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北海道のくらしアンケート

くらしく

第197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

2015年3月4日～3月30日

300名（男性67名 女性233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
●今年ひな祭りを行った（40％）、行わなかった（43％）、したことが無い（17％）
●ひな祭りを祝う子どもが、家族にいる（31％）、親せきや孫にいる（14％）、いない（52％）
●ひな人形が家にある（54％）種類は、五段飾り・七段飾りなど（20％）、ミニサイズケース入り（12％）、二人飾り（11％）
●ひなまつり、家にあるひな人形を飾る（51％）、ひな人形を飾らないで行う（10％）
●お祝いには、ケーキや限定スイーツ購入（32％）、雛飾り（24）、パーティーをする（21％）、お寿司購入（13％）
●お祝いのメニューは、ちらし寿司（55％）、ひな祭りケーキ（37％）、ひなあられ（33％）、さくらもち（29％）
●ひな祭りにちなんですること、自宅でお祝い（55％）、春を感じる果物、ケーキを食べる（22％）、
保育園や幼稚園、地域のイベントに出かける（13％）
●ひな祭り、ひな飾りなくても、お祝する子どもがいなくても、家族で、女性同士でケーキを囲んでお祝い・パーティー。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、ひな祭りの実施の有無や、過ごし方についてアンケートをお願いしました。
■質問内容

①今年ひな祭りを行いましたか？
②ひな祭りをお祝いするお子さんが身の回りにいますか？
③現在、ひな人形をお持ちですか？
④ご家庭でお持ちのひな人形のサイズ・種類は？
⑤ひな飾りはどのように行いますか？

⑥お祝いをするときにどんなことを行いますか？
⑦ひな祭りのお祝いを行うとしたら、用意するものは？
⑧ひな祭りにちなんでおこなったこと
⑨ 今までのひな祭りで思い出に残っていること

■質問１ 今年、ひな祭りを行いましたか？
＜単一選択 n=300＞
２０１５年の、ひな祭りの過ごし方をお聞きし
ました。

おこなったこ
とがない
17%

おこなった
40%

プレミアム付商品券の購入有無についてお聞き
しました。
○おこなった（40％）
○おこなわなかった（28％）
○以前はしていたが今はしていない（15％）
○おこなったことがない（17％）

以前はしていたが
今はしていない
15%

ひな祭りをおこなったと答えた方が40％、
おこなわなかった方は、合計して43％、
今までに行ったことが無い17％と
なりました。
おこなわなかった
28%

■質問２

ひな祭りをお祝いするお子さんが身の回りにいますか？
＜複数選択 n=300＞

家族の中にいる（一緒に住んでいる）

31%

親類や娘、息子にいる（一緒に住んでいない）
友人や知人の家族にいる
近所や知り合いにいる
その他
わからない

14%
4%
3%
2%
2%

いない

52%

身の回りに、ひな祭りをお祝いするお子さんがいるかどうかをお聞きしました。
家族の中（同居）にいると答えたのは31％、親せきや、娘、息子にいると答えたのは14％でした。
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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=300＞

ひな人形をお持ちかどうかをお聞きしました。
54％の方が、「住んでいる家にひな人形があ
る」と答えています。

家に無い
46%

家にある
54%

■質問４ 現在ご家庭でお持ちのひな人形のサイズ・種類を教えてください。
＜単一選択 n=300＞
七人・十五人飾り ～五段飾り、七段飾りなど多段ひな飾り

20%

ミニサイズやケース入りひな人形 ～内裏雛（男雛・女雛）の
一対のみのひな飾り

12%

二人飾り ～内裏雛（男雛・女雛）の一対のみを飾るひな飾
り

11%

五人飾り・三段飾り ～内裏雛（男雛・女雛）と三人官女を
加えたひな飾り
上記以外

10%
2%

ひな人形を持っていない

45%

現在お持ちのひな人形の種類をお聞きしました。
1位；五段飾り・七段飾りなど他段飾り（20％）、2位：ミニサイズケース入りひな人形（12％）
3位：二人飾り（11％）となっています。

■質問５ 今までひな祭りを行う時、ひな飾りはどのように行いますか？
＜複数選択 n=300＞
家にあるひな人形を飾る

51%

ひな人形を飾らないで行う
親戚や祖父母家に行ってお祝いする
ひな祭りのイベントや地域のひな祭りに参加する

10%
3%
2%

知人や親類等から借りて利用

1%

レンタルして利用する

1%

その他
わからない
ひな祭りをしない

3%
1%
35%

ひな祭りの行い方をお聞きしました。
51％の方が、「家になるひな人形を飾る」。2番目に多かったのは「ひな人形を飾らないで行う」でした。
5割の方が、ひな祭りのお祝いは、自宅でひな人形を飾ると答えています。
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■質問６ 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=300＞
32%

ひな祭りケーキや、限定スイーツを購入する
24%

ひな飾りをする
21%

お祝いパーティーをする
13%

お祝用お寿司を購入する
9%

桃の花や菜の花などでお部屋を飾る
外食をする

3%

娘や孫、姪、ご近所の子供に贈り物をする・ギフトを贈る

3%

デリバリーでパーティーメニューを購入する

1%
7%

その他
わからない

0%
33%

ひな祭りをしない

ひな祭りのお祝いで行うことをお聞きしました。
1位：ケーキや限定スイーツを購入する（32％）
2位：ひな飾りをする（24％）
3位：パーティーを行う（21％）
4位：お寿司の購入（13％） 5位：桃の花や菜の花などでお部屋を飾る（9％） となりました。
3割以上の方がひなまつりケーキやひなまつり限定のスイーツを購入すると答えています。

■質問７ ひな祭りのお祝いを行うとしたら、用意するものは
どのようなものがありますか？＜複数選択 n=300＞
ちらし寿司

55%

ひな祭りケーキ

37%

ひなあられ

33%

桜餅

29%

和菓子やスイーツ

18%

甘酒

12%

桃のジュース・お酒

9%

オードブル

8%

手鞠寿司

8%

菜の花ご飯

3%

その他

3%

わからない

1%

ひな祭りをしない

26%

■その他の意見
・ちらし寿司や生チラシを手作りします（６０代:女性）
・ハマグリのお吸い物（３０代:女性）
・ひな祭りはしないが、この時期の限定スイーツを購入する、大きさが手ごろで食べやすい物が多い（４０代:男性）
・菜の花と紅白はんぺんのお吸い物（４０代:女性）
・菜の花の和え物、菜の花のお吸い物（３０代:女性）
・桃の花を雛人形前に飾ります、ハマグリのお吸い物を飲みます。（５０代:女性）

ひな祭りのお祝いする際のメニューについてお聞きしました。
1位：ちらし寿司（55％）
2位：ひな祭りケーキ（37％）
5位：和菓子やスイーツ（18％） となりました。
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■質問８ 今までのひな祭りにちなんでおこなったことがあれば
お答えください。＜複数選択 n=300＞
自宅でパーティー、お祝い

55%

春を感じるイチゴや桃など果物や、和菓子やケーキを食べる

22%

幼稚園・保育園などの施設や地域のひなまつりイベントに出かける

13%

記念写真やビデオを撮る

10%

祖父母のお家へ出かけて一緒にお祝いする
親と娘のイベントに出かける
ホテルやレストランのひな祭りパーティーに参加する
その他
わからない
ひな祭りをしない

6%
2%
1%
3%
1%
31%

ひな祭りに行ったこと、全般をお聞きしました。
1位：自宅でパーティー、お祝（55％）
2位：春を感じる果物やスイーツを食べる（22％）
3位：幼稚園や保育園、地域のひなまつりイベントへ出かける（13％）
4位：記念写真やビデオを撮る（10％）
5位：祖父母の家に行って一緒にお祝する（6％）でした。
5割の方が自宅でパーティーやお祝いをしたことがあると答えています。

■質問９ 今までのひな祭りで思い出に残っていること（自由回答）

【ひな祭りの思い出】
・3姉妹で着物を着てお祝いをしたこと みんなで日本舞踊の真似事をしてとても楽しかった （３０代:女性)
・うちでは、弟の誕生日でひな祭りを兼ねてお祝いしていました。 弟は１０代になった時友達に誕生日を聞かれても答え
なかったのが、今思い出すと微笑ましいです。 （５０代:女性)
・実家のお雛様は７段飾りで、毎年ひな祭りが近付くと家族総出で飾り付けするのが恒例イベントでした。子どもの頃は
ひな祭りのパーティーよりも、この家族皆での飾り付けがいつも楽しみでした。 （２０代:女性)
・娘達が嫁に行く前は、一部屋つぶして家族でひな人形を飾った。 （６０代:男性)
【孫とお祝い・家族でお祝い】
・昨年は初節句でした （７０歳以上:男性:)
・従兄の年が近いので、どちらかの家に集まって毎年パーティーを行うこと。 （３０代:女性)
・従姉のひな祭りの時に、実家に古くからあるとても綺麗なひな人形を見て感動したという記憶があります。 （２０代:男性)
・初孫の初節句、10年ぶりに娘のひな人形を出しました。今年は内裏様だけでしたが、来年は壇飾りを出そうと思います。
（６０代:女性)
・初孫とのパーティーがたのしかったです。 （５０代:女性)
・両親と一緒に紙で雛飾りを作り一緒にケーキやちらしずしを作ったこと。 （３０代:女性)
【お祝い・パーティー】
・いとことひな祭りのためにケーキを作って食べた。 （２０代:男性:)
・毎年、小学３年生と５年生の娘と雛人形を飾り、ひな祭りのケーキは夫が仕事帰りに購入してきてくれてパーティーを
していて、楽しんでいます。 （５０代:女性)
・お雛様の衣装を親が作ってくれたのを着た。 （４０代:女性)
【ひな祭りの行事】
・幼稚園の時にひな祭りのために、園児の中からお内裏様とお雛様役の園児が選ばれるのですが、お雛様に選ばれなく
て悲しい思いをした思い出があります。 （４０代:女性)
・幼稚園年長さんの長男、今年はお雛様それぞれのかっこうをして雛壇に上がる、生き雛様の行事がありました。
（３０代:女性)
・息子たちが幼稚園で生き雛になって、新聞に載った。 （５０代:女性)
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■質問９つづき 今までのひな祭りで思い出に残っていること（自由回答）

【記念写真】
・家族で写真を撮ったのを覚えています （５０代:女性)
・今年のちらし寿司は、これまでのどれよりも美味しかった。母に感謝 （３０代:女性)
・子供が幼稚園の時、園児が衣装を着て雛人形になって記念撮影。 （４０代:男性:)
・実家でのひなまつりは、5段の大きな雛壇を前に撮る写真が記憶に残っています。仏間に大きな雛飾り、そして神棚も・・・
と色々ごちゃまぜの和やかなお祝いの日でした。 （３０代:女性)
・写真屋で家族写真撮影 （４０代:男性:)
・毎年、お雛様のまえでその時のお気にいり（ぬいぐるみやギター）と写真撮影するのが決まりごとになっています。
（４０代:女性)
・娘が産まれてから 雛人形と一緒に写真を毎年撮って 成長を比べています。 （３０代:女性)
【お祝いする女の子がいないけど】
・ひな祭りとは縁がないですが、毎年ひなあられが店頭に並ぶと、ついつい買ってしまう… （２０代:男性:)
・まだ家族に娘がいないので、今年は息子達と桜餅だけ食べてひな祭り雰囲気を味わいました。もうすぐ女の子を
出産予定です、来年のひな祭りは賑やかにお祝いするぞと張り切っています。 （３０代:女性)
・子供は男の子ですが毎年季節の変わり目の習慣や習わしと言ったものを感じて欲しくて行ってきた雛祭り。
今年は流石に１１歳なので、ケーキも菱餅も要らないかなと思いましたが、３月２日のお夕食の時 「ママ女の子だから
今年もするんだよね？」と聞いてきました。＾＾） （４０代:女性)
・娘がいる友人宅でパーティを行った （４０代:女性)
【雛飾りについて】
・ひな祭りの思い出というか、女の人って結婚したら自分のおひなさんはどうしているんだろうと常々思っています。
私のは大きな七段飾りがありますが、今の家が狭くて飾れず収納場所もなく実家に置き去りになっています。（４０代:女性)
・ひな飾りというと小学校などで飾ってある多段式の大きなものの印象がある。 （４０代:男性:)
・一人目の子が女の子で、その子のはじめてのひな祭りで、義父から送られた雛人形があまりに大きいのでびっくりした
記憶があります。六畳の部屋で整理ダンスが置いてありましたが、人形を並べると部屋一杯になりました。（６０代:男性）
・子供が小さいころは毎年飾っていましたが、大きくてかさばるし飾っておく期間は短いし後片付けも大変なので子供が
大きくなって出さなくなってしまいました。 雛人形の横で毎年記念撮影していたころが懐かしいです。 （４０代:女性)
・子供が小さい頃は雛人形をかざっていたが年々飾ることが少なくなってきた （５０代:女性)
・子供が大きくなるにつれ、雛人形を飾る期間が年々短くなっていくのを感じていきました。 （４０代:女性)
・子供のころ大きい雛人形があり出すのがたいへんでした （４０代:女性)
・実家で七段飾りの手にもつ小道具などを書いた説明書が見つからず、適当に持たせたところ、おかしなことになって
しまいました。みんなで爆笑したのを覚えています。 （４０代:女性)
・実家で母は毎年、私たち姉妹２人分の２つのひな段飾りを部屋に飾ってくれました。飾るのも片づけるのも一人でこなし、
大変な作業だったと思います。日本のよき伝統行事を毎年行ってくれた母に感謝しています。 （３０代:女性)
・雛段を飾る・かたずけるが面倒。７段飾りなのでたいへんです。 （５０代:女性)
・未だに実家では私たちのために雛人形を飾ってくれています。 （３０代:女性)
・娘が生まれたとき、義母がお雛様を作ってくれました。 市販品と見間違う出来上がりで、友人からも「どこで買ったの」と
よく聞かれて、嬉しかったです。 （４０代:女性)
【ひな祭りのメニュー】
・ホットケーキにイチゴジャムを乗っけて家族でたべた。 （２０代:女性)
・いつも雛あられを食べていた （３０代:女性)
・御ひな祭りに基本的にのって はまぐり 菜の花 はんぺん のお吸い物 アナゴ エビ 蓮根 干瓢 シイタケ 卵
いくら 等使い 基本に沿って きちんと ちらしずしを 作って お祝いをした （６０代:女性)
・今年のちらし寿司は、これまでのどれよりも美味しかった。母に感謝 （３０代:女性)
・子どもと一緒にケーキを作った事。 （４０代:女性)
・子供のころ、母がちらし寿司を作ってくれるのが楽しみでした。 うちわで酢飯を冷ますのは私の役目でした（＾＾
（２０代:女性)
・子供のころは実家に7段飾りのお雛様を飾って、ひなあられや菱餅を供え、ちらし寿司やザンギでお祝いしてもらいました。
（４０代:女性)
・毎年ちらし寿司を食べるのが楽しみです （３０代:女性)
【ひな祭りで外食】
・ホテルでのバイキング （５０代:男性:)
・初節句の時に両親や親せきを招待して外食+お泊り宴会しました （４０代:女性)
・私たち夫婦と３人の子供の夫婦と、それぞれの子供（孫）６人の合計１４名で、ホテルのレストランでお祝いをします。
毎年の行事になっています。 （７０歳以上:男性:)
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ひなまつり

2015年3月4日～3月30日

300名（男性67名 女性233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

たくさんのご意見ありがとうございました。
ひな祭りのお祝いについて、今年お祝いをする方、しない方は約半数でした。回答者の内で、ご家族にお祝をする子どもが
いる方は約3割、親類や孫にいると答えた方は14％でした。
ひな人形が家にある方は54％、ひな人形の種類で多かったのは、五段飾りや七段飾りなどの他段飾りが21％と一番多く、
次に多かったのはミニサイズ・ケース入りひな人形です。3位に二人飾りが続きます。
ひな祭りの行い方で多かったのは、ひな人形を飾る（51％）、2位には、ひな人形を飾らない（10％）でした。
ひな祭りのお祝いするとき行うこと、1位は、ケーキ・スイーツ購入（32％）、2位がひな人形を飾る（24％）でした。
ひな祭りは、ひな人形を飾ることよりも、お祝いやパーティーをすることに注目が集まっているのかもしれません。
ひな祭りのお祝いで用意するメニューでは、1位：ちらし寿司（55％）、2位：ケーキ（37％）、3位：ひなあられ、4
位：桜餅、と続きます、ひな祭りケーキは、ひなあられや桜餅よりもひな祭りの定番メニューとなっています。
自由意見の内容からもうかがえますが、家族にひな祭りをお祝いする子どもがいない家庭でも、ひな祭りケーキや限定ス
イーツを買ってお祝いする。女性が集まってお祝いしたり、子どものいる友人の家に行って一緒にお祝いするなど、生活の
中でのイベントして利用されているようです。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2015/11/14 6/6 ページ

