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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162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

お盆の帰省

2013年8月10日～8月31日

333名（男性75名 女性258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
●今年のお盆、帰省する（40％） 帰省しない（41％）
●２０１３年お盆帰省時期は「８月１０日以降（19％）」「８月１４日以降（15％）」
●お盆帰省の日程は「日帰り（16％）」「１泊２日・２泊３日（9％）」
●帰省に利用する交通手段は「自家用車（44％）」「列車・バス（11％）」
●お盆帰省の目的「お墓参り（39％）」「家でゆっくりくつろぐ（32％）」
●例年お盆に行うこと「お墓参り（52％）」「帰省土産購入（25％）」「家族そろって外食（17％）」
●帰省する際には「家族でゆっくりくつろぐ」ことを重要に考えている。
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年お盆の帰省に関してのアンケートを行いました。
■質問内容
①今年のお盆の帰省はしますか？
⑤お盆帰省の目的や過ごし方は？
②お盆の帰省はいつごろしますか？
⑥例年、お盆に行うこと。
③お盆の帰省は何日間程ですか？
⑦お盆時期の過ごし方やお盆帰省の思い出
④どのような手段で行きますか？（交通手段）

■質問１ 今年のお盆の帰省はしますか？
＜単一選択 n=333＞
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■質問２ お盆に帰省する日程はいつ頃を検討していますか。
＜単一選択 n=333＞
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お盆時期の帰省に関して、帰省する時期をお聞きしました。
２０１３年の帰省に関して、 ８月１０日（土曜）以降に帰省・迎え（19％） ８月１４日以降に帰省・迎え（15％）
が一番多くなっています。帰省しない・迎えないは47％となっています。
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■質問３ お盆の帰省は何日間程ですか。
＜単一選択 n=333＞
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■質問４ どのような手段で行きますか？
＜複数選択 n=333＞
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■質問５ お盆の帰省に行かれる際や、来られる際の目的や
過ごし方＜複数選択n=333＞
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■質問５ お盆の帰省に行かれる際や、来られる際の目的や 過ごし方 （自由回答抜粋）
・７月に子供が生まれたので、実家や親戚にお披露目するのがいちばんの目的です。（３０代:女性）
・近くの公園で、親子でテニスやボブスレーを楽しみます。（４０代:女性）
・仕事（３０代:男性）
・親に元気な顔を見せる（２０代:女性）
・親戚宅に遊びに行く（４０代:女性）
・孫の顔をみせに（３０代:女性）
・庭の草とりや手入れ、親族と近くの運動場で花火をする（３０代:女性）
・毎年、お盆過ぎには、夫婦で海外旅行にゆきます。今年は、８月下旬から１０日間の予定でポルトガルに行ってきます。
お盆は、家でくつろぐことにしています。（７０歳以上:男性）

お盆の帰省の目的や過ごし方についてお聞きしました。
１位：お墓参り（39％）
２位：家でゆっくりとくつろぐ（32％）
３位：親戚・家族と外食・会食（11％）
４位：友人・知人と会う。帰省先で行楽レジャー（10％）
となっています。
お盆帰省の目的はお墓参り、ゆっくりくつろぐことが主な目的だとわかりました。

■質問６ 例年、お盆に行うことはなんですか？
＜複数選択 n=333＞
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回答者全員に、例年お盆に行うことをお聞きしました。
１位：お墓参り（52％）
２位：帰省土産を買って帰る（25％）
３位：家族そろって外食に行く（17％）
４位：お盆お供えセット購入（12％）
５位：花火をする（10％）
質問５と同様に「お墓参り」が全体の５割でした。２番目に多かったのは、「帰省土産購入」、「家族そろっての外食」と
なっています。
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今年のお盆時期の過ごし方や、今までのお盆の過ごし方（自由回答一部抜粋）

【お盆帰省の思い出】
・14日まで仕事だったためバタバタとお土産をかって帰省しました。夜中にご馳走食べて寝てお墓にいって帰ってきた・・・という
ちょっと残念なお盆でした。 （４０代:女性)
・いとこ達がまだ小さいときは泊まりがけで来ていた。 田舎のうちでも楽しんでいってくれて嬉しかった。 （２０代:女性)
・お盆はいつもご馳走を用意して、ワイワイやります(*^^*) （２０代:女性)
・お盆は家族で遠くにあるお墓参りのために親戚などのお中元など手土産やお花、お供えなど買出しが忙しいです。しばらくぶりに
親戚と会ってつきない話に花を咲かせる事が楽しみです。 （６０代:女性)
・カブトムシを取りに行った。 （３０代:女性)
・以前は夫の実家で同居をしていたのでお盆の帰省は迎える側でした。迎える側はお盆前から掃除、片付け(赤ちゃんがいると特に
気を使う)、食事やデザート、お酒、おつまみについて考え、買い出し、調理などなど全く休めない地獄でした。現在は迎えるのを
やめて実家に帰省(避難？)しています。実家では母親を考えて家族みんなで外食をしたりご当地名物を持ち寄って団らんの時間を
楽しんでいます。 （３０代:女性)
・家の庭にテントを張って、家キャンプをする （２０代:女性)
・帰省と言っても、30分以内なのでお墓参りや食事をして帰ってくる程度です。 （４０代:女性)
・結婚して初めてのお盆休み。夫の家族とお墓参りをして、ホテルで会食。我が家は自宅で料理を作ってワイワイというスタイルだった
ので、緊張しました。各家庭によって違うものだなぁと新鮮でもありましたが。 （３０代:女性)
・今年は、お義父の初盆です。灯籠流しをしてきます。 （４０代:女性)
・今年は釧路に帰省し、そのまま旦那の実家の函館にも帰省しました。釧路から函館までの６００キロの運転は大変でした。
（３０代:女性)
・今年は私と夫双方の実家に数泊ずつ帰省します。子供たちもいとこと会えるのをとても楽しみにしていて、帰省のたびに子供の
成長を感じますが、自宅に帰るとわがままに磨きがかかってしまうのが、親としてはちょっとしんどいです。 （３０代:女性)
・今年は北海道にＵターンして来て初めてのお盆なのですが、主人にとっては生まれて初めての北海道のお盆を迎えるため、
北海道のお盆ならではの何かを体験できるような過ごし方をしたいと考えています。 （４０代:女性)
・根室まで一泊二日の強行軍で行きます・・・ 猫がいるので・・・ （４０代:女性)
・子供が生まれて初めての帰省の時 夜泣きが酷く深夜泣き通しで、義実家で申し訳ないと思いましたが お婆ちゃんが子供は泣くの
が仕事。母親は見守るのが仕事。 と言って下さってから夜泣きが辛いと思わなくなったのを覚えています。 （３０代:女性)
・例年、長野県の実家に帰省して、お墓参りをしてきます。まだ田んぼがたくさん残っている田舎まちなので、子どもたちも魚とりや
虫採りを満喫しています。長野県はお盆になると朝晩が涼しいので避暑でのんびり過ごすことができます。 （４０代:女性)
【友人・知人】
・１泊２日で夫の実家に帰省して、そのあと１泊２日で私の実家に帰ります。１０年ぶりの同窓会があるので楽しみです （３０代:女性)
【お盆の行事】
・お墓参り （４０代:女性)
・お盆は、祖父の家に行き、三世代でのお寿司が定番でした そんな祖父も他界し、今年は両親とのお墓参りのみのお盆休みでした
（３０代:女性)
・なすやきゅうりで馬をつくったり、盆だんごを作って川の橋の上に飾ってから流す。 （５０代:女性)
・毎年必ず、先祖の迎え火を皆でしています。 お盆中は町内会のお祭りもないので、甥っ子と駅前のゲームセンターで遊んだり
食事をしていました。 （２０代:女性)
・迎え火・送り火をした。 （２０代:女性)
・迎え火と送り火は欠かせず行なっています。また、仏壇に茄子ときゅうりで馬と牛を作っいます （５０代:男性:)

【お盆にはいかない】
・お盆は、どこに行っても、交通機関や道路が込み合ってしまって、出かける気がしません。お盆を過ぎてからゆっくりと出かけるの
が、我が家の習慣です。 （７０歳以上:男性:)
・お盆はどこも混むので時期をずらす （３０代:男性:)
・お盆休みがないので、どこにも行けない。 （４０代:女性)
・なし 毎年仕事で出勤です （５０代:女性)
【ゆっくり過ごす】
・どこも混んでいるので、お墓参りを早めに済ませて、ゆっくり過ごすことが多い （４０代:女性)
・ゆっくりすごす （３０代:女性)
・ゆっくり休養 （６０代:男性:)
・敢えて地元のお寺や公園等で混雑と関係無く楽しめてます。 （３０代:男性:)
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今年のお盆時期の過ごし方や、

今までのお盆の過ごし方（自由回答一部抜粋）

【家族と過ごす】
・みんなでトランプやビンゴゲームをして過ごすことが多いです。 （４０代:女性)
・近場にあるお墓参りに行きます。みんな社会人となり休みがバラバラのためお墓参りに行くのも前もって日付の予定をたてないと
いけないのですが、みんなで集まった時は大勢で食事となるのでそれもまた楽しみですが田舎が遠いので田舎には顔を出すこと
もできず田舎のお墓参りはできないのは残念です。 （４０代:女性)
【外出・旅行・行楽】
・遠方への旅行 （５０代:男性:)
・近くのキャンプ場等の施設で、ニジマスを釣ってその場で焼いて食べましたが、臭みがまったくなく塩加減も本当におく美味しかったで
す。 （３０代:女性)
・家族揃っての「阿波おどり」見物。 （６０代:男性:)
・兄弟家族が集まるので、こどもたちもいとこが集まれる機会なため、子供たちは盆踊り、肝試し、花火などで楽しむことと、
写メを撮るのが恒例。 私たち大人はお酒を飲みながら近況報告会（わたしは授乳があるのでお酒は飲めませんでしたが）をします。
（３０代:女性)
・今実家の車が廃車になりそうなのでそんなに遠くはいけそうもないのでレンタカーを借りるかも・・・・・ お盆で思い出に残って
いることは子供のころ毎年積丹にキャンプに行ってました。 （４０代:女性)
・小さい頃は毎年家族でキャンプに出掛けていました。 （２０代:女性)
・地元のぶどう狩りに行くのが恒例です。 （３０代:女性)
・毎年、実家の近くで盆踊りやお祭りが開かれ、子供が楽しみにしています。 今年も参加してきました。これが毎年、恒例に
なっています。 （４０代:女性)
・毎年お盆は亡くなった祖母の家に泊まりに行くので、宿泊費はタダなのでお昼ご飯や晩御飯はちょっと贅沢においしいお店を
予約して親戚のおばさんたちと一緒に食事したりしています。 （４０代:女性)
・毎年家族で花火を見に行く （４０代:男性:)
【帰省しない】
・帰省しないので、今年は近場でショッピングをする。 （２０代:男性:)
・帰省はしませんが、徒歩で行ける私の実家にお盆に行って。お坊さんがお経を上げてくれたあと、家族で仕出しのごはんを
食べます。私の実家（神奈川県、出身は和歌山県）では、8月がお盆ですが、主人の実家（旭川）では、7月がお盆らしいです。
主人の実家には、いまのところお仏壇も仏様もいないので、とくに何もしていませんが、父が死んだあと、2-3年くらいの間、7
月にいつもお供え物を送ってくれていたので、時期が違うんだなと思いました。 （５０代:女性)
・現在住んでいるところが地元になるので、特別帰省するということはないですが、お墓参りにはいくと思います。 （２０代:男性:)
・今年はお盆休みが短かったのと、母が東京へ行っていて不在だったため、帰省は無しにして、９月に両親と私の家族で
キャンプへ行く予定です。お盆は厚田と蘭島へお墓参りでした。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
比較的短期間での帰省をするようですね。お盆の時期は混むので時期をずらしたり、迎える方の負担を考えて、日帰りにし
たり、外食や旅行に切り替えるという意見もありました。お盆時期を利用した行楽レジャーに関しての意見を思っていたよ
りも少ない印象がありました。みなさん帰省する際には「家族でゆっくりくつろぐ」ことを重要に考えているようです。

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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