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北海道のくらしアンケート

くらしく

第233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

2016年9月14日～10月15日

270名（男性63名 女性207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
●２０１６年敬老の日に贈り物をする（24％） 贈る相手は「祖父母」「父母」
●今まで敬老の日に贈り物をしたことがある（53％）、贈り方は「直接会って（38％）」「宅配便で（16％）」
●敬老の日に贈りたいもの,食品・スイーツ（40％） 衣料・アクセサリー（21％） 産直ギフト（16％）
●敬老の日ギフトの購入先,百貨店（35％） スーパーマーケット（25％） ネットショップ（19％）
●１品当たりの購入金額、２５００～５０００円未満（32％） ５０００円～１万円未満（20％）
●プレゼントと一緒にされると嬉しいこと,手書きメッセ―ジ」（32％） 電話したり顔を合わせる（17％）
●顔を合わせてお祝いをすることが、お祝いする側、される側にとってうれしいこと（自由意見より）
■アンケート条件
今回のアンケートはくらしくモニターのみなさんに２０１６年「敬老の日」の実施状況をお聞きしました。
■アンケート項目
①今年の敬老の日に、ギフトを贈りましたか？

②今年の敬老の日に、ギフトを受け取りましたか？
④今まで敬老の日で、贈ったことがありますか？
⑤今まで敬老の日で、贈り物を受け取ったことが有りますか？
⑥敬老の日の贈り物を、どのような関係の方に贈りましたか？
⑦どんな方法で贈りましたか？受け取りましたか？

■質問１ 今年の敬老の日に贈り物をする予定
はありますか？＜単一選択 n=270＞
わからない
12%

贈る
24%

⑧敬老の日の贈り物、贈りたいもの、受け取りたいもの。
⑨敬老の日のギフト、どこで購入しますか？
⑩敬老の日のギフト、1品当たりの費用はどれくらい？
⑪敬老の日の返礼ギフトを受取ったことがありますか？
⑫敬老の日の返礼ギフトを贈ったことがありますか？
⑬今までの敬老の日で行った事や、してもらった事の思い出

■質問２今年の敬老の日に贈り物を受け取る
予定はありますか？＜単一選択 n=270＞
わからない
9%

受け取る
2%

受け取らな
い
89%
贈らない
64%

今年の敬老の日のギフトについてお聞きしました。 今年の敬老の日の、贈り物の有無をお聞きしています。
●贈った、贈る予定（24％）
●贈らない（64％）
●受け取った、受け取る予定（2％）
●受け取らない（89％） となっています。
今年の敬老の日に、贈り物をすると答えた方は全体の約1/4となっています。

■質問３ 今までの敬老の日に贈り物を
贈ったことがありますか？＜単一選択
n=270＞
覚えていな
い・わから
ない
8%

贈っていな
い
39%

贈ったこと
がある
53%

■質問４ 今までの敬老の日に贈り物を受
け取ったことがありますか？＜単一選択
覚えていな
N=270＞
い・わから
ない
4%

受け取った
ことがある
5%

受け取って
いない
91%

今までの敬老の日のギフトについてお聞きしました。 敬老の日に、贈り物の経験をお聞きしています。
今までの敬老の日で、ギフトを、
●贈ったことがある（53％）
●送っていない（39％）
●受け取ったことがある（5％） ●受け取っていない（91％） となっています。
今年の敬老の日に、贈り物をしたことがあると答えた方は５割以上いました。
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■質問５ 敬老の日ギフトは、どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=270＞
祖父母（義理も含む）

32%

父母（義理も含む）

28%

叔父、叔母、親せき
知人、友人
ご近所,町内に住む高齢者の方
お仕事やサークル、所属する組織などで

3%
3%
1%
0%

贈らない

46%

敬老の日のギフトをどのような方に贈るかをお聞きしました。
１位：祖父母（32％）
２位：父母（28％） ３位：叔父叔母、親せき（3％） 同３位：知人、友人（3％）
となっています。 贈らないと答えた方は46％でした。

■質問６ 敬老の日のギフトを、どのような関係の方から受け取りましたか？
＜単一選択 n=270＞
息子・娘（義理も含む）
孫

5%
2%

姪、甥など、親せき

1%

その他

0%

受け取らない

93%

敬老の日のギフトをどのような方から受け取ったかをお聞きしました。
１位：息子・娘（5％）
２位：孫（2％） ３位：姪、甥など、親せき（1％）
となっています。 贈らないと答えた方は93％でした。

■質問７

今まで敬老の日で贈った、または受け取った手段はどのようなものですか？
＜複数選択 n=270＞

直接会って渡した・受け取った

38%

宅配便で届けた・受け取った

17%

郵便で贈った・受け取った

13%

知人・友人に届けてもらった・受け取った

1%

その他

1%

覚えていない・わからない

9%

贈っていない・受け取っていない

38%

敬老の日でのギフトの渡し方、受け取り方をお聞きしました。
１位：直接会って渡した、受け取った（38％）
２位：宅配便で届けた、受け取った（17％）
３位：郵便で送った、受け取った（13％） となっています。
「直接会って渡した、受け取った」と答えた方が全体の38％で一番多くなりました。
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■質問８ 敬老の日に贈る、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=270＞
食品・菓子・スイーツ等

40%

衣料品やアクセサリー・ジュエリー

21%

産直ギフト品

16%

フラワーギフト

14%

健康器具・マッサージ機

10%

お酒

9%

商品券やギフト券

8%

手作りのもの

8%

日用品

7%

旅行などの招待
家電用品
その他

6%
3%
2%

わからない・贈らない

30%

【その他の意見】
・一緒に買い物に行って冬物の衣料などを買ってプレゼントする。（５０代:男性）
・健康や安否確認できるもの（携帯やスマートフォン）（４０代:男性）
・自転車とか、コタツとか、生活必需品を贈ることが多いです。（４０代:女性）
・親へのプレゼントを毎年一応考えるが、贈ったことはない。その代わり、母の日、父の日、長寿祝いは必ずしている。
自分も敬老の日のお祝いをして貰っても嬉しくないと思う。（６０代:女性）
・足が不自由な父に「立ちあがりヘルパー」を贈る予定です。椅子に座る時、ベッドから起き上がる時、手で握って
支えになるもの。（５０代:女性）

敬老の日のギフトで贈りたいもの、受け取ると嬉しいものをお聞きしました。
１位：食品・スイーツ（40％）
２位：衣料品、アクセサリー・ジュエリー（21％）
3位：産直ギフト（16％）
４位：フラワーギフト（14％）
５位：健康器具・マッサージ機（10％） となりました。
食品やスイーツと答えた方は全体の４割になりました。

■質問９ 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=270＞
百貨店

36%

スーパーマーケット・食品スーパー

25%

インターネットのショッピングサイト

19%

ショッピングセンター

16%

ホームセンター、家電量販店

10%

食品専門店

6%

ギフトショップ

6%

生活品専門店（生活雑貨・インテリアなど）

6%

ファッション専門店（・衣料・アクセサリー・など）
通販や郵便局などのギフトカタログ

4%
3%

ディスカウントストア

1%

上記以外のお店

1%

その他

1%

わからない・贈らない

31%

敬老の日のギフトを贈るとしたら、どのようなお店で購入するかをお聞きしました。
１位：百貨店（36％）
２位：スーパー、食品スーパー（25％）
３位：ネットショップ（19％）
４位：ショッピングセンター（16％）
５位：ホームセンター・家電量販店（10％）
となっています。
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■質問１０

費用はどれくらいのものを贈りますか？
＜単一選択 n=270＞

32%

30%

20%

10%
3%

3%
0%

0%

0%

0%

敬老の日のギフトを贈るとしたら、１品当たりの費用はどれくらいかをお聞きしました。
いちばん多かったのは、２５００～５０００円未満（32％）、次は５０００円～１万円未満（20％）となっています。
敬老の日のギフトは2500～１万円未満で贈ると答えた方は全体の半数以上となりました。

■質問１１ 敬老の日のプレゼントと一緒に、贈る、受け取る際にされるとうれしいこと
＜複数選択 n=270＞
贈りものに手書きのメッセージカードを入れること

32%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

17%

贈る当日に集まって食事会やパーティを行うこと

16%

子供や孫の写真や家族写真などを一緒に贈ること

11%

子供や孫の書いた似顔絵や手紙などを一緒に贈ること
その他
特にない・わからない

9%
1%
38%

敬老の日のプレゼントと一緒に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（32％）
2位：ギフトが着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる（17％）
３位：集まって食事会やパーティー（16％） 4位：写真などを贈る（11％）
となりました。
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■質問１２ 敬老の日のプレゼントを贈った後に、「お返しギフト」を
受け取ったことがありますか？＜単一選択 n=270＞
孫の日や七五三などの記念日の際に受け取った

2%

形式や記念日に関係なく受け取った

4%

お返しギフトとして受け取った

3%

わからない・覚えていない

17%

受け取ったことが無い

75%

■質問１３敬老の日のプレゼントを受け取った後に、「お返しギフト」を
贈ったことがありますか＜単一選択 n=270＞
孫の日や七五三などの記念日の際に贈った

2%

形式や記念日に関係なく贈った

3%

お返しギフトとして贈った

3%

わからない・覚えていない

15%

贈ったことが無い

77%

敬老の日の返礼ギフトについてお聞きしました。
敬老の日の返礼ギフトを受取ったことがあるか、贈ったことがあるかをお聞きしましたが、受け取った、贈ったと答えたかた
は、
全体の１割以下となりました。
この時期は、祖父母から孫へ、ランドセルや学習机、七五三のお祝いなど、ギフトが増える時期であると思いますが、
敬老の日の返礼としてとらえている方は少ないようです。
■質問9

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）

【一緒に過ごす・お祝いをする】
・実家に帰る際に、一緒に買い物に行く。食事をして冬物の衣料などを買って帰ることにしている。
（５０代:男性:)
・おじいちゃんと映画を一緒に見に行った記憶があります。ちょっとしたデートで楽しくよい思い出です。
（４０代:女性)
・家族で父母の家に行きプレゼントを渡し孫に肩もみなどさせ喜んでもらい食事に連れて行ったこと。 （６０代:女性)
・親族が集まって祝うのが一番嬉しそうです （４０代:女性)
・祖父母に神社にお参りに行った際、頂いたご長寿のお箸を贈り物と一緒に渡したら思いのほか箸のほうを
喜んでくれて うれしく思った事 （５０代:女性)
【会う・声を聞く】
・敬老の日には電話で近況報告などをしている。 （１９歳以下男性:)
・祖母が入居していた老人ホームでお祭りがあり、参加しました。 （２０代:女性)
【衣料・ファッションを贈る】
・帰省した時など、両親に似合いそうな服を選んで買って行った事を思い出します。 （５０代:女性)
・主人が福岡の自分の親にワンピースを見立て送ったら、お金の方がいいと言われショックを
受けてたこと。 （６０代:女性)
・手袋やスカーフを作ってプレゼントしました。 （１９歳以下男性:)
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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
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）

【食品ギフト】
・今年はコーヒー好きな祖母にスタバのコーヒーギフトを。 年寄りに熱湯を扱わすのが怖いので、ドリップ式でなく
スティックタイプの物にした 。４０代:女性)
・祖母にプレゼント。ケンタッキーやケーキ、惣菜を買って、家族みんなでお家パーティー。 （３０代:女性)
【手紙や写真を送る】
・おばあちゃんの似顔絵を描いて送った事があります。 （２０代:女性)
・やはり手紙や折り紙の花などを添えると喜んでもらえました。 （４０代:女性)
・祖父に手紙を書いて送ったら返事が来て文通がはじまりました。 （３０代:女性)
・毎年子供が絵を書いたり手紙を書いたりしている （３０代:女性)
【プレゼント】
・視力の落ちてきた祖母に大き目の虫眼鏡を贈ったことがあります。 毎日、新聞を読むときに使ってくれて、
「とても見えやすい」と喜んでくれました。 （３０代:男性:)
【旅行】
・国内旅行に連れて行きました。 （５０代:女性)
・子供たちから温泉旅行に招待されました。息子や娘たち夫婦、それに孫たち総勢１１人の家族で、
一泊二日の箱根に行ってきました。 （７０歳以上:男性:)
・母に九州旅行をプレゼントした （３０代:女性)
【七五三】
・今年は孫の七五三がてら、ひいおじいちゃんたちも含めた外食を予定して、予約しました。 （５０代:女性)
【その他】
・私と夫のおばあちゃんに送っています。娘にとってはひいおばあちゃん。4世代にわたってつながっていることを
うれしく思ってくれていて、私も嬉しいです。 （４０代:女性)
・フェイスブックなどで親戚・いとこたちともつながることができて、プレゼントの購入予算が約5倍にまで増額できて、
祖母の生活に本当に必要なものを購入できるようになり、介護している母も喜んでいます。 （４０代:女性)
・義母が90代なので、敬老なのか母の日なのかを悩むようになった。自分の親は70代で元気。敬「老」じゃないと思う。
敬老の日は、義母と日頃一緒に暮らしている人を特に気遣う日なんじゃないかと思うようになった。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
今まで敬老の日でギフトを贈ったことがあると答えた方は５割を超える程度でした。贈る相手として多かったのは１位が「祖父母」、２位が
「父母」となっています。ギフトとして贈りたい物では「食品・スイーツ」「衣料・ファッション」となっており、ギフト購入先は「百貨店」が１位と
なっています。購入価格帯は２５００～１万円未満なっています。
質問９の自由意見では、家族と一緒に過ごす、顔を合わせる、という意見が多く、顔を合わせてお祝いをすることが、お祝いする側、され
る側にとってうれしいことなのだと感じます。

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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