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くらしく

北海道のくらしアンケート

第177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

新生活

2014年3月15日〜4月10日

351名（男性77名 女性274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
●新生活や引っ越しで、贈物を「贈ったことがある（41％）」、「受け取ったことがある（31％）」
●贈り物は、「お金・商品券」「日用品・消耗品」「食器・キッチン用品」など（自由回答より）
●新生活で用意するもの「生活家電（74％）」「テレビ・AV(58％）」「インテリア（57％）」
●新生活で新たに加入するサービス「プロバイダ（41％）」「家庭電話（20％）」、携帯電話は8％。
●新生活で始めたいこと「スポーツ（19％）」「趣味を広げる（16％）」「地域活動に参加（15％）」
●普段の生活で見直したい支出「食費（57％）」「水道光熱費（54％）」「交際・娯楽レジャー29（％）
●引っ越しは効率よく、出費を抑える。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の新生活に際してのアンケートをお願いしました。
■質問内容

①新生活を始める、引越しをされる方は居ますか？
⑥新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは？
②新生活や引っ越しで贈物をした、受取った事がありますか？ ⑦普段の生活で今後見直したい思う支出はなんですか？
③贈った、受取った贈り物はどのようなものですか？
⑧新生活や引越しする際の思い出と心がけていること
④新生活で用意するもの、買う物は何ですか？
⑤新生活で変更したり加入したいと思うサービスは何かありますか？

■質問１ 身の回りに、新生活を始める、引越し
をされる方は居ますか？＜複数選択 n=351＞
12%

知人・友人など知り合いにいる
同居していない親兄弟・親戚に
いる

8%

同居している家族にいる

7%

ご自身
わからない 知らない

2014年の今年、身の回りに新生活を始める、
引っ越しをされる方がいるかお聞きしました。
・知人・友人などにいる（12％）
・親兄弟、親せきにいる（8％）
・家族にいる（7％）
・自分自身（5％）

5%

以内は70％でした。

2%
70%

いない
0%

20%

40%

60%

80%

■質問２ 新生活や引っ越しを始める方に贈り物をしたこと、
また、ご自身が新生活を始める際に受け取ったことがありますか？
＜複数選択 n=351＞
贈ったことがある

41%

受け取ったことがある

31%

贈ったことがない

21%

受け取ったことがない
わからない

26%

覚えていない
0%

17%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

新生活や引っ越しの際に贈り物をしたこと、また、贈り物を受け取ったことがあるかをお聞きしました。
・贈ったことがある（41％）
・受け取ったことがある（31％）
・贈ったことがない（21％）
・受け取ったことがない（26％）
わからない、覚えていないは17％でした。 贈ったことがあると答えた方は全体の4割を超えていました。
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■質問３

アンケートレポート

新生活

2014年3月15日〜4月10日

351名（男性77名 女性274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

贈った、受け取ったことがある新生活の贈り物はどのようなものですか？（自由回答一部抜粋）

【お金・商品券】
・お金 （５０代:女性)
・お祝いのお金。掃除機、ジューサーなどの家電をいただいた。 （３０代:女性)
・お餞別（現金） 菓子折り （４０代:女性)
・なんといっても必要なのはお金なので、商品券 （５０代:女性)
・引っ越しは何かと物入りなので、現金を贈った。 （６０代:男性:)
・商品券、花瓶 （４０代:女性)
・贈ったものは現金。 頂いたものは家電製品一式。 （４０代:女性)
・転勤族だったので、十数年前までは「餞別」という慣習があったが、最近はなくなった。 （６０代:男性:)
・友人の息子さんが進学して家を離れる際、お祝いとして図書カードを贈りました。 （５０代:女性)
・餞別をあげたことがある。（現金） （４０代:男性:)
【日用品】
・タオルやバスタオル、ブランケットなどを友人にリクエストして、プレゼントしてもらいました。気持ち一新で
暮らしたいので。（３０代:女性)
・タオル （４０代:女性)
・トイレタリーセット （３０代:女性)
・主人の従兄弟：冷蔵庫（私のお古でしたが。。。） 私の姪っ子：バスタオル、フェイスタオル （３０代:女性)
・生活必需品 （５０代:女性)
【花・フラワーギフト】
・年上の先輩が、胡蝶蘭を送ってくれたのには驚き、嬉しかったです （６０代:女性)
・鉢植えの花、商品券 （３０代:女性)
・洋蘭 （５０代:男性:)
【食べるもの・お祝いもの】
・ちょっとおしゃれなお菓子の詰め合わせなど （３０代:女性)
・紅茶のセット （５０代:女性)
【家具・家電】
・甥っ子の一人暮らしの際に、家の中の日用品や家財道具など必要なものをプレゼントします。 （５０代:女性)
・家族が引越をした時に、ずっと使えるような高価な置時計をプレゼントしたことがあります。 私自身が引越を
して新しい生活を始めた時には電子レンジなど、すぐに使える電化製品をもらいました。 （４０代:女性)
・家電を親に買ってもらった （３０代:女性)
・掛け時計を貰った事があります。 （４０代:女性)
・兄がオーブンレンジをプレゼントしてくれた （３０代:女性)
・日常生活に使います電化製品（ガス台とレンジ）が喜ばれました。 （５０代:男性:)
・自分が引越した（結婚で）時には、旦那のお母さんが、ワインとワイングラスをくださいました。 （２０代:女性)
【食器：調理器具】
・一人暮らしを始める時だったので鍋を贈った （５０代:女性)
・時計、家庭用品（なべ、フライパンなど）を贈ったし、もらいました。 （５０代:女性)
・食器 キッチン用具 （３０代:女性)
・食器などの雑貨をいただいたことがあります。 新居を構えた友人には（好みを聞いて）観葉植物を贈りました。 （３０代:女性)
・食器をもらった。贈り物をした物は、犬の置物をあげた。 （４０代:女性)
・頂いた事があるものはキッチングッズや掛け時計です。贈った物はタオルセットやジュース箱などです。 （５０代:女性)
【相手・家族構成によって変える】
・子供のいる友達には、お菓子。 餞別。 お食事会を開く。 受け取りは、家具、電気製品。 （３０代:女性)
・子供がいる家庭だったのでフォトメッセージとおもちゃ （３０代:女性)
・社会人になる時に化粧品を頂いた。 （３０代:女性)

新生活の贈り物で多かった自由意見は、お金や商品券でした。贈られた方が自由に使えることが理由のようです。
その次に多かったのは、タオルなどの日用品です。食器や調理器具を贈る方も多くいました。
日用品や食器類はギフトの商品として贈りやすいようです。
それ以外に贈る相手や家族構成に合わせて贈るものを選んでいるという意見もありました。
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■質問４ ご自身が新生活を始めるとしたら、新生活で用意するもの、
買う物は何ですか？＜複数選択 n=351＞
74%

冷蔵庫・洗濯機など生活家電用品
58%

テレビ・オーディオなど

57%

インテリア
32%

パソコン・デジカメなどの情報家電
20%

衣料・洋服
11%

携帯電話・スマートフォン
自家用車

4%

眼鏡・時計など身につける物やアクセサリー

4%

ペットの購入

3%
4%

その他

14%

特に無い・わからない
0%
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80%

■質問４ ご自身が新生活を始めるとしたら、新生活で用意するもの、買う物は何ですか？（その他自由回答）

・管内の地図及び住宅地図（６０代:男性）
・新生活開始２ヶ月後にステップワゴンを新車で購入しました。子供が産まれた今は旦那の両親も一緒に乗れるので重宝して
います。 その他は日用品です。 トイレットペーパーを忘れていて、引越当日コンビニに駆け込みトイレを借りてから
トイレットペーパーを購入したことを覚えています。（２０代:女性）
・好みの食器を揃えたいです。（２０代:女性）
・細かなキッチン用品など（５０代:女性）
・新しいアクセサリーをつけて新たな気持ちで新生活を迎えたい。（３０代:女性）
・新居に合わせたインテリア（４０代:男性）
・壁掛け時計や、カーテン、カフェカーテン、テーブルマット、キッチンマット、トイレマットなど、全体のカラーコーディネートで
雰囲気を作りたい。まずはそこから。（３０代:女性）
ご自身が新生活を始めるとして、用意するもの、買う物は
1位：生活家電（74％）
2位：テレビ・オーディオ（58％）
3位：インテリア（57％）
4位：パソコン・デジカメなど情報家電（32％） 5位：衣料品（20％）
7割以上の方が生活家電を用意、購入したいと答えています。

■質問５ 新生活をするとして、始めるにあたり変更したり加入したいと思う
サービスは何かありますか？＜複数選択 n=351＞
41%

インターネットプロバイダの変更
20%

家庭用の光電話や通信会社（NTT・ヤフー・AU）の変更
9%

スイカ・キタカなどのICカード登録
衛星放送・有料放送（WOWWOW)などへの加入

9%

携帯電話会社の変更

8%

ケーブルテレビへの加入

8%
5%

クレジットカード加入
その他

1%
46%

特に無い・わからない
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

新生活を始めるにあたって加入するサービスをお聞きしました。
1位：インターンネットプロバイダ（41％）
2位：電話会社通信会社の変更（20％）
3位：ICカードの登録（9％） 同3位：有料放送のへの加入（9％） 5位：携帯会社の変更（8％）
同5位：ケーブルテレビ加入（8％）となっています。
携帯電話会社の変更は8％でした。 特にないと答えたのは46％でした。
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■質問６ 新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは何かありますか？
＜複数選択 n=351＞
スポーツを始める

19%

カルチャースクールなどに参加して趣味を広げる

16%

地域や学校、町内会の活動に参加する

15%

ビジネスキャリア・資格取得などの通信教育

14%

ボランティア活動に参加する

9%

英会話などのスクールへの入学

9%

その他

2%

特に無い・わからない

54%
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■質問６ 新生活を始めるにあたり、始めたいと思うことは何かありますか？（その他自由回答）

・プランター菜園。物を増やさないこと。いつもキレイにお掃除をして、いつお客さんや友人が来てもあわてなくて済むように
と思う。(３０代:女性)
・引っ越しが決まるまで、生け花習い始めたので 引っ越し先でも習いたい。(４０代:女性)
・周辺地域の散策。(６０代:
男性)
・体質改善(４０代:女性)
・地元を離れ、友達が１人もいなかったのでバレーボールチームに参加しました。そこで気のあった人と友達になりママの
先輩として交友が続いています。もっとママ友を増やせたらと考えています。(２０代:女性)
・独学で趣味を深めたい。(３０代:女性)

新生活を始めるにあたり、始めたいと思う事をお聞きしました。
1位：スポーツを始める（19％）
2位：カルチャースクール、趣味を広げる（16％）
3位：地域や町内会の活動に参加する（15％） 4位：資格などの通信教育（14％）
特に無いと答えた方が54％でした。

■質問７ 季節が変わり、普段の生活で今後見直していきたいと
思う支出はなんですか？＜複数選択 n=351＞
食費

57%

水道光熱費

54%

交際費・娯楽費（飲み会、デート、贈りもの、レジャー…

29%

通信費

25%

衣類・ファッション費

24%

住居・家財費

19%

教養・娯楽費（趣味や映画演劇鑑賞、習い事等）
医療費

11%
5%

教育費

2%

その他

2%

特に意識していない
0%

19%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

普段の生活で見直していきた位と思う支出をお聞きしました。
1位：食費（57％）
2位：水道光熱費（54％）
3位：交際・娯楽レジャー費（29％）
4位：通信費（25％）
5位：衣類・ファッション費用（24％） となっています。
食費と水道光熱費が5割以上になっています。
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■質問７

アンケートレポート

新生活

2014年3月15日〜4月10日

351名（男性77名 女性274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

新生活や引っ越しをする際に、思い出に残っていること、心がけていること（自由回答一部抜粋）

■心掛ける事
【整理整頓】
・最低限の物を持っていき、暮らし始めてから必要なものを買い足す。以前、用意した家具が入りきらなかったことが
あったので （５０代:女性)
・心掛けようと思っている事は、引っ越しすると何らかの無くし物があるので、分かりやすく整理する事です。 （２０代:女性)
・当たり前というか、普通だと思いますが、立つ鳥跡を濁さずで、綺麗に掃除して感謝をしてから引越します。 （４０代:女性)
・物の量を増やさないようにしている （３０代:女性)
【不用品の処分】
・思いきって、処分する （４０代:女性)
・転勤族だったので何度も引越しをしたのだがなるべく引越し先に荷物を増やさないようにリサイクルショップやフリマで
できる限り処分することにしていた。 （３０代:女性)
・不要な物の処分。とっておいてもただの荷物だけになるので・・・ （４０代:女性)
・粗大ゴミの処分が大変だった （２０代:女性)
【無駄使いはしない・出費を抑える】
・出費は多い中でもインテリアにはこだわりたいので、必ず部屋のイメージや欲しいものが安く買える店を予めおさえ、
無駄買いをしないようにしています。 （２０代:女性)
・節約をする （３０代:女性)
・知人に手伝っていただいて費用を安く抑えた。感謝です。 （４０代:女性)
・引っ越しの際は可能な限り自分で行い、引っ越し費用を抑えるようにしている。 断捨離を意識して荷造りする。 （３０代:女性)
・引越し代は家族の協力を獲て、安く抑える （３０代:女性)
【家具は飽きの来ない使いやすい物を選ぶ】
・心がけていることは、転勤族なので飽きのこない使いやすいものを選んで 使用しています。 （３０代:女性)
・家電は金銭よりも耐久性や自分の生活が時短になるものを購入する。 （４０代:女性)
【新しい環境になれる事】
・新しい土地と環境に慣れることに時間をかけた思いがあります。 （６０代:男性:)
・隣近所へのあいさつ （５０代:女性)
・地域をしるために散策する （３０代:女性)
・引っ越し時に手土産を持ってご挨拶に行く。 （４０代:女性)
【手続きを早めに済ませる】
・早めにできる手続きはできるだけ早めに済ませておくように心がけています。ぎりぎりになるとどうしても色々不備が
出てくるので、事前にわかっているものは済ませておかないとぐちゃぐちゃになってしまうので。 （３０代:女性)
・なるべく引越し屋さんが混雑している時期は避けて引越しをするようにしている。そのほうが自分の都合の良いように
引越しをできる。 （２０代:男性:)
【必要なものは現地調達】
・必要なものはできるだけ現地で調達するということは心掛けています。 （３０代:女性)
【引っ越しを楽しむこと】
・転勤族ですので思い出はたくさんです。 心がけていることは、任地での生活を存分に楽しむこと。 北海道の気候、
味覚等々も大変気に入っております！ （３０代:女性)
【体調管理】
・バランスの良い食事と睡眠を心掛ける。生活のリズムを整えるようにしていました。 （５０代:女性)

■引っ越しの思い出
【家族】
・子供から手紙をもらいました。 （４０代:女性)
・転勤族なので引っ越しをするとき小さな壁に付いた傷等、 いちいち、あのとき子供がつけた傷。 汚した汚れだな。。と思います。 子供
の成長と共に傷が少なくなって来て綺麗な状態で引き渡しを完了したあと、なんとなく寂しい気持ちになりますね。 （４０代:女性)
【引っ越し時期】
・子供の入園式１週間前に、転勤辞令。結果的には一つの幼稚園に行かせてあげれてよかったのですが、転勤族は本当に
明日が見えません。 （３０代:女性)
・冬場の引越しでしたので、雪が残っていて少し苦労しました。 （６０代:男性:)
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くらしく

第177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

■質問７つづき

アンケートレポート

新生活

2014年3月15日〜4月10日

351名（男性77名 女性274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

新生活や引っ越しをする際に、思い出に残っていること、心がけていること（自由回答一部抜粋）

【引っ越し費用】
・子供が大学に行くときに一人暮らしをした際に家財道具やアパート代金など、大学費用以外にすごくお金がかかりました。
（５０代:女性)
【人とのつながり】
・新しく入った「アパート」で、大家さんの家族が入居祝いをしてくれたことが、懐かしい思い出です。 （７０歳以上:男性:)
・転校する際色紙や手紙をもらった （３０代:女性)
・退職するということを生徒に発表したとき、多くの子が泣いていたこと。 （３０代:女性)
【生活・住まいの思い出】
・意外と部屋にいらないモノを貯め込んでいる事がわかった。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
新生活や引っ越しをする際に心がける事では、転勤などの理由で引越しを経験されている方の意見では、効率よく、出費を
抑えて無駄を少なくすることを意識されているようです。
新しい場所での生活では、自分の住む地域の状況を早くしり、地域とのつながりを作ることを心掛けるという意見がありま
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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