんが、節分のときに家の中に落花生といっしょにおかしをまきます。
それがふつうだと思っていました。つい最近結婚して北海道に戻ってくるまでは愛媛にいたのですが、そふつうは落花生ではなく
大豆を外にむかってまくことを初めて知りました。（２０代:女性)
・自分が子供のときも、落花生を使って豆まきをしました。豆まきのために、父の帰宅を待っていました。 （４０代:女性)
・掃除をしやすいように落花生で豆まきをしました。年の数だけ食べる時、落花生１つを１歳とするか、中を割ってピーナツ一粒を
１歳とするか考えました。ピーナツが大好きなので、前者を選びました。 （４０代:女性)
・サイコロキャラメルの中にくじが入っていて、それを拾った人にくじに書かれた賞品が当たるという楽しい豆まきを子供の頃
やっていました。 サイコロキャラメルばかりを一生懸命に拾って怒られていました。 （４０代:女性)
・子ども達が２歳になった今年からはイベントとして楽しもうと思っています！まずはお父さんが鬼になって豆まき
（北海道はもちろん落花生）、のスタンダードコースから。 （３０代:女性)
・「おにはそと～」と庭にまめをまいたら、毎年大量のカラスがたかってきて家族でギャーギャー騒いでました。 （３０代:女性)
・落花生をまくのは北海道だけと知ってときは軽くびっくり。 大豆をまいたって、拾って食べられないじゃん。 （５０代:女性)
【その他】
・小僧寿しでアルバイトをしていたとき、一年のうちで一番忙しかったような気がします。朝から太巻きばかり作っていました。
（３０代:男性)
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たくさんのご意見ありがとうございました。
節分には、地域ごとの行い方があり、戸惑ったという意見がありました。北海道では、特徴的なことは、落花生をまくということでしょう
か？
これは、一般的には「落花生は大豆より拾い易く地面に落ちても実が汚れない」という理由からだということです。
お菓子やチョコなどと一緒にまく、小銭を一緒にまくなど、その家々でいろいろに楽しく工夫されているようです。
恵方巻に関しては、自由回答でもあった通り、北海道では今までなかったようですね。興味深かったのは、「大きくて食べづらい」という
ことでしょうか？願掛けなので、風習のある地域では、ナットクして行っているのでしょうが、北海道など、今までそのようなことをしたこ
とが無い地域では「なんで？？」と思うのでしょう。
家族で楽しく、おこなうイベントとして、節分は浸透しているようです。

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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