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北海道のくらしアンケート
第231回アンケート「2016年

くらしく

お盆の帰省

アンケートレポート

」

アンケート実施期間 2016年8月13日～8月31日
モニター総数 278名（男性63名 女性215名）
調査方法
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
●2016年のお盆、帰省する（40％）、帰省しない(実家含め）（49％）。
●帰省する期間は、日帰り（14％）、2泊3日（7％）、1泊2日（10％）。
●帰省する日程は、8月13日（水）以降（21％） 8月9日（土）以降（9％）
●お盆の帰省の主な目的は、お墓参り・お参り（42％） 家族や親せきと集まる（33％） 友人・知人と会う（7％）
●お盆で行うことは、お墓まいり・お参り（57％） 帰省土産を買って帰る（26％） 家族そろって外食（18％）
●「お盆玉」をあげた、受け取ったことがある、全体の3割。
●お墓参り以外に、家族や親せきが集まる重要な機会になっている。

■アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016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お盆の帰省期間は何日間程ですか
③帰省する場合、日程はいつ頃ですか？
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？

■質問１

⑥お盆で行うことはなんですか？
⑦お盆玉のあげたことがありますか？
⑧今年のお盆時期のご予定、お盆時期の思い出

今年のお盆の帰省はしますか？
＜単一選択 n=278＞
40%

帰省する

45%

帰省しない
帰省を迎えた

4%

迎える側だが、特に来る予定はない

3%

その他

4%

■質問２

2016年のお盆の期間は、
8月13日（土曜日）～16日(火曜日）となり、
8/11（山の日・祝）～14日（日曜日）を中心
に帰省される方が多くなります。
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。
○帰省する（40％）
○帰省しない（45％）
○帰省を迎えた（来客）（4％）
○帰省を迎える側だが来る予定はない（3％）
となっていて、4割の方が帰省する。約半数の方
が帰省しない、迎える。と答えています。

お盆の帰省は何日間程ですか。
＜単一選択 n=278＞
53%

14%

9%

10%

5%

4%

5%

帰省する期間をお聞きしました。
1位：日帰り（14％）
2位：2泊3日（10％）
3位：1泊2日（9％）

2%

でした。

■質問３

帰省する日、迎える日はいつでしたか。
＜単一選択 n=278＞
52%

21%
3%

6%

13%
4%

2%

帰省する日程をお聞きしました。
1位：8月13日（土）以降（21％）
2位：8月11日（木・祝）以降（13％）
3位：8月6日（土）以降（6％）
でした。
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■質問４ どのような手段で行きましたか？
または、来ましたか？＜複数選択 n=278＞
自家用車等

33%

列車やバスなどの公共交通機関

11%

自転車や徒歩

1%

帰省する交通手段をお聞きしました。
1位：自家用車（33％）
2位：列車・バスなど公共交通機関（11％）
3位：飛行機・船（5％）

タクシーやレンタカー

1%

でした。

特に決めていない わからない

0%

その他

1%

飛行機や船

5%

帰省しない・迎えない

52%

■質問５

お盆の帰省に行く、来る際の主な目的は何ですか？
＜複数選択 n=278＞

お墓参り・お参り

42%

家族や親せきが集まってお盆を過ごす

33%

友人・知人と会う

7%

帰省先で行楽やレジャー

6%

レストランや会場などで会食

6%

ホテルや旅館など宿泊地でお盆を過ごす
その他
とくにない わからない
お盆を行わない

2%
3%
4%
6%

帰省しない・迎えない

36%

■その他の意見
・3月に出産したので、安産祈願のお札を返納に。（２０代:女性）
・家事の手伝いもせず、ゆっくりさせてもらう。３０代:女性）
・懐かしい自分が育った御近所へ挨拶がてら訪問もします。（６０代:女性）
・帰省はしませんが、お墓参りに行きました。（１９歳以下男性）
・帰省先でお祭りがあるのでそれに合わせて。（４０代:女性）
・高齢になった義両親の為に日々出来ないお掃除をして帰ります＾＾；（４０代:女性）
・今年は祖母の米寿のお祝いがあり親戚一同の集まりがあったため（３０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（33％）
3位：友人・知人と会う（7％）
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（6％）でした。
自由意見では、祖母のお祝いの集まりや、地域のお祭りに合わせて帰省する。などがありました。
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■質問６

例年、お盆に行うことはなんですか？＜複数選択 n=278＞
57%

お墓参り・お参りに出かける
26%

帰省みやげを買って帰る
18%

外食・会食する
11%

お盆お供えセットを買う

9%

花火をする

7%

お祭りに行く

6%

盆飾りをする
盆提灯を飾る

6%

盆踊りに行く

5%

精進料理やお惣菜セットを食べる
仕出し料理・オードブルを予約する

2%
1%

その他
とくに決まっていない わからない
お盆を行わない

4%
14%
15%

例年、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（57％）
２位：帰省みやげを買って帰る（26％）
３位：外食・会食する（18％）
４位：お盆お供えセットを買う（11％）
5位：花火をする（9％）となりました。

■質問７ お盆の帰省の際に、「おこづかい（お盆玉）」を、
本人含め自身の家族が受け取った、またはあげたことがありますか？
＜単一選択 n=278＞
「お盆玉」を受け取った、あげた
「お盆玉」をあげた

13%
4%

「お盆玉」を受け取った

13%

「お盆玉」を受け取った、あげたことが無い

23%

お盆を行わない
わからない
帰省しない・迎えない

10%
6%
31%

お盆玉（お盆時期の帰省時に、あげたり、受け取るおこづかい等）についてお聞きしました。
１位：お盆玉をあげた、受け取った（13％）
２位：お盆玉をあげた（4％）
３位：お盆玉を受取った（13％）
４位：お盆玉をあげたり、受け取ったことが無い（23％）
「お盆玉」に関して、全体の3割が、あげたことがある、または受け取ったことがあると答えています。
2割を超える方がお盆玉の受け取った、あげたことが無いと答えています。
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■質問８

今年のお盆のご予定や、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（自由回答）

【家族と過ごすお盆】
・90歳の母が忘れられない思い出が１９歳で南方で戦死した一番近い兄のことだそうだ。
お盆のひと時の母との話。 （６０代:男性)
・家族と一緒の花火 （４０代:女性)
・皆でわいわいがやがや料理を食べたり、遊んだりすること。 （３０代:女性)
・汗だくになりながら、焼肉をする。 孫が焼肉がだいすきなので、祖父がビニールハウスの中で
焼肉の用意をしてくれます。 （４０代:女性)
・兄弟やその子どもと自分のところを合わせて10人の孫が集まって親を囲む。（４０代:女性)
・今年のお盆は 住職だった 主人の祖父の27回忌で 子ども 孫 檀家さんが 集まり お寺で お経をあげたり
昼食の時に クイズ大会をやったりして とても 和やかでした。 （４０代:女性)
・今年は久しぶりに会う親戚に会えたのでうれしかったです。 （４０代:女性)
・今年は昨年生まれた第一子を連れての初めての帰省となりました。 （３０代:女性)
・今年は自分の実家に盆前に帰省したので、お盆期間は市内の義実家での行事だけで暇なお盆を
過ごしました。（２０代:女性)
・今年は二人目の子供か生まれてちょうど1ヶ月がお盆の時期だったので、私の祖父母のところに子供に
会ってもらうのもかねて行きました。抱っこもしてもらえてよかった。 （２０代:女性)
・今年自分の祖父の50回忌があり,親戚が久々に集まった。 （３０代:女性)
・三人兄弟の真ん中に私がいますが、年々兄もいなくなり寂しいので、弟と良く会う様になりました。
（６０代:女性)
・両親は、既に他界していますが、兄弟が５人全員そろっていますので、正月とお盆には、全員がそろって
「兄弟会」を開催します。総勢２９名になります。７０歳以上:男性)
・両親が健在の時は、年に一度、兄弟が集まり墓参りをして 夜は大宴会でした。 （５０代:女性)
【会食】
・家族が集まってジンギスカンをした （２０代:女性)
・今までしだしを取ってた主人の実家が、外食するようになった。義母さんも疲れてきてるんだろうなぁと
思うようになりました。 （４０代:女性)
・昨年は両親が元気だったので、あちこち出かけ美味しいモノを食べ、夏を満喫した （５０代:女性)
・父の古希祝をしました （４０代:女性)
・毎年、弟家族が帰省するので会食します。お盆より早めの時期に移動してきて 早めに戻ります。
（４０代:男性:)
【お参り】
・今年新盆でした。盆提灯などを用意して、お参り、お盆を行いました。 （５０代:男性)
・3年前にお義父さんが亡くなってから、毎年、灯籠流しをするようになりました。 （４０代:女性)
・お盆は毎年義実家に日帰りですが帰省します。 仏間の大きな仏壇を掃除したり日ごろ出来ない
お掃除をします。 （４０代:女性)
・家族でお墓参りに行ったり、近所のお祭りに行きます。 （１９歳以下男性:)
・今年は祖母が亡くなって初盆でした。祖母が亡くなって２日後に子供が産まれ、祖母に子供を会わせる
ことが叶いませんでしたが、ひ孫とともにお墓参りをして報告してきました。 （３０代:男性)
・今年は母の初盆でした。準備が大変だったけど、いい勉強になりました。 （５０代:女性)
・夫婦お互いの実家が近いため、久しぶりに親戚が集まりみんなでお墓参りに行き、大きくなった、いとこ
同士の子供を見られたりするのが毎年のお盆の楽しみです。 （３０代:女性)
・毎年帰省して墓参りをしていますが今年は風邪をひいて熱があり帰省できませんでした。 （５０代:女性)
・夕刻の墓参りで、雨蛙が墓石に数匹たかっていました。とても愛らしく墓地の両親も喜んでいたと思います。
（６０代:男性)
【お盆時期を使って行楽レジャー】
・お墓まいりは早めに済ませ ライジングサンのフェスへ行っている （５０代:男性)
・お盆(夏休み)は もっぱら旅行にでかけ 墓参りなどはしていません 道東めぐりをここ数年おこなっており
楽しんでいます （５０代:女性)
・お盆休みに日帰りレジャーする （５０代:女性)
・ここ3年は毎年フェスに行っている 1年で最高の楽しみになっている （５０代:女性)
・海に「蟹釣り」に行きました。えさはいかの足で海辺で釣れます。 子供たちは喜び釣った蟹は味噌汁に
します。 （４０代:女性)
・去年結婚して初めて旦那さんの親族の墓参りに行った。 （３０代:女性)
・今年結婚をし、主人側の親戚の方から結婚祝いをいただいたので、そのお返しの気持ちも込めて、お盆に
お仏壇用のお花をお送りしました。 （２０代:女性)
・大人になってから久しく行っていなかった流水プールに出かけた。楽しかった （５０代:女性)
・毎年、恒例になっている、キャンプや温泉宿泊をしました。 北海道の食べ物の美味しさは、住んでいる時
には気づかなかったです。 （４０代:女性)
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■質問８つづき

今年のお盆のご予定や、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（自由回答）

【花火大会・夏の風物】
・お盆に行くというよりか、お盆に実家のある市内で花火大会があるので、毎年実家には行きます。
（５０代:女性)
・お盆の時期に家族で必ず和歌山県の花火を見に行くことにしています。 （４０代:女性)
・地元の花火大会に子どもを連れて行きました。子どもは2歳 はじめは大きな音に少し緊張している
ようでしたが、すぐに慣れて楽しんでいました （３０代:女性)
・道南の知内町の知内まつり！北島三郎の出身地なので毎年さぶちゃん率いる演歌歌手が来て
ショーをして盛り上がります。（４０代:女性)
・盆踊りに子供が参加し一生懸命踊ることが出来てきた。 （４０代:男性)
・毎年お盆くらいに実家付近で花火大会があるので、帰省します。（３０代:女性)
【地元の友人・知人と親交を深める】
・古い友人と行ったホームパーティーや、渋谷など繁華街でのショッピング。ラーメン屋巡りなど。
（３０代:男性)
・高校の女子同窓会、久々に皆と会えて嬉しかったです。意外と皆地元に戻ってきていて驚きました。
（２０代:女性)
・東京から札幌に帰ってくる友人たちとビアガーデンで飲み会 （３０代:女性)
・毎年高校の同窓会があります （４０代:女性)
【お迎え・おもてなし】
・子供が幼稚園に入ってからはお盆時期に親戚の家で畑で野菜を収穫させるのが定番になっています。
（４０代:男性)
・毎年、義母が「ぼた餅」作りますが年々数を減らしてます・・・食べる人が減ってるので （５０代:女性)
【お盆時期を避けて】
・お盆の時期は混むので日程をずらし、来週に帰省します。行く方法は、妹の車に一緒に乗せて
もらいます。帰省先の花火大会にみんなで行く予定です。 （４０代:女性)
・お盆期間は例年仕事があって、日常となんら変わらずに過ごしています。少し暑さが和らいでから
時季を見てゆっくりします。お墓参りもお盆にこだわっていません。 （４０代:女性)
・渋滞に巻き込まれうんざり （４０代:女性)
・朝早く、渋滞しないうちにお墓参りに家族と行った。 （３０代:女性)
・夫の仕事の都合で今年のお盆休みは9月に入ってからです。私の実家の函館に帰省しますが、函館の
お盆は7月なので、純粋の？お盆休みとはちょっと違うかも（お墓参りはしますが） （５０代:女性)
【その他】
・2年前のお盆に、妻の実家に帰省中、妻と妻の父親が大喧嘩となった。（３０代:男性:)
・今年から娘が甲子園球場でアルバイトを始めました。お盆の間は高校野球で連日娘は仕事に出ていて、
球場は満員御礼で大盛り上がり。４０代:女性)
・帰省先が遠く、子供が中学生になると、ただでさえ高い飛行機代がめちゃくちゃな値段になるので
数年間帰省出来ていなかったが、今春、転勤となったので気軽に高速バスで帰られた。（４０代:男性）

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という意見もありました。
最近注目されてきた「お盆玉＝お盆の帰省時に孫などにあげるお小遣い」ですが、3割の方が利用しているようです。
※昔からあったと思いますが、お盆玉という「スタイル」として注目されたのは最近のことですね。

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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