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北海道のくらしアンケート

くらしく

第236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

七五三

アンケート

2016年10月24日～11月25日

253名（男性59名 女性194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
●七五三実施時期は北海道は約半数が10/15、全国では１１/１５が多い。
●七五三の際に行うことは「お宮参り」「記念写真」「お祝いパーティー」。
●七五三にちなんでお祝いギフト「贈ったことがある（17％）」「贈ったことがない（68％）」。
●七五三で贈るギフト「現金・商品券」「お菓子・スイーツ」「衣服」。
●七五三お礼ギフトを「贈ったことがある（13％）」、「贈ったことが無い（73％）」
●七五三でのギフトのお返し「紅白まんじゅう」「日用品のギフトセット」「記念写真」「食品・グルメ」など。
■アンケート条件
今回のアンケートは七五三のお祝いについてお聞きしました。
七五三のお祝いは、全国的には１１月１５日ですが、北海道など一部の地域では１０月１５日前後に行われることがあります。

■アンケート項目

①七五三が行われる時期はいつですか？
②七五三のお祝いするお子さんが身の回りにいますか？
③七五三の際に行うことはどれですか？
④七五三のギフト、贈ったことがありますか。
⑤七五三のギフトどのような立場で贈りましたか？

■質問１

⑥七五三にちなんで、贈り物をするとしたら？
⑦七五三のお返しギフトを贈ったことはありますか？
⑧七五三の お返しギフト をするとしたら、何を贈る？
⑨七五三の思い出（自由回答）

お住まいの地域で七五三が行われる時期はいつ？
＜単一選択 n＝253＞
＜北海道１１７名 北海道以外１３６名＞

10月15日

11月15日

その他の時期

分からない
69
56

53
28

31
9

5
北海道

2
北海道以外

七五三が行われる時期をお聞きしました。
アンケートは、地域ごとに、七五三が行われる時期をお聞きしています。
横棒の全体の長さが地域ごとのモニター数、色が選択肢です。
七五三の実施は、多くは１１月１５日に行われていますが、北海道では約半数が「１０月１５日」と「１１月１５日」でわか
れています。北海道以外の地域では、「１１月１５日」が多数を占めています。
北海道以外の地域でも、若干ですが１０月１５日に行われている地域があるようです。

■質問２ 「七五三」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=253＞
兄弟の家族にいる（甥・姪など）
家族の中にいる（一緒に住んでいる）
親戚にいる
孫にいる
友人や知人の家族にいる
ご近所や知り合いにいる
その他
わからない
お祝いをする子どもはいない

8%
7%
6%
4%
4%
1%
0%
2%
73%

七五三のお祝いをするお子さんが身の回りにいるかをお聞きしました。
多くあった回答では
「兄弟の家族にいる（8％）」「家族の中にいる（7％）」「親戚（6％）」「孫（4％）」「友人や知人の家族にいる
（4％）」となっています。
全体の73％がお祝いをする子どもはいないと答えています。
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■質問３ 「七五三」の際に行うことはどれですか？
＜複数回答 n=253＞
48%

お宮参りにいく
39%

写真スタジオに行って記念撮影をする
24%

家でお祝いパーティーを行う
18%

七五三のお祝いを贈る
11%

家族で外食をする
7%

家族や親せきが集まってお祝いをする
祖父母や親せきに挨拶まわりに行く

4%

ホテルや写真館が行っているイベントに参加する

4%

覚えていない・わからない

2%
40%

お祝いをする子どもはいない
七五三の際にすることをお聞きしました。
１位：お宮参り（48％）
２位：写真スタジオで記念写真（39％）
４位：お祝いを贈る（18％）
５位：外食（11％）となりました。

■質問４ 「七五三」にちなんで、ギフトやプ
レゼントを贈ったことがありますか。
＜単一選択 n=253＞
わからない
覚えていな
い
15%

今年贈る予
定、贈った
ことがある
17%

３位：お祝いパーティー（24％）

七五三の際に、ギフトやプレゼントを贈ったことがある
かをお聞きしました。
○贈る予定、贈ったことがある（17％）
○贈ったことがない（68％）
○わからない、覚えていない（15％）
となりました。

贈ったこと
がない
68%
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■質問５ 「七五三」にちなんでギフトやプレゼントを、
どのような立場で贈りましたか？＜複数選択 n=253＞
親戚(叔父さん・叔母さん）として

8%

親として

8%

祖父・祖母として

4%

兄弟として

3%

(親や祖父母の）友人、知人として

1%

(間接的に）祖父・祖母にお金をもらって子供に買った

1%

その他

1%
80%

贈ったことがない

七五三のギフトやプレゼントはどのような立場で贈ったかをお聞きしました。
１位：親戚として・親として（8％）
３位：祖父・祖母として（4％）
４位：兄弟として（3％） となっています。
贈ったことがないが80％ありました。
※質問4と割合が違うのは、回答形式（複数選択）の違いと、選択肢の違いのためと思われます。

■質問６「七五三」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=253＞
現金・商品券

20%

お菓子・スイーツ・ケーキ

15%

衣服（晴れ着なども含む）

15%

おもちゃ・ゲーム
食品・グルメ
ランドセル 学習机などの学用品
フラワーギフト
覚えていない・わからない

15%
4%
3%
2%
3%

お祝いをする子どもはいない

38%

【その他の意見】
・お祝いの食事会の費用を出します。(４０代:女性）
・親へ現金を渡して子どものための物を買ってもらうのがいいと思う（５０代:男性）

七五三の際に贈り物をするとしたらどのようなものを贈るかをお聞きしました。
１位：現金・商品券（20％）
２位：お菓子・スイーツ・ケーキ（15％）
同２位：衣類（15％）
同２位：おもちゃ・ゲーム（15％） ５位：食品・グルメ となっています。
その他の意見でも、現金や商品券など、使いやすいギフトが良いという意見がありました。
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七五三のお返しギフトに関してお聞きしました。
七五三のお祝いのお礼として、お返しの品を贈ったこ
とがあるかどうかをお聞きしています。

■質問７ 「七五三」で、お礼（お返し）ギフ
ト・内祝いギフトを贈ったことはありますか？
＜単一選択 n=253＞
今年贈る予
定、贈った
ことがある
13%

わからない
覚えていな
い:
14%

○贈る予定、贈ったことがある（13％）
○贈ったことがない（73％）
○わからない、覚えていない（14％）
となりました。

贈ったこと
がない:
73%

■質問８「七五三」にちなんでお礼（お返し）ギフト・内祝いギフトをするとしたら、
どのようなものを贈りますか？＜複数選択 n=523>
紅白まんじゅう・お赤飯など

14%

タオルなど日用品のギフトセット

11%

七五三の記念写真

10%

食品・グルメ

9%

現金・商品券

8%

お礼のお手紙、お礼状

6%

覚えていない・わからない

6%

食器・茶器

5%

お茶のセット
生活用品
贈らない・受け取らない

4%
2%
15%

お祝いをする子どもはいない

41%

【その他の意見】
・実家には妹の娘の七五三の写真入りの記念品が並んでいます。（５０代:男性）
・転勤の異動先で戴いたので・・・ その土地ならではの地酒を送りました＾＾（４０代:既婚）
・娘の七五三の時に弟から何かしてもらった記憶が無いので、今年甥が七五三だけれど特に何もしない予定です。
そもそも七五三に親戚に何かしてもらったりしたりという感覚がなかった。地域にもよるのでしょうかね。（４０代:女性）

七五三のお祝いのお返しギフトで、どのようなものを贈るかお聞きしました。
１位：紅白まんじゅう・お赤飯など（14％） 同１位：タオルなど日用品ギフトセット（11％） ３位：記念写真
（10％）
４位：食品・グルメ（9％）
５位：お9（現金・商品券（8％） となりました。

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2017/8/8 6/4 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第236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

■質問９

七五三

アンケートレポート
アンケート

2016年10月24日～11月25日

253名（男性59名 女性194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

今までの七五三で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること。（自由回答

一部抜粋）

【お宮参り】
・お宮参り 両親や義父母との会食 （５０代:女性)
・お宮参りと写真撮影、家族で会食。 （５０代:女性)
・お宮参りに行った際に写真を撮ったことと、恥ずかしながらお菓子をもらって食べたことしか
覚えてない。 （３０代:男性:)
・かわいい洋服着てお宮参りしたことです （３０代:女性)
・一人目の子供のお宮参りが一番印象があります。衣装も祖母に用意してもらいました。
（６０代:男性:)
・札幌から東京に転勤になった年に、近くの神社に散歩に出かけて七五三が１１月に行っていることを知り、
娘が対象になる歳なのでそのまま普段着で七五三のお祓いに参加したこと。 （６０代:男性:)
【七五三のお祝い】
・結婚して大阪から横須賀に来ましたが、娘の七五三の時に、周りの人に飴を配るという習慣があることを
知りました。和菓子店で、七五三用の飴が売っていたので、各地に色々な風習があるんだなぁと。 （４０代:女性)
【早い時期に七五三参り】
・今年初孫の七五三、前撮りして早めに神宮に行ってきました。着物を買って、写真代を払って、
お祝いの食事会の代金をもって・・・わが子の七五三より豪華に祝いました。孫のためなら、
お財布のひもは緩みっぱなしです。 （６０代:女性)
・娘の最初の七五三は11月にお宮参りに行ったら寒すぎたので、下の子の時は10月に行きました。
暖かく神社をお散歩したり楽しい思い出があります。 （３０代:女性)

【七五三の思い出】
・異動先の四国で迎えた時にはご近所のママ友達が3人がかりで お手製の讃岐うどんを作って下さいました。
紅白のリボンに包まれた讃岐うどん・・・ 涙が出るほど嬉しかったですね(＊´ｪ｀＊) （４０代:女性)
・家族で、食事に行きました。 （５０代:女性)
・みんなで普段は行かない料理屋さんで御飯を食べたのが印象に残ってます。 （４０代:女性)
・自分の七五三(3歳で行った)の時に、神社で綿あめを買ってもらったのがとても嬉しかった。
今でも綿あめは大好きで、ウキウキした気持ちになります。 （５０代:女性)
・自分の七五三の記憶は凄く晴れていて、窮屈な着物を着て、千歳飴を手がどろどろになるまで舐めた想い出
しかないです （４０代:女性)
・自分の住んでいる地方は七五三が結婚式並みでお祝い金がとても大きいです。親戚でなくても近所も呼ばれて
引き出物があったりお色直しがあったりと疲れます。＆お金がかかります。 （６０代:女性)
・大人しい息子と活発な娘の七五三を同時にやったとき、兄のお下がりのジーンズが大好きな娘は、白のシルクの
ワンピースを着て御祈祷してもらったとたん持って来ていたジーンズに即着替えたことです。（６０代:女性)
・長男が5歳の時、北海道神宮に着物を着せてお宮参りに行ったら、外国人観光客に取り囲まれて、写真攻めに
あいました。有名人気分？で長男は嬉しそうでした。 （３０代:女性)
・夫と息子と３人でお宮参りに行き、神主さんに祝詞をあげていただこうと、靴を脱いで神社の境内に入ると、、、
正装していた息子はソックスをはいていなく、裸足でした、、、恥ずかしかった。 （５０代:女性)
【祖父母のお祝い】
・祖父母が贈ってくれた着物を着て、お宮参りをした。写真館で記念写真を撮った。 （４０代:女性)
・祖父母とホテルの中華を食べに行ったのが思い出です♪ （３０代:女性)
・老人ホームにいる曾おバァチャンに晴着を見せに行ったら、入所しているお年寄りみんなが喜んでくれた。
お菓子をくれたり、おこづかいをくれたり、身内じゃないのにとても喜んでくれたこと。（４０代:女性)
・毎年孫たちの中で、該当する子供がいたときには、必ず、、現金か、旅行券か、商品券、等々送っています。
お菓子やおもちゃなどは、いつでも、あげることができますので、たいがいは、現金です。 （７０歳以上:男性:)
【稚児行列】
・稚児行列 （３０代:女性)
【千歳あめ】
・記憶には残っていませんが、神社の前で着物を着ている写真が残っています。
千歳あめを持っているのもありました。 （３０代:女性)
・子供の頃 神社で千歳飴を持って写真を撮ったこと （２０代:女性)
・千歳飴が固くて美味しくなかった記憶があります。 （４０代:男性:)
・千歳飴を買う程度だけれど、妙に七五三としての印象が濃く残っています。 （４０代:女性)
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今までの七五三で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること。（自由回答

一部抜粋）

【記念写真】
・お礼ギフトでは、子どもの写真入りのものが、受け取る方はうれしいのだと思う。 （５０代:男性)
・スタジオでちゃんとした写真を撮る （３０代:女性)
・記念写真を撮る （４０代:女性)
・今年は、県外に住む孫娘ちゃんが3歳なので、帰省した時に家族総動員で写真スタジオで写真を撮りました。
そのあとイタリアンランチしていい思い出になりました。 （５０代:女性)
・写真屋で家族皆での記念撮影をし、祖父母のその写真を送ったら物凄く喜んでくれた事。 （４０代:女性)
・写真館で写真を撮った。子供の成長の思い出になり良かったと思う。 （３０代:女性)
【その他】
・自分の幼少期を含め、今まで七五三に縁がありませんでした。しかし、昨年生まれた息子の七五三は
ぜひやりたいと思っています。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
七五三の実施時期に関しては、いろいろあるようで、９月～１０月の大安、１０月１５日前後の大安、１１月１５日など、といわれています。
お参り先の混雑具合にもよりますが、事前に時期をずらしてお参りする方もいらっしゃるようです。記念写真も６月くらいから予約ができる
ので、記念写真を予約して、撮影後、お参り用の衣装もレンタルできるようです。
七五三のお祝いギフト、お返しギフトのアンケートをお願いしましたが、あまり行われていないようです。親子、祖父母や近い親せきなど
でお祝いするため、一般的には「ギフト」という形にはなりづらいのかもしれません。
自由意見では、孫に対しての七五三のお祝いに関しての答えが多くありました。

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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