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くらしく

北海道のくらしアンケート

第176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

アンケートレポート

ひなまつり

2014年2月25日〜3月31日

350名（男性79名 女性271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
●２０１４年ひな祭りを行う（33％）、以前は行っていた（21％）、予定はない（32％）
●雛祭りをお祝いする子どもさんが、「同居家族にいる（31％）」「孫・親戚などにいる（10％）」
●ひな人形を持っている（51％）
●ひな祭りを行うとき「ひな飾りをする（50％）」「限定スイーツ購入（30％）」「パーティーをする（28％）」
●パーティーで用意するもの「チラシ寿司（46％）」「ひなケーキ（36％）」「ひなあられ（31％）」
●ひな祭りで行うこと「自宅でパーティー」「春を感じる菓子やケーキを食べる」「地域のひな祭りイベント参加」
●ひな飾りは、飾る場所、かかる時間、飾り方に関して、大変。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のひなまつりの実施や過ごし方に関してお聞きしました。
■質問内容

①今年ひな祭りを行いますか？
②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したか？
⑤ひな祭りお祝いをするときにどんなことを行いますか？

⑥ひな祭りパーティで用意するものは？
⑦ひな祭りで行う事があればお答えください。
⑧ひな祭りの思い出
⑨

■質問１ 今年ひな祭りを行いますか？
＜単一選択 n=350＞
行ったことが
ない
14%

2014年のひなまつりに関して、
モニターの皆さんに、ひな祭りの実施状況をお
ききしました。

行う予定
33%

ひなまつりを
・おこなう予定（33％）
・以前はしていたが今はしていない（21％）
・予定はない（32％）
・行ったことがない（14％）

以前は行って
いたが今はし
ていない
21%

行う予定はな
い
32%

となりました。

■質問２ 現在、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=350＞
家族の中にいる（同居）

31%

親類や娘家族、息子家族にいる（別居）

10%

近所や知り合いにいる

2%

その他

1%

以前はいたが今はいない

7%

いない
0%

48%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

ひな祭りをお祝いするお子さんが身の回りにいらっしゃるかどうかをお聞きしました。
・家族の中にいる（31％）
・親戚や孫がいる（10％） ・近所や知り合いにいる（2％）
・ひなまつりをお祝いするお子さんが身の回りに居ない（48％）
となっています。
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■質問３ 現在ひな人形をお持ちですか？
＜単一選択 n=350＞
自宅に持っ
ている
51%

ご自宅にひな人形を持っているかどうかをお聞
きしました。
・持っている（51％）
・持っていない（49％）
ほぼ半数がひな人形を持っていると答えていま
す。

自宅にはな
い
49%

■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したか？
＜複数選択 n=350＞
家にあるひな人形を飾る

53%

祖父母や親戚の家に行ってお祝いする

3%

知人や親類等から借りて利用

1%

ひな祭りのイベントや地域のひな祭りに参加する

1%

その他

6%

ひな祭りをしない

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ひな祭りを行う際、ひな飾りをどのように行うかをお聞きしました。
１位：家にあるひな人形を飾る（53％）
２位：祖父母・親戚の家に行って祝う（3％）
３位：借りて利用する・ひな祭りイベントに参加（1％） となっています。
家にあるひな人形を飾ると答えた方が半数以上いました。

■質問５ ひな祭りを行うとして、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=350＞
雛飾りをする

50%

ひな祭りケーキや、限定スイーツを購入…

30%

パーティーをする

28%

お祝用お寿司やオードブルを購入

14%

桃の花や菜の花などでお部屋を飾る

13%

外食
子供に贈り物をする・ギフトを贈る
デリバリーを利用
その他

4%
3%
1%
5%

ひな祭りをしない
0%

30%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

ひな祭りのお祝いをする際に行うことをお聞きしました。
１位：ひな飾り（50％）
２位：ケーキや限定スイーツを購入（30％）
３位：パーティーをする（28％）
４位：お寿司・オードブルの購入（14％）
５位：桃の花や菜の花でお部屋を飾る（13％）
でした。
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■質問６ ひな祭りパーティを行うとしたら、どんなものを用意しますか？
＜複数選択 n=350＞
46%

ちらし寿司
36%

ひな祭りケーキ
31%

ひなあられ
24%

桜餅
19%

和菓子やケーキ
14%

オードブルメニュー
10%

桃のジュース・お酒

10%

甘酒

9%

手鞠寿司
特に用意しない

3%

菜の花ご飯

2%

その他

2%
26%

ひな祭りをしない
0%
■質問６

10%

20%

30%

40%

50%

ひな祭りパーティを行うとしたら、どんなものを用意しますか？（その他自由回答）

・子どもの好むジュース、桃の花や菜の花（５０代:女性）
・コンビニやお菓子屋さんで売っている限定スイーツを自分用に買う（４０代:男性）
・はまぐりのお吸い物（４０代:女性）
・愛知の一部ではいがまんじゅうやおこしもんというお菓子を食べます（４０代:女性）
・握る寿司やビール（４０代:女性）
・我が家は、息子２人なので、ひな祭りはしないですけど、春を感じるような かわいらしい雰囲気は味わいたいです。（４０代:女性）
・実家の近くは土手なので、菜の花が野生で生えています。ひな祭りの時期には早くに咲いている菜の花を探して摘み、ストーブを
焚いている部屋に置いておきます。３日にちょうど花開くように頑張って暖めていました。（２０代:女性）
・息子が男なのでひな祭り出来ません。。 来年は女の子を!!ひな祭りしたいです。（２０代:女性）
・孫娘が来たら、料理をする。（６０代:男性）

ひな祭りのパーティーで用意するものをお聞きしました。（どちらかというメニューに関してお聞きしています）
１位：チラシ寿司（46％）
２位：ひなまつりケーキ（36％）
３位：ひなあられ（31％）
４位：桜餅（24％）
５位：和菓子やケーキ（19％）
となりました。自由意見では、自分用に限定スイーツを購入する、ビールと握り寿司を準備するなど、大人としてひなまつり
を楽しむ意見もありました。

■質問７

ひな祭りで行う事があればお答えください。
＜複数選択 n=350＞

自宅でのお祝いパーティー

48%

苺や桃、春を感じる果物・和菓子やケーキを食べる

22%

幼稚園・保育園や地域のひな祭りイベントに出かける

10%

記念写真やビデオを撮る

6%

祖父母のお家へ出かけて一緒にお祝いする

5%

女子会

3%

親と娘のイベントに出かける

3%

ホテルやレストランのひな祭りパーティーに参加
その他

1%
2%

ひな祭りをしない
0%

30%
20%

40%

60%

ひな祭りの行い方に関してお聞きしています。
１位：自宅でのお祝いパーティー（48％）
２位：春の味覚を感じる和菓子やスイーツを食べる（22％）
３位：ひな祭りのイベントに出かける（10％） ４位：記念写真やビデオ撮影（6％）
５位：祖父母の家に出かけて一緒にお祝いする（5％）
でした。
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ひな祭りの思い出（自由回答一部抜粋）

【ひなまつりの思い出】
・３月２日が私の誕生日なので、子供の頃はお誕生日会と雛祭りが兼用でした。 （５０代:女性)
・わがやでは、毎年ひな人形の前で写真を撮影します。 最初は１人で座れない位、の赤ちゃんの姿ですが、今では中学生。
我が家にとっては雛祭りは成長の記録でもあります。 （４０代:女性)
・我が家には七段飾りの雛人形がありますが、雛祭り当日よりも、子供たちと雛人形を飾っている時が楽しい思い出です。
（４０代:女性)
・子どもたちが幼稚園児の時、雛祭りに生き雛になって、お内裏様と右大臣になってかわいかった。 （５０代:女性)
・子供の頃、実家でひな人形が飾ってある部屋で作った生寿司やケーキを親と食べたこと。 （３０代:女性)
・私が生まれたその日に祖父が雛飾りを買いに走り、買ってきたのは七段飾り。小さい私はお雛様とお内裏様まで全然手が
届かなくて、毎年家族総出で雛飾りを出すのが、我が家の２月の恒例行事でした。（２０代:女性)
・実家では娘（私や姉妹）の帰省に合わせて、親がお正月くらいからひな人形を飾っています。 （３０代:女性)
・昔は、自分の子供のひな祭りを祝っていましたが、今では、息子や娘の子供のひな祭りのお祝いをしています。
（７０歳以上:男性:)
・幼少期、自分がお雛様、弟がお内裏様のコスプレをして写真を撮ったこと。いい思い出 （３０代:女性)
【ひなまつりのメニュー】
・チラシ寿司と蛤のお吸い物を母と作った事。 （４０代:女性)
・桜餅とケーキを手作りしたこと （４０代:女性)
・子供たちとちらしずしの盛り付けをして楽しみました （３０代:女性)
・子供と一緒にケーキを作ったことが思い出にあります。 （３０代:女性)
・酒蔵に梅酒といって買いに行っていたオレンジ色の液体、今となってはなんだったろうと疑問。水で割ってとても
おいしかったです。 （４０代:女性)
・小さいころ母はちらしずしを作ってくれて、私は妹と紙雛を作って飾ったことをよく覚えています。 （３０代:女性)
・母がちらし寿司を作ってくれたのが印象的です。それを見ると「ひな祭りなんだな、お祝いしてくれているんだな」と
感じていました。 （２０代:女性)
【ひなまつりのイベント】
・デパートでひな祭りイベントに参加したこと。 （５０代:男性:)
・銀行からもらったペーパークラフトの雛人形を、小さい頃楽しみにしていました。 （３０代:女性)
・子供の初節句の時に、ホテルにて親戚一同でお祝いしたことが懐かしく感じます （５０代:女性)
・娘の１歳の誕生日と初節句のお祝いをかねて、両親や親戚を招いて、お料理屋さんで食事会、それから温泉旅館で
一泊しました。 （４０代:女性)
【ひな飾り】
・ひな壇を飾るのが時間がかかり大変で子供が大きくなったら押入れにしまいっぱなしで、桃の花を飾りちら寿司を食べて
簡素化になった。 （６０代:女性)
・3人娘なので並べると部屋いっぱいになり華やかでした （５０代:女性)
・我が家の雛人形は、３５年前の私のもの。娘のために飾りますが、７段で、人形も今風の小柄なものではないので、一部屋
つかってしまいます(;^ω^)でも、娘が喜ぶんです！「うちのお雛様は７段で、大きいよね！！」なので、娘が喜ぶまでは飾って
あげたい親心です。 （３０代:女性)
・子供が小さいころは雛人形を飾っていたが大きくなると飾らなくなった。押入れにしまっておくのが場所をとっているので大変だ
（５０代:男性:)
・子供の頃、祖父母の家で７段飾りのお雛様を毎年、父と姉と私の３人で飾り付けをしていたことを覚えています。 （３０代:女性)
・子供の頃は友達の家にある何段もあるひな人形が羨ましかった（自分は一段のだったから） しかし自分が親になったら一段は
片付けも楽で一段の方が良いと思っている （大人の勝手な都合ですが(;^ω^)） （３０代:女性)
・子供は3人（1女2男）孫は4人（3男1女）居ります。娘が生まれた時に義父から大変大きな雛人形をいただきました。
それを飾ると一部屋がいっぱいになるくらいです。今も大切にしています。 （６０代:男性:)
・私が子どもの頃は、家でひな祭りのパーティーをしていました。いま自分の家庭では、女の子がいないせいもあって、お雛様は
小さいものを飾るだけで、大きなお雛様は持っていません（自分のは実家にあります）。（５０代:女性)
・自分が子供のころ、お雛様を飾るのが、大きなイベントで、毎年、女の子がいないいとこのおうちに飾らせてもらっていました。
自分の家ではスペースがないためと、そこで親戚が集まって、お祝いするイベントでした！ （３０代:女性)
・実家にいた頃、ひな人形を飾るのは好きでやっていましたが、片付けるのは面倒なので母に押し付けていました。 （４０代:女性)
・毎年雛人形を飾るのが大変でコンパクトな飾りにしておけば良かったと思っている （５０代:女性)
【期間限定】
・季節限定の桃のカルピスの牛乳割が、ここ２年程楽しみの一つです。 （３０代:女性)
・今年にひなケーキはルタオの期間限定タルトにしました。 非常に美味しかった。 （３０代:女性)
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ひな祭りの思い出（自由回答一部抜粋）

【ひなまつりの贈り物】
・今年のひな祭りは、県外に住む息子夫婦に女の子が生まれたので、お祝い金を送りました。遠くなので行ってお祝いできない
のが残念ですが、ＬＩＮＥなどで動画や写真を送ってくれたので、こちらも楽しめました。 （５０代:女性)
【女子会】
・数年前から友人たちとひな祭りに女子会をするようになりました （３０代:女性)
・専業主婦ママのいるお友達のお家では、昼間にお友だちを呼んでパーティーをしていたが、わが家は共働きだったので、
家族でごちそう晩御飯でお祝いだった。（３０代:女性)
【その他】
・自分がひな祭りの習慣が無かったこともあって、お祝いをしてもらった記憶がないため娘が小さい頃にもひな祭りのお祝いを
してあげたことがありません。 （４０代:女性)
・実家では１度もひな祭りをしたことがありません。大人になってから聞いてみると、なんとお雛様を買わないほうが娘が早く
結婚できるらしいと母が誰かに聞いたそうです。（２０代:女性)
・昔祖母は私のお雛様を3/3日の夜８時頃にはひっくり返していた。なんでも嫁に行き遅れるのを恐れてだとか。 （５０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ひな祭りの思い出に関してのアンケートでは、子どもたちとの思い出が多く意見として寄せられています。
特に、子どもたちと一緒にちらし寿司やメニューを作るのが楽しいという意見が多くあります。
ひな飾りに関して興味深かったのが、容易と片付けの大変さ。昔ながらの大きなひな飾りは、飾る場所、かかる時間、飾り
方に関して、大変だという意見が多くありました。住宅事情に合わせて小さなひな人形を飾る（大きいのは羨ましいけれ
ど・・・）という意見もありました。
主婦友や女性の友達と一緒に「女子会やパーティー」をして楽しむという意見もありました。
ひな祭りを行ったことがないという意見もありました。
と感じました。

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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