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北海道のくらしアンケート

第201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

2015年こどもの日アンケート

2015年4月22日～5月25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
●こどもの日のお祝い（端午の節句含め）を行った（27％）、以前行っていた（28％）、行ったことが無い（26％）。
●こどもの日のお祝する子供が家族にいる（33％）、お祝をする子どもはいない（51％）。
●ご自宅に五月人形や鯉のぼりがある（15％）、五月人形がある（22％）、鯉のぼりがある（4％）、家にはない（42％）。
●こどもの日」に贈り物、したことがある（23％）、したことがない（62％）
●こどもの日の贈り物は、親として贈った（19％）、叔父・叔母として贈った（7％）、祖父母として贈った（4％）。
●こどもの日の贈り物は、玩具（24％）、現金・商品券（15％）、知育玩具など（14％）、金額は2000～8000円未満。
●こどもの日は「柏餅・ちまきを食べる（58％）」「食事会やパーティーを行う（24％）」

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年のこどもの日に関してのアンケートをお願いしました。

このアンケートでいう「こどもの日」は、「端午の節句～五節句の一つ 男子の健やかな成長を祝う日」を、含めています。
「こどもの日」は、男女を問わず子どもの成長を祝う国民の休日です。こどもの日と端午の節句は、ちょっと違いますが子供の成長
を祝うことは同じなので、一緒にお聞きしています。以上を踏まえてご覧ください。
■質問内容

①今年子どもの日(端午の節句含め）のお祝いを行いますか？
②「こどもの日」お祝いするお子さんが身の回りにいますか？
③ご自宅に五月人形や鯉のぼりをお持ちですか？
④「こどもの日」に贈り物をしたことがありますか。
⑤「こどもの日」の贈り物はどのような立場で贈る？

⑥「こどもの日」の贈り物なにを贈る？
⑦「こどもの日」の贈り物、購入するお店は？
⑧「こどもの日」の贈り物、１品当たりの価格は？
⑨「こどもの日」にちなんで 行うことはなんですか？
⑩「こどもの日」のお祝いにしたいこと、することは？
⑪「こどもの日」で行った事で、思い出に残っていること。

■質問１ 今年、子どもの日(端午の節句も含
め）のお祝いを行いますか？＜単一選択
n=300＞

こどもの日のお祝い（端午の節句含め）を行ったかど
うかお聞きしました。

行う 行っ
た
27%

行ったこと
がない:
26%

以前は行っ
ていたが、
今はしてい
ない:
28%

行わない
行わなかっ
た:
19%

○行う、行った（27％）
○以前行っていた、今はしてない（28％）
○行わない（19％）
○行ったことがない（26％）
今年お祝いをした方は27％で、
こどもの日のお祝いをしたことがある、以前はしてい
たと答えた方を合わせると半数以上の方が、こどもの
日のお祝いを行っていたようです。

■質問２ 「こどもの日」の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（同居）

33%

親類や娘・息子の家族にいる（別居）
友人や知人の家族にいる
近所や知り合いにいる

13%
5%
2%

その他

3%

わからない

3%

お祝いをする子どもはいない

51%

こどもの日のお祝をするお子さんが身の回りにいるかをお聞きしました。
○家族の中にいる（33％）
○親類や娘・息子の家族にいる（13％）
○友人や知人の家族にいる（5％）
となっています。1/3の方が「家族の中にお祝をする子どもがいる」と答えています。
また、半数の方が「お祝をする子どもはいない」と答えています。
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現在、ご自宅に「こどもの日(端午の節句）」に飾る、五月人形や鯉のぼ
りをお持ちですか？＜単一選択 n=300＞

五月人形(兜飾りも含め）・鯉のぼりがある

15%

五月人形(兜飾りも含め）だけがある

22%

鯉のぼりだけがある

4%

以前あったが処分した、人にあげた

8%

購入したことが無い、一度も自宅にはない

42%

わからない

9%

ご自宅に、五月人形や鯉のぼりをお餅かをお聞きしました。
○五月人形も鯉のぼりもある（15％）
○五月人形だけある（22％）

○鯉のぼりだけある（4％） でした。

その他に、「以前あったが処分したり、人にあげた」（8％）
「購入したことがない、自宅にない」（42％）、等の意見がありました。

■質問４ 「こどもの日」にちなんで、贈り物を
贈ったことがありますか。
＜単一選択 n=300＞
今年贈る、
贈ったことが
ある
23%

贈ったことが
ない
62%

こどもの日にちなんで、贈り物をしたことがあるかを
お聞きしました。
○今年贈る、贈ったことがある（23％）
○贈ったことが無い（62％）
となりました。
6割以上の方が、こどもの日に贈り物をしたことが無
いと答えています。

わからない
覚えていない
15%

■質問５ こどもの日の贈り物は、どのような立場で贈りましたか？
＜複数選択 n=300＞
19%

親として
7%

親戚(叔父さん・叔母さん）として
祖父・祖母として

4%

家族として

4%

(親や祖父母の）友人、知人として

2%

祖父・祖母にお金をもらって子供に買ってあげた

1%

その他

2%

贈ったことがない

71%

こどもの日の贈り物は、どのような立場で贈ったかをお聞きしました。
1位：親といｓて（19％）
2位：叔父・叔母として（7％）
3位：祖父・祖母として（4％）
同3位：家族として（4％） 5位：親や祖父母の友人・知人として（2％）となっています。
※質問４の選択肢「贈ったことが無い」と割合の差があるのは、「わからない・覚えていない」の一部が
当選択肢に流れたためと思われます。
㈱オミセネット http://omisenet.com/

2016/1/23 6/2 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第201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

2015年こどもの日アンケート

2015年4月22日～5月25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

■質問６ 「こどもの日」にちなんで、贈り物をするとしたら、
どのようなものを贈りますか？＜複数選択 n=300＞
24%

玩具
15%

現金・商品券

14%

知育玩具など子供の成長に関係するもの

12%

衣料品
8%

レジャーや旅行などへ連れていく

7%

子供の学習に関係するもの

6%

テレビゲーム
生活用品
携帯ゲーム機
その他

5%
3%
5%
46%

贈らない

■質問6 その他の意見
・兜型のパッケージに入ったお菓子（３０代:女性）
・自分が子供のときに、ほしかったものをあげる（２０代:男性）
・うちは娘になるので、鯉のぼり等は御座いませんが、 玩具や洋服をプレゼントする予定です。（３０代:女性）
・レジャーや旅行などへ連れていく（４０代:女性）
・運動会が翌月なので、小学校低学年と年長の甥に手紙とともに運動靴やバドミントンなどを贈りたい。（４０代:女性）
・温泉に行って たのしいひと時を過ごす（６０代:女性）
・携帯電話・GPS付スマートフォン（５０代:女性）
・今は子どもが小さいので、比較的安価な玩具や手作りおもちゃをプレゼントしています。もう少し大きくなったら、
子どもの行きたいレジャーやイベントに連れていくかたちにしたいと思っています。（２０代:女性）
・今年は自転車を贈ります（４０代:男性）
・子の親が利用しやすいように現金や商品券がいいと思う（４０代:男性）
・子供の日にちなんだケーキ。（４０代:女性）
・自分の３人の子供には、それぞれに子供（孫）がいまして、総勢６人の孫がいます。お祝いは、平等になるように
全員で食事会をしています。おこずかいや玩具などは買ってあげません。（７０歳以上:男性）
・小さな玩具付のおやつなど（３０代:女性）
・妖怪ウォッチグッズ（２０代:男性）

こどもの日にちなんで、贈り物をするとしたら何を贈るかお聞きしました。
1位：玩具（24％）
2位：現金・商品券（15％）
3位：知育玩具など（14％）
５位：レジャーや旅行に行く（8％） となりました。

■質問7

４位：衣料品（12％）

「こどもの日」にちなんで、贈り物をするとしたら、どこで購入し
ますか？＜複数選択 n=300＞

量販店（総合スーパーマーケット）
百貨店
専門店（家電・おもちゃ）
インターネットショッピングサイト
専門店（食品・スイーツ）
専門店（衣料品）
専門店（生活雑貨・インテリア・ホームセンター）
ギフトショップ
通販・カタログ・ゆうパック等
現金、商品券、旅行など
手作りを贈った
わからない・その他
贈らない

25%
20%
14%
11%
10%
8%
4%
4%
2%
9%
1%
5%
43%

こどもの日の贈り物を購入するお店をお聞きしました。
１位：量販店（25％）
２位：百貨店（20％）
３位：専門店（家電・おもちゃ）（14％）
４位：インターネットショップ（11％）
５位：専門店（食品・スイーツ）（10％） となりました。
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「こどもの日」にちなんで、贈り物をするとしたら、１品当たりの価格
はどれくらいだとおもいますか？＜単一選択 n=300＞
38%

17%
14%

13%
7%

6%
1%

1%

0%

1%

0%

1%

こどもの日の贈り物の１品当たりの価格についてお聞きしました。
１位：２０００～４０００円未満（17％） ２位：２０００円未満（14％）
３位：４０００～８０００円未満（13％） ４位：８０００～１２０００円未満（7％）
となっています。 ２０００円から８０００円未満で考えられているようです。

■質問９ 「こどもの日（端午の節句）」のお祝い、こどもの日にちなんで
行うことはなんですか？＜複数選択 n=300＞
柏餅・ちまきを食べる

38%

こどもの日限定ケーキやスイーツを食べる

20%

五月人形を飾る

18%

兜飾りを飾る

17%

オードブルやちらし寿司を食べる

17%

鯉のぼりを飾る

15%

記念撮影する

13%

菖蒲かざりをする
その他
とくに決まっていない わからない
何もしない 行ったことが無い

4%
2%
12%
33%

こどもの日にちなんで行うことをお聞きしました。
１位：柏餅・ちまきを食べる（38％）
２位：こどもの日限定ケーキ、スイーツを食べる（20％）
３位：五月人形を飾る（18％）
４位：兜飾りを飾る（17％）
同４位：オードブルやちらし寿司を食べる（17％）
となりました。
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「こどもの日」のお祝いにしたいこと、することはなんですか？
＜複数選択 n=300＞

食事会やパーティを行うこと

24%

家族そろって食事やレジャーの外出をする

20%

子供の写真やビデオ映像など、記録に残す

12%

こどもの日、端午の節句の行事イベントに行く

10%

帰省し親族で祝う
記念に撮った写真やビデオを祖父母におくる
家族旅行をする
その他

4%
3%
3%
1%

決まっていない わからない

21%

特に無い 行わない

39%

こどもの日のお祝の際にしたいこと、することをお聞きしました。
１位：食事会・パーティー（24％）
２位：家族そろって外食、レジャー（20％）
３位：写真、ビデオを残す（12％）
４位：こどもの日行事イベント参加（10％） ５位：帰省（4％）
となりました。

■質問１１

今までの「こどもの日」で行った事で、思い出に残っていること（自由回答

一部抜粋）

【こどもの日のお祝い】
・うちは女の子だけど、「こども」の日なので、何かしてあげたいと思ってます。プレゼントなどではなく、
地域のイベントに参加するくらいのことですが、こどもの日を意識して遊ばせてあげたいです。 （３０代:女性)
・ケーキを食べたり写真やビデオを取ったりして楽しく過ごしたことです。 （６０代:女性)
・兜飾りを祖父母に買ってもらって飾り、家族みんなでお祝いをしました。 去年が初めての節句だったのですが、
4ヶ月の赤ちゃんだったので柏餅をぺロットなめさせるだけで後は親が食べました（笑） （３０代:女性)
・兜のケーキを去年買いました＾＾ 兜の形を一瞬で切り崩した息子の行動に、なんとなく悲しい気持ちの
昨年のこどもの日でした・・・ （４０代:女性)
・子どもの初節句を祝ったこどもの日です。一歳近かったので、離乳食や離乳食ケーキを鯉のぼり風に
アレンジして、いつもより食のすすみが良い息子に嬉しくなりました。 （２０代:女性)
・毎年手作りのチラシ寿司、サラダ、から揚げなど子供の好きな料理を作っていました。（５０代:女性)
・手作りのちまきを食べた （５０代:男性:)
・昔は、お寿司やオードブルなど、ご馳走と呼ばれるものがたくさんあったが、今では簡単に何でも味わえるよう
になったので、年中行事の食卓に選ぶメニューに大変悩みます。 （４０代:女性)
・大きなケーキにこいのぼりのかざりがついていた （５０代:女性)
・定番ですが、柏餅やこいのぼりケーキを食べて家族で食事 （４０代:女性)
・夫婦二人でスーパーの柏餅を食べました。もう少しで第一子の息子が誕生するので、来年は３人で食べ
られるかなぁ。 （３０代:女性)
・毎年、同じようにケーキや子供の好きなメニューを食べ、にこやかに過ごしています。 （５０代:女性)
【孫と祖父母と過ごす】
・この歳に成ると 孫が可愛い 新しい時に人生を生きて欲しい （７０歳以上:男性:)
・祖父母も一緒におうちでお祝いしたり、プレゼントをもらったり いい思いでがあります。子供もとても
喜んでいました。 （３０代:女性)
・双方の祖父、祖母が居り娘が忙しい思いをしてるので最近はお金と柏餅を届け外食に行きます。 （６０代:女性)
・孫が生まれて、行事の楽しみが増えました。 （６０代:女性)
【お祝いはしない】
・息子達が幼いころは、五月人形を飾りちまきを食べ、菖蒲湯につかり子どもに菖蒲をはちまきさせた思い出が
あります。五月人形も孫に嫁ぎました。 ちょっぴり寂しい気分です。 （６０代:男性:)
・子供が小さいころはこいのぼりを揚げたり、五月人形を飾りましたが、もう成人しているので最近は何も
しないです。 （５０代:女性)
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今年のクリスマスの予定や、今までのクリスマスで印象に残っている過ごし方（自由回答）

【イベント、遊園地など】
・GWなのでディズニーランドに行っていました （２０代:女性)
・ＴＤＬ （４０代:男性:)
・イベントで鯉のぼりを親子で作り何千匹も河辺であげた （４０代:男性:)
・こどもの日は、子どもの入場料が無料になるところが多いので 利用しました。 そこで折り紙で兜を折る…など
昔の遊びも教えてくれ 子どもたちも喜んでいました。 （３０代:女性)
【記念写真、映像を残す】
・子供が小さい頃，子供と旦那の菖蒲湯につかっている入浴中の記念写真を毎年撮っていた。 （５０代:女性)
・毎年、兜飾りの前で写真を撮っています。成長が目に見えてわかります （４０代:女性)
【鯉のぼり】
・お隣さんが大きなこいのぼりを出すのが印象的です （２０代:女性)
・茨城県に鯉のぼり流しを見に行きました。 （５０代:女性)
・昔、自分の小さい頃は祖父が家の前に鯉のぼりを、必ず飾ってくれました。 （３０代:女性)
・田舎に住んでいた時は、義父が送ってくれた両家の紋入りの特大吹流しを筆頭に鯉のぼりを掲げていましたが、
住宅街に引っ越したのでできなくなったのが残念でなりません （４０代:女性)
・幼稚園時代はこいのぼりの製作をして 持ち帰ってました。懐かしいです。 （５０代:女性)
【帰省】
・ゴールデンウイーク中なので実家に帰省しみんなで食事をする （３０代:女性)
・妹のこどもがゴールデンウィークの際に遊びに来ることがあり、その際に現金や動物園に連れていく等をする
程度かな （４０代:男性:)
【外出・外食】
・こどもの日は、夫婦の結婚記念日でもあります。実家近くの神社のお祭りに行き、子供孫と遊び外食します。
（６０代:男性:)
・子供の日が結婚記念日なので食事や旅行に行きます （４０代:女性)
・男の子が家にはいないので、鯉のぼりなどは飾らないのですが、子供と一緒に公園に行って遊んだり、
こどもが楽しめるような・ところに遊びに行く （３０代:女性)
・北海道はちょうどお花見シーズン。つつじなどが咲く公園にピクニックしたこと。 （５０代:女性)
【しょうぶ湯】
・主人は菖蒲湯をしていたそうで、数年前にスーパーから菖蒲を買ってきて、子供たちと菖蒲湯を楽しみました。
（３０代:女性)
【その他】
・こどもの日は休みなのに、ひな祭りは休みで無いと子供が言ったことがある。男の子の日は休みなのに女の子の
日は休みで無いのと聞かれたときには返す言葉がなかった。 （５０代:女性)
・子供が子供の日をあまりせがまないので、ほぼスルー （３０代:女性)
・子供が生まれました、と言うような便りの度にお祝いを贈っていますが年金生活者にとって重い負担です。
「こどもの日」のお祝いは、お金や品物をあげるのではなく食事会をすることに決めています。 （７０歳以上:男性:)
【ゴールデンウィーク】
・子供の日はＧＷというものに埋もれてしまっていて特段何かしたことはなかった。
子供が女の子ということもあって、ひな祭りだけでこどもの日のことはあまり考えていなかった。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
アンケートに関して、こどもの日は、ゴールデンウィークの連休の中にあるため、こどもの日単体でのイベントやお祝いに関
しての意見は少なくなる印象があります。
こどもの日にちなんでの贈り物に関しても、４月前に入園入学のお祝いや、春ギフトなどで、すでに贈り物をされていて、こ
どもの日の贈り物があまり多くなかった可能性があります。
興味深い意見としては、現在お祝いするお子さんがいらっしゃらない方も、季節の行事としてちらし寿司や柏餅を食べた、女
の子だけど、こどもの日のお祝いをした、などの意見がありました。
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