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くらしく

北海道のくらしアンケート

第188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

敬老の日

2014年9月12日〜10月10日

311名（男性68名 女性243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
●今までの敬老の日にギフトを「贈ったことがある（47％）」
●敬老の日ギフトの渡し方、「直接会ってわたす、受け取る（37％）」、「宅配便で渡す、受け取る（14％）」
●敬老の日ギフト贈りたい物、欲しい物は「食品・スイーツ（40％）」「産直ギフト（23％）」「衣料・アクセサリー（18％）
●敬老のギフト購入先は「百貨店（35％）」「スーパーマーケット（24％）」「ネットショップ（20％）」
●敬老の日ギフト、価格は「5000円未満（39％）」「5000円〜10000円未満（24％）」
●ギフトと一緒にしたい事、してほしい事は「手紙メッセージを入れる事」「渡す当日に顔を会わせる、電話をする」
●父の日、母の日など同じような意味合いの記念日が多く、プレッシャーを感じる(自由回答より）

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の敬老の日と敬老の日ギフトに関してお聞きしました。
■質問内容

①今年の敬老の日、贈物をする予定または、受け取る予定
②今までの敬老の日で何か贈ったこと、 受け取ったこと
③敬老の日のギフトの渡し方、受け取り方
④敬老の日のギフト、どんな物を贈りたい？受け取りたい？
⑤敬老の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？

⑥敬老の日ギフト、価格はどれくらいのものを贈りますか？
⑦贈る際にしたい、受け取る際にされるとうれしいこと
⑧敬老の日で行った事や、してもらった事の思い出

■質問１ 今年の敬老の日に、贈り物をする予定または、
受け取る予定はありますか？
＜複数選択 n=311＞
24%

贈る予定がある

○贈る予定がある（24％）
○受け取る予定がある（2％）

59%

贈る予定はない
受け取る予定がある

2014年敬老の日に、
ギフトを贈る予定、受け取る予定があるかをお
聞きしました。

2%

敬老の日にギフトを贈る予定があると答えてい
ます。

34%

受け取る予定はない
12%

わからない

■質問２ 今までの敬老の日で何か贈ったこと、
受け取ったことがありますか？
＜複数選択 n=311＞
47%

贈った

2%

約5割の方が敬老の日にギフトを贈ったことがあ
ると答えています。

24%

受け取っていない
覚えていない・わからない

○贈ったことがある（47％）
○受け取ったことがある（2％）

40%

贈っていない
受け取った

今まで敬老の日で、ギフトを贈った、受け取っ
たことがあるかをお聞きしました。

9%

■質問３ 敬老の日のギフト、どのような方法で渡しまし
たか？または受け取りましたか？
＜複数選択 n=311＞
37%

直接会って渡した・受取った

14%

宅配便で届けた・受取った

覚えていない・わからない
その他
贈っていない・受け取っていない
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1位：直接会って（37％）
２位：宅配便で（14％）
３位：郵便で（12％）

12%

郵便で贈った・受取った
知人・友人に届けてもらった・受取った

敬老の日のギフトを、どのような方法で贈った
か、受け取ったかをお聞きしました。

0%

となっています。

8%
2%
42%
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■質問４ 敬老の日に贈り物をするとしたら、どんな物を贈りたいですか？
受け取るとしたら、どのようなものがほしいですか？＜複数選択 n=311＞
40%

食品・スイーツ等
23%

産直ギフト品
18%

衣料品やアクセサリー
14%

フラワーギフト
12%

健康器具

10%

旅行などの招待
商品券やギフト券

7%

お酒

7%
7%

日用品
5%

手作りのもの
家電用品

3%

携帯電話・スマートフォン

2%

その他

2%
30%

わからない・贈らない

■質問4

敬老の日に贈り物をするとしたら、どんな物を贈りたいですか？
受け取るとしたら、どのようなものがほしいですか？（その他自由回答）

・これから寒くなるので暖かくなるモノ（４０代:男性）
・愛読雑誌1年分（５０代:女性）
・一緒に食事（２０代:男性）
・好きに使えるものがいいと思う（４０代:男性）
・子どもが小さい時に利用していた「肩もみ券」（６０代:男性）
・本人の意向をきく（４０代:女性）
・娘が書いた絵、作品をプレゼントに添えて渡したいです。（３０代:女性）

敬老の日にギフトを贈るとしたら、どのようなものを贈りたいか、または欲しいかを、お聞きしました。
１位：食品・スイーツ（40％）
２位：産直ギフト（23％） ３位：衣料品やアクセサリー（18％）
４位：フラワーギフト（14％）
５位：健康器具（12％）
となりました。
自由意見では、季節に合った商品や、贈る相手の好みに合わせる、子どもや孫に関連するものという意見もありました。

■質問５ 敬老の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=311＞
百貨店

35%

スーパーマーケット・食品スーパー

24%

インターネットのショッピングサイト

20%

ショッピングセンター

19%

専門店（バッグ・衣料・アクセサリー・スイーツなど）

19%

ホームセンター、家電量販店

8%

ギフトショップ

7%

通販や郵便局などのギフトカタログ

6%

手づくり・形のないなので購入しない
ディスカウントストア
上記以外のお店
わからない

5%
4%
3%
7%

贈らない

23%

敬老のの日ギフトを購入する店舗に関してお聞きしました。
１位：百貨店（35％）
２位：スーパーマーケット・食品スーパー（24％）
３位：インターネットショップ（20％）
４位：ショッピングセンター／専門店（19％）
となりました。
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■質問６ 価格はどれくらいのものを贈りますか？＜単一選択 n=311＞
39%

24%

24%

5%

5%
1%

1%

敬老の日ギフトを購入する際の価格をお聞きしました。
１位：5,000円未満（39％）
２位：5,000〜１万円未満（24％） ３位：1万円〜1万5千円未満（5％）
約4割の方が5000円未満、 全体の6割以上の方がの方が敬老の日のギフトは〜1万円未満と答えています。

■質問７ 敬老の日のプレゼントと一緒に、贈る際にしたいと思うこと、受け取る際に
されるとうれしいと感じることはなんですか？ ＜複数選択 n=311＞

32%

贈りものに手書きのメッセージカードを入れること

21%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

20%

贈る当日に集まって食事会やパーティを行うこと

13%

子供の写真や家族写真など、家族の笑顔を一緒に贈ること

10%

子供の書いた似顔絵など、その時の思い出になるものを入れること

その他

2%

特にない・わからない

40%

ギフトを贈る際にしたいこと、受け取る際にされると嬉しい事をお聞きしました。
1位：手書きのメッセージカード（32％）
2位：電話をしたり・顔を合わせる（21％）
3位：食事会・パーティ（20％）
4位：子供(孫)の写真や家族写真などを一緒に贈る（13％）
でした。
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■質問８今までの敬老の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていることがありますか？（自由回答）

【旅行招待・旅行券】
・６０歳の時から子供たちが相談して、毎年敬老の日に贈り物をもらっています。昨年は、旅行券をいただきまして、
熱海温泉に一泊二日の旅行に行ってきました。今年は、高級なレストランで食事会をしてくれるそうです。楽しみにしています。
子供夫婦や孫などを含めますと総勢１８人になるそうです。 （７０歳以上:男性:)
・一緒に温泉旅行をした。 （４０代:女性)
・敬老の日に家族で伊勢に泊まりで旅行に行った （２０代:女性)
・今年の祖母の敬老の日で、明日明後日で熱海の温泉旅行に行きます。そしてぶどう狩り、富士ミルクランドとグルメツアーで
喜ばす予定です。 （３０代:女性)
・北海道に住む８０歳の祖母を、母と一緒に東京旅行をプレゼントしました。浅草などを巡りました。祖母にとっては、空港内を
歩くだけでも店や人が多くて刺激的だったようです。 （３０代:女性)
【家族そろってお祝い】
・おばあちゃんがいた頃は皆でお祝いしました(*^^*) （２０代:女性)
・おばあちゃんの家に泊まってお祝いした （３０代:女性)
・家族で食事に行く （３０代:女性)
・子供・孫・曾孫で集まって、食事をする会を開いた。 （３０代:女性)
・今年は子供が義実家の父に 「おじいちゃんの大好きな甘い卵焼きを作るんだ！」 と言っています。 良いな〜(*´ｪ｀*)
（４０代:女性)
・親戚で集まって、ごちそうを食べてお祝いします。 （３０代:女性)
【記念写真】
・行ったこと メイクセラピーをして綺麗にメークをして家族で写真館に行きまして、記念撮影をしました。 （５０代:女性)
【レストランやホテルでお食事・お祝い】
・お気に入りのお店に予約を入れておもてなしをします。 （５０代:男性:)
・一緒に食事にいった。普段は一緒に行けないので、とてもうれしそうだった （２０代:男性:)
・県外のお茶屋さんのカフェで和スイーツとお茶して、食事し、喜んでもらえた。 （４０代:女性)
・直接会って手渡しするのが恒例となってるので続けたいと思ってます。 必ず食事をして喜ぶ顔がみたい。 （６０代:女性)
・毎年変わりなくちらし寿司を作り花束を贈っていましたが、今年は家がリフォームでバタバタしているので
外食となりました。 （４０代:女性)
【プレゼント】
・ソファーとテーブルを贈ったこと （５０代:男性:)
・まだしてもらったことはないが 母に セーターや コートをかってあげたことが とてもうれしかったようです。 （６０代:女性)
・一昨年おばあちゃんに冬用のダウンを贈りました。結婚の御祝いのお返しの意味も込めていつもより奮発してダウンを選び、
アウトドアメーカーの長く使えるものにしました。いつもはお菓子等食べ物を一緒に食べて過ごしていたので驚かれました。
（２０代:女性)
・義母にセーターを送りとても喜ばれました。 （６０代:男性:)
・敬老の日は贈る側です。品物は好みがあったり、病気などで食べるものの制限があったりするので現金に決めている。
（５０代:女性)
・結婚してから、旦那のおばあちゃんに贈り物をするようになりました。 血のつながった祖父母にそのような事をしてあげた事が
なかったのですが、旦那のおばあちゃんが贈り物をすると喜んでくれるので、血のつながった祖父母が生きているうちに
孝行してあげればとおもいました。 （３０代:女性)
・主人の御両親にお花を送ったら、これからはお金にしてくれと言われたショックがトラウマになりました。 （６０代:女性)
・祖母の好きな花だけを集めた花束をプレゼントした。 （３０代:男性:)
・毎年、いくらの醤油漬けを作って、持って行ってます。 （５０代:女性)
【電話・声を聴く】
・なかなか会えないので、敬老に日は電話をします。 （４０代:女性)
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今までの敬老の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていることがありますか？（自由回答）

【孫からのプレゼント】
・去年の敬老の日に、6歳の長男が作ったクッキーを贈りました （３０代:女性)
・今は亡き祖母にニットの帽子を編んで渡したところなくなってからお孫さんが作ってくれた帽子をずっとかぶっ
歩いていたのよと聞かされたこと。 （３０代:女性)
・子供が書いた祖父母の似顔絵を入れておいたらとても喜んでくれました。 （４０代:女性)
・今年子どもが2歳になったので、おじいちゃん、おばあちゃんに初めてプレゼントしました。手すきハガキを手作りして、
どもの手形を押したものでしたが「大きくなったね」と喜んでくれました。 （４０代:女性)
・小さい頃には必ず祖父や祖母の似顔絵を描いて渡していたのを思い出しました。いつも見える場所に飾ってくれていたなぁ。
（３０代:女性)
・祖母に似顔絵を渡し、ほんの少しですが花束を買いました。 気持ち程度の贈り物ですが祖母はとても喜んでくれたので
よかったです。 （１９歳以下女性)
・今年孫が生まれて いつか孫に敬老の日を祝って貰える楽しみが出来ました。 祝って貰えるようなおばあちゃんに
ならないと・・・ね。 （５０代:女性)
・孫に手紙をもらいました。今でも大切にとってあります。いつ読んでも心がなごみます。 （６０代:男性:)
・東京にいる孫達（６・４・２才）から、自筆の手紙をもらった時。 父母と私達（子供たちは独立済み）二世帯住宅で生活して
いるので、４人で敬老の日のお祝のケーキに毎年面白いメッセージを書くこと。 （６０代:男性:)
・毎年、子供のお手紙とお絵描きと写真を添えて、小物とともに遠い祖父母へは送って、近くの祖父母には手渡ししています。
（４０代:女性)
【その他】
・母の日、父の日はプレゼントをしている。母の誕生日プレゼントも11月にしている。なので記念日が多く、プレッシャーにも
感じる。 （４０代:女性)
・両親は自分が敬老の枠に入るのが抵抗があるみたいで かえって失礼かなと思うからあえて何もしていません(^_^;) （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
敬老の日のギフトに関しては、全体の5割程度の方が利用しているようです。
ギフトは直接手で渡すと答えた方は全体の約4割、ギフトとして多く利用されるものは食品やスイーツなど食べる物でし
た。
購入先は百貨店が多く、1万円未満の金額で購入されるようです。
敬老の日で、多く聞かれるキーワードは、「孫」です。
孫の写真や、孫からの手紙、孫からのプレゼントなどが、敬老の日のギフトや行事の思い出として多く意見をいただきまし
た。
また一部に、父の日、母の日、など同様の主旨の記念日が多くプレッシャーを感じるという意見もありました。
高齢化が進むにつれ、意図は違う記念日ですが、過ごしかたや祝う相手などが重複してくるということでしょうか。

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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