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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年お盆、帰省する（35％） 帰省しない(実家含め）（49％）
●帰省する日程は、8月13日（水）以降（21％） 8月9日（土）以降（9％）
●帰省する期間は、日帰り（14％） 1泊2日・2泊3日（7％）
●お盆の帰省の際の主な目的は、お墓参り・お参り（42％） 家族や親せきと集まる（31％） 友人・知人と会う（9％）
●お盆で行うことは、お墓まいり・お参り（56％） 帰省土産を買って帰る（23％） 家族そろって外食（18％）
●帰省の際に、家族の健康を自分の眼で確かめるという意見もありました。
墓参りやお盆の行事の意味や大切さが、我が子に伝わっていないため心配しているという意見もありました。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のお盆の帰省に関してのアンケートをお願いしました。
■質問内容

①今年のお盆時期に帰省をしますか？
②帰省する場合、日程はいつ頃ですか？
③お盆の帰省期間は何日間程ですか
④帰省するとしたらどのような手段でいきますか？
⑤お盆の帰省に行かれる際や、来られる際の主な目的は？

⑥お盆で行うことはなんですか？
⑦今年のお盆時期のご予定、お盆時期の思い出

■質問１今年のお盆時期に帰省をしますか？
＜単一選択 n=301＞

2014年のお盆のスケジュールは
8月9日（日曜日）〜17日(日曜日）となり、
13日（水曜日）〜17日（日曜日）に帰省され
る方が多くなります。

35%

帰省する

49%

帰省しない（実家住まいの方含め）
帰省を迎える
帰省を迎える側だが、来る予定ない
その他
わからない

4%

○帰省する（35％）
○帰省しない（４9％）
○帰省を迎える（4％）
○帰省を迎える側だが来る予定はない（3％）
となっていて、約35％の方が規制する。半数の
方が(実家住まいの方も含め）帰省しない。と答
えています。

3%
2%
7%

決めていない

モニターの皆さんにお盆時期の帰省についてお
聞きしました。

■質問２ 帰省する場合、日程はいつ頃ですか？
＜単一選択 n=301＞
54%

帰省する日程をお聞きしました。
1位：8月13日（水）以降（21％）
2位：8月9日（土）以降（9％）
3位：わからない・決めていない（5％）

21%
9%

4%

4%

3%

5%

でした。

■質問３

お盆の帰省期間は何日間程ですか。
＜単一選択 =301＞
54%

14%
7%

7%

4%

3%

5%

6%

帰省する期間をお聞きしました。
1位：日帰り（14％）
2位：1泊2日・2泊3日（7％）
3位：決めていない・わからない（6％）
でした。
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■質問４ 帰省するとしたらどのような手段でい
きますか？または来られますか？
＜複数選択 n=301＞

13%

列車やバスなどの公共交通機関
7%

飛行機や船
自転車や徒歩

3%

タクシーやレンタカー

1%

その他

1%

特に決めていない わからない

1%

でした。
全体の4割の方が自家用車を利用して帰省するよ
うです。

49%

帰省しない・迎えない

■質問５

帰省する交通手段をお聞きしました。
1位：自家用車（41％）
2位：列車・バスなど公共交通機関（13％）
3位：飛行機・船（7％）
4位：自転車・徒歩（3％）

41%

自家用車等

お盆の帰省に行かれる際や、来られる際の主な目的は何ですか？
＜複数選択 n=301＞
42%

お墓参り・お参り
31%

家族や親せきが集まってお盆を過ごす
9%

友人・知人と会う
親せきや家族とレストラン・飲食店などで会食

8%

帰省先での行楽やレジャー

8%

ホテルや旅館など宿泊地でお盆を過ごす

1%

その他

2%

とくにない わからない

5%
37%

帰省しない・迎えない
お盆を行わない

6%

■質問５お盆の帰省に行かれる際や、来られる際の主な目的は何ですか？(その他自由回答抜粋）
・この時期にしか行っていない夏のイベントを 家族で楽しむこと。（花火大会やキャラクターショー、お祭りなど）（２０代:女性）
・家族、両親と近間の温泉に行く。（５０代:女性）
・家族でゴルフをする予定です！（３０代:女性）
・結婚式（３０代:男性）
・実家の荷物整理（３０代:女性）
・実家の仏壇でお参りする（３０代:女性）
・親が元気か会って実際に確かめる（４０代:女性）
・身内の初盆（法事）のため（４０代:男性）
・旦那の田舎なので、旦那は同窓会をする（５０代:女性）

お盆の帰省の際の主な目的をお聞きしました。
1位：お墓参り・お参り（42％）
2位：家族や親せきと集まる（31％）
3位：友人・知人と会う（9％）
4位：親戚や家族とレストラン・飲食店で会食・行楽レジャー（8％）でした。
自由意見では、家族と一緒に旅行に行く、ゴルフをするなどの他に、「親が元気か実際に会って確かめる」などの意見もあ
りました。
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例年、お盆で行うことはなんですか？＜複数選択

n=301＞

お墓参り・お参りに出かける

56%

帰省みやげを買って帰る

23%

家族そろって外食に行く

18%

お盆お供えセットを買う

14%

花火をする

11%

盆飾りをする

11%

お祭りに行く

7%

盆踊りに行く

6%

精進料理やお惣菜セットを食べる
仕出し料理を予約する
その他

4%
2%
1%

とくに決まっていない わからない
お盆を行わない

19%
13%

お盆で行うことをお聞きしました。
１位：お墓まいり・お参り（56％）
２位：帰省土産を買って帰る（23％）
３位：家族そろって外食（18％）
４位：お盆お供えセットを買う（14％）
5位：花火をする・盆飾りをする（11％）となりました。
お盆を行わないは、13％いらっしゃいました。
■質問７

今年のお盆時期のご予定や、ここ1年〜2年のお盆時期の過ごし方で、
思い出に残っているものがあればお書きください。（自由回答一部抜粋）

【家族と過ごすお盆】
・１年で実家に帰省できる時がお盆と年末年始だけなので、両親に子供の成長を見せられることが嬉しいです。 （４０代:女性)
・家族で温泉 （４０代:男性:)
・花火を見に行った。 家族でバーベキューをした。 家族で買い物。 （２０代:女性)
・今年は子どもが生まれてはじめてのお盆を実家に帰省しました。兄弟や親戚も集まりいっきに賑やかなお盆を過ごしました。
（３０代:女性)
・親の家で兄弟家族が集合し楽しく談笑したこと。兄弟家族が別々にところに住んでいるので仲々皆が会えることは少ない。
その皆で地元の大きな花火大会を見たことが印象に残っている。 （５０代:女性)
・毎年親戚が集まって、みんなでお墓参りに行くのが幼いころからの恒例行事となっています。今では、結婚し子供が増える
など２５名程が集まり、にぎやかです。 （３０代:女性)
【会食】
・お墓参りに行った後、親子3代でお寿司を食べます （３０代:女性)
・ここ２年、絶対に外食へ行かなかった夫側親戚が、焼肉へ行くようになりました。子供達も喜んでます。 （４０代:女性)
・だいたい祖父母と私たち、孫との会食が多いです。昔ながらのお墓参りは遠くていけないことが多いです。 （４０代:女性)
・一家が集まって、ご飯を食べに行った。 （３０代:女性)
・去年は義母が休みがとれなかったので、 皆で義母の働き先で外食しました。 その後花火を見に行きました。 いつもは家で
ご馳走を作ってお兄さん夫婦と息子達とのんびり してたのですが去年はなんだか新鮮でした!! （２０代:女性)
・お墓参りと親戚の挨拶に行き、義母の兄弟とその家族で会食をします。(会食は正月も) 実家はお盆と言えば必ず盆飾りを
して、提灯持って近くのお墓にご先祖様をお迎えに行くという習慣です。（２０代:女性)
・子供家族と総勢9人で お墓参りの後 我が家で 食事をする。しかし 今年は 都合で 外食をします。 （６０代:女性)
・毎年お盆は夫の実家に帰省します。義母がホテルに個室をとって豪華ランチをごちそうしてくれます。 （３０代:女性)
・夜に両親と一年ぶりに七輪でホルモンやジンギスカンを焼いて食べたこと。 地元の街を散歩に行ったこと。 （３０代:女性)
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今までの父の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答）

【お参り】
・2年前に父がお盆近くに亡くなり、最近はお盆になると法事などでいろいろ忙しいです。今まであまり法事のことを
知らなかったのですが、最近よくわかるようになりました。 （４０代:女性)
・お墓参りして三回忌の法要と納骨（2年前に亡くなった母親の）をします。お寺の横にお墓がありますので、一緒に出来ます。
あとは家族で外食したり、プールにも行く予定です。 （６０代:男性)
・お墓参りに行ってから家族で少し遠出をし、買い物して帰宅しました。 いい思い出になりました。 （３０代:女性)
・一昨年、子供と初めてお墓を一緒に磨きました。 子供が磨き終わった後、 気持ちいい？おじいちゃん？と小声で言ってたのを
聞きました。 可愛がって貰った記憶も薄い頃に亡くなってる祖父。 きっと喜んでたと思います＾＾ （４０代:女性)
・今年は祖母の初盆なので、家族できちんとお墓参りに行く予定です。 （２０代:男性:)
・実家の墓参りに毎年、家族で出かけます。墓地が広くて雑草が半端でなく草取りからはじめお花と線香を供えるまでに
汗だくで息が上がっています。また、来年と言って帰って来ます。 （６０代:男性)
・墓参りは早めに行きます、これをしないと始まらないし終わらないし。。。 （４０代:男性)
・毎年みんなでお墓参りに行って西瓜を食べるのが恒例になってます （３０代:女性)
・両親・夫の両親も亡くなっているのでお墓参りです。 大学に行っている息子が帰省し、外食、温泉に行き、今年は映画も見に
行きました。（５０代:女性)
【お盆時期を使って行楽レジャー】
・ＴＤＬ （４０代:男性:)
・お盆に関係ないが、13日にレディー・ガガのライブに行くので楽しみ （３０代:女性)
・昨年は主人の実家に帰省がてら家族で旅行に行きました。会津に行ったのですが、「北海道からフェリーで来た」と言ったら
びっくりされました。 （４０代:女性)
・毎年家族みんなでキャンプに行くのですが、兄弟もみんな結婚し子どもが生まれて大所帯。しかも我が家は子どもが
生まれてはじめてのキャンプ。とっても楽しく過ごせました。 （３０代:女性)
【花火大会・夏の風物】
・帰省した時期がちょうど花火大会の日で、何十年かぶりで故郷で花火を見ました。 （５０代:女性)
・お盆時期のお祭りに家族そろっていったことが思い出に残っています。 （４０代:男性)
・甥が小さいころは花火したけど大きくなってからはなくなった （５０代:女性)
・去年から、主人の実家で灯籠流しをしています。 （４０代:女性)
・子供が小さい頃は川で遊んだ。川に魚がいたり、山椒魚がいたり田舎を満喫した。今は子供も大学生になって、
バイトで忙しくて帰らない。 夫婦二人の帰省になって、帰っても私はすることがなくて、暇。 （５０代:女性)
・地元の花火大会を家族で見に行きます。 （５０代:女性)
・潮干狩り（シジミ） （６０代:男性:)
・毎年兄弟の子どもが東京から帰省してくる、一緒に花火をやり、旭山動物園に行く。成長につれ、もう今年は帰って
こないかもしれないと思うと少し寂しい気がする。 （４０代:男性:)
・毎年実家へ帰省する目的は、実家近くの有名な花火大会へ行くため。 子供を連れて帰省すると、普段出不精な両親も
暑いなかあちこち連れ出してくれます。（３０代:女性)
【地元の友人・知人と親交を深める】
・近くの祭りや花火大会を楽しめて、地元の友人との交流が深まった。 （２０代:男性)
【お迎え・おもてなし】
・子供が４人いまして、それぞれの配偶者と子供を連れて、帰ってくるので、賑やかになります。そのために、子供の
帰省をそれぞれ計画しまして、来宅する日を決めます。一家族、３泊までとします。合わせて、１２日間を要します。
毎年のことなので慣れてしまっています。 （７０歳以上:男性:)
・毎年帰省を迎える側なので、おもてなしをすることになる （４０代:女性)
【ショッピング】
・いつもは映画を観に行くくらいはしますが、今年は千歳空港のビルに買い物・食事に行こうかと思ってます。 （５０代:女性)
【お盆時期を避けて】
・お寺やお墓にお参りに行くのは毎年のことですが、（ここ1〜2年に限らず）駐車場や道路の混雑を避けたいので、
お盆の入り〜お盆を避けてその数日前にお参りに行くようにしています。 （４０代:女性)
・お盆の時期に帰省できていないので、長期休暇の時にお墓参りを済ませてきています。 （３０代:女性)
・主人の父が金融機関で働いていたなごりかお盆に集まるという習慣がありません。主人の勤務先もお盆休みはなく
土日のみ休日のため普通の休日として過ごします。 （４０代:女性)
【その他】
・夫婦ともに本州が実家、子どもの受験があり、ここ数年帰省せずです。 自分が子どものころは、母親の実家に帰省し
墓参り、盆飾りがあり親戚と会したものでした。自分の子どもにはそういうこともしておらず、いいのかなと思っています。
時代の流れとはいえ、お墓参りという感覚はわが子には、伝わらなくなっていくようです。 （４０代:女性)
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たくさんのご意見ありがとうございました。
お盆の帰省の目的として多くあった意見は、やはりお墓参り・お参りが一番でした。その他に多くの意見があった、家族が
一堂に集まる事、普段あまり会えない親せきや地元の友人と親交を深めるなどは、この時期やお正月でなければなかなかで
きない事として、意見が多く集まりました。
毎年お盆の帰省時期はいろいろな場所が込み合うため、時期をずらしてお墓参りや家族と集まる事を行うという意見もあり
ました。
帰省の際に、家族健康を自分の眼で確かめるという意見もありました。
墓参りやお盆の行事の意味や大切さが、我が子に伝わっていないため心配しているという意見もありました。

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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