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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第220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

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

284名（男性62名 女性222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、ひな祭りを実施すると答えた方は全体の37％
●53％の方が自宅にひな人形があり、七人・十五人飾り（17％）、ミニサイズ（14％）、二人飾り（12％）。
●ひな祭りのお祝いは、ひな飾りをする（49％）、ケーキ・限定スイーツを買う（29％）、パーティー（27％）
●ひな祭りパーティーで用意する物は、ちらし寿司（49％）、ケーキ（36％）、ひなあられ（32％）
●ひな祭りに行うこと、パーティー（51％）、春の果実、和菓子を食べる（17％）、イベントに出かける（11％）
●ひな祭りは家族で料理を作ったり、食事をする思い出。日本人形は怖い、ひな人形を飾るのが面倒という意見があった。
■アンケート条件
今回のアンケートはひな祭りについてお聞きしました。
ひな祭りの実施、ひな人形をご家庭で持たれているか、ひな祭りの過ごし方などをお聞きしています。
■アンケート項目

①今年ひな祭りのお祝いをしますか？
②現在、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。
⑤ひな祭りの際、ひな飾りはどのようにしていましたか？

■質問１

⑥ひな祭りのお祝いをするとき、どんなことを行いますか？
⑦ひな祭りパーティ、用意するものはどのようなもの？
⑧な祭りにちなんで行ったこと。
⑨ひな祭りの思い出（自由回答）

今回はひなまつりについてのアンケートをお願いしま
した。

今年ひな祭りのお祝いをします
か？
＜単一選択 n=284＞

今年、ひな祭りのお祝いをしますか？
○する（37％）

今まで、し
たことがな
い
13%

する
37%

○いぜんはしていたが今はしていない（24％）
○しない（26％）
ひな祭りのお祝いする方は全体の37％でした。

しない
26%

以前はしていたが今
はしていない
24%

ひな祭りのお祝いをするお子さんが身の回りにいらっ
しゃるかをお聞きしました。

■質問２ 現在、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=284＞
家族の中にいる（同居）

○家族の中にいる（31％）
○親類や娘、息子にいる（15％）

31%

親類や娘、息子にいる（非同居）

○友人や知人の家族にいる（3％）

15%

友人や知人の家族にいる

3%

近所や知り合いにいる

2%

その他

1%

わからない

2%

家族の中にいる方は、全体の約3割でした。
いないと答えた方は全体の51％でした。

いない
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■質問３

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

284名（男性62名 女性222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

ひな人形を持っているかをお聞きしました。

現在ひな人形をお持ちですか？
＜単一選択 n=284＞

〇家にある（53％）
〇家にない（47％）
半数以上の方が、ひな人形を持っていると答えていま
す。

家にある
53%

家にない
47%

■質問４

現在ご家庭でお持ちのひな人形のサイズ・種類は？
＜単一選択 n=284＞
17%

七人・十五人飾り

14%

ミニサイズやケース入りひな人形

12%

二人飾り

9%

五人飾り・三段飾り

上記以外のひな飾り

2%

ひな人形を持っていない

45%

お持ちの、ひな人形のタイプをお聞きしました。
1位：七人・十五人飾り（17％）
2位：ミニサイズ、ガラスケース入りひな人形（14％）
3位：二人飾り（12％）
4位：五人飾り・三段飾り（9％）
となりました。
※一般的には、十五人飾りは、フルメンバーがそろったセットとなります。
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■質問５

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

284名（男性62名 女性222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

ひな祭りを行う時、ひな飾りはどのようにしていましたか？
＜複数選択 n=284＞
53%

家にあるひな人形を飾る
11%

ひな人形を飾らないで行う
ひな祭りのイベントや地域のひな祭りに参加する

4%

親戚や祖父母家に行ってお祝いする

3%

レンタルして利用する

1%

知人や親類等から借りて利用

1%

その他
わからない 思い出せない

2%
1%
35%

ひな祭りをしない

ひな祭りを行う際に、ひな飾りをどのようにされていたかをお聞きしました。
1位：家にあるひな人形を飾る（53％）
2位：飾らないで行う（11％）
4位：親戚や祖父母家に行ってお祝いする（3％）
となりました。

3位：イベントなどに参加する（4％）

■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=284＞
51%

ひな飾りをする
29%

ひな祭りケーキや、限定スイーツを購入する

27%

お祝いパーティーをする
16%

お祝い用お寿司・オードブルを購入する

12%

桃の花や菜の花などでお部屋を飾る
5%

娘や孫、姪、ご近所の子供に贈り物をする・ギフトを贈る

5%

外食をする
デリバリーでパーティーメニューを購入する
その他

1%
6%

ひな祭りをしない

33%

ひな祭りの日に行うことをお聞きしました。
１位：ひな飾りをする（51％）
２位：ひな祭りケーキ、限定スイーツを食べる（29％）
３位：お祝いパーティーをする（27％）
４位：お寿司・オードブルを購入する（16％）
5位：桃の花、菜の花でお部屋を飾る（12％）でした。
ひな飾りをする、は半数の方が答えています。2位のひな祭りケーキ・限定スイーツを食べる、
は約3割の方が答えています。
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■質問７

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

284名（男性62名 女性222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

ひな祭りパーティを行うとしたら、用意するものはどのようなもの
ですか？＜複数選択 n=284＞
49%

ちらし寿司
36%

ひな祭りケーキ
32%

ひなあられ
26%

桜餅
18%

和菓子やスイーツ
13%

甘酒
9%

桃のジュース・お酒

9%

手鞠寿司

7%

オードブル
菜の花ご飯

3%

その他

1%

特に用意しない

1%
30%

ひな祭りをしない
【その他の意見】
・カルピスを用意する。手巻き寿司（４０代:女性）
・はまぐりのお吸い物を作ります（３０代:女性）
・押し寿司で菱餅風を作ります＾＾（４０代:女性）
・菜の花のお浸し（３０代:女性）
・うちは毎年ちらし寿司を自分で作っています。（４０代:女性）

ひな祭りパーティ―を行うとしたら用意するものをお聞きしました。
１位：ちらし寿司（49％） ２位：ひな祭りケーキ（36％）
３位：ひなあられ（32％）
４位：桜餅（26％）
５位：和菓子・スイーツ（18％）
半数の方が、ちらし寿司を用意すると答えています。 2位はひな祭りケーキ（36％）となっています。
ケーキは、ひな祭りの定番の、ひなあられや桜餅よりも上位になりました。

■質問8

今までのひな祭りに、行ったことはなんですか？
＜複数選択 n=284＞

自宅でパーティー、お祝い

51%
17%

イチゴや桃等春の果物を食べたり、和菓子やケーキを食べる
幼稚園・保育園、地域のひなまつりイベントに出かける

11%
9%

記念写真やビデオを撮る
祖父母のお家へ出かけて一緒にお祝いする
商業施設のひなまつりイベントに出かける
ホテルやレストランのひな祭り限定メニュー・コースを利用
その他
わからない
ひな祭りをしない

5%
4%
1%
3%
2%
33%

ひな祭りにちなんで、行ったことをお聞きしました。
１位：自宅でパーティー、お祝い（51％）
２位：季節の果物、和菓子やスイーツを食べる（17％）
3位：ひな祭りイベントに参加する。（11％）
４位：記念写真やビデオを撮る（9％）
となりました。
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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第220回アンケート
アンケート実施期間
■質問９

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

モニター総数 284名（男性62名 女性222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
ひな祭りで思い出に残っていることが何かありましたらお書きください。（自由回答一部抜粋）

【ひな人形】
・7段ほどある雛人形を家族で準備したこと （３０代:女性)
・以前は毎年雛人形を出していましたが娘が大きくなるにつれ、面倒で出さなくなってしまいました。
雛人形を見て喜んでくれたころが懐かしいです。 （４０代:女性)
・義母が娘のために作ってくれたお雛様が売り物のような出来栄えで、毎年飾っています （４０代:女性)
・結婚する前は、今期が遅れないように、実家の母がひな祭りの次の日早々片付けていました （５０代:女性)
・子供の頃３人官女までのお雛様があったのを覚えていますが、特に何かした覚えがないです。 （４０代:女性)
・子供の初節句は親戚も呼んで大々的にお祝いしますが、子供が大きくなってからは飾っていません。 （５０代:女性)
・小さい時はお雛さんと遊んでいました、あと夜に楽器で演奏してお祭りをしていると信じていて、
夜遅くまで起きていて見ようとしたことがありました （５０代:女性)
・妹が小さい頃に、祖父母から豪華な雛人形を買ってもらっていました。雛人形を飾る～片づけが大変だったのを
よく覚えています。 （４０代:男性:)

【ひな祭りの思い出】
・子供のころは雛人形を飾り、ちらし寿司やひし形のケーキを食べて、甘酒の代わりにカルピスを
飲んだ記憶が・・・。 （５０代:女性)
・男の子ですが毎年 日本古来の風習として行ってきました。 春から中学生なのでもうしない？と
聞くと ママ一応女の子だからしたらいいじゃんと言われました＾＾； 今年が最後の雛節句かもです。 （４０代:女性)
【ひな祭りパ―ティー】
・親戚や友人で大勢パーティーしたこと。 （３０代:女性)
・ひな祭りはしないが自宅で奥さんに対して、 ちょこっとケーキを買ったりワイン買ったり プチひな祭りをします。
（４０代:男性)
【ひな祭りメニュー】
・ひなケーキを頑張って作った （３０代:女性)
・ちらし寿司を家で作って食べていました。あまりひな祭りの実感はありませんでしたが、家族で一緒に
お寿司を作るのは楽しい思い出でした。 （２０代:女性)
・ひな祭りには祖母がチラシ寿司を作ってくれたのだけどでんぶの赤がすごくキレイで甘みも美味しくて。
でんぶの袋を見つけそれだけを食べていて大いに祖母から叱られました（笑） （５０代:女性)
・今年はケーキの型に酢飯を敷き詰めて間に刺身やキュウリなどを挟みまた酢飯を敷き詰め型から出したら
今度は上にまた刺身などをトッピングしたチラシケーキを作りました。 （３０代:女性)
・雛人形をかたどった食事を作って娘が喜んだこと （５０代:女性)
・昔は家族でちらし寿司を食べた記憶がある （４０代:男性)
【女子会・お茶会】
・以前、いとこのお嫁さんと、その友達が娘の先生だったので、みんなでお茶会パーティをしました。 （５０代:女性)
【記念写真】
・ふつうに、雛人形をかざり、娘の写真を撮る。 （４０代:女性)
・私が小さい頃は、雛飾りを飾って家族写真を撮ってもらったことです （３０代:女性)
・写真館で、立派な段飾りをバックに撮ったのはよい記念です （４０代:女性)
・雛飾りの前で皆で写真をとりました。毎年子どもが大きくなっていく姿をみることは最大の幸せです。
（５０代:女性)
・母から贈られたひな人形と 娘を並べて 毎年写真を撮ってます。 途中 息子も産まれ、今では2人の成長を
前の年と比べられます。 （４０代:女性)
【日本人形が苦手】
・わたしは、日本人形が苦手ですが、娘はお雛様を飾ると、とても喜んでくれて、七段飾りを頑張って飾る
かいがあります。 （３０代:女性)
・こどもがリアルなお雛様にぎゃんなきして 布をかぶせてお雛様が見えない状態にして お祝いしたこと。
（３０代:女性)
・小さいとき、弟が雛人形が怖いと言って泣いていた。 （３０代:女性)
【ケーキ予約・限定スイーツ】
・パーティー日時が3月3日を過ぎてしまい、近所のケーキ屋さんに問い合わせると無理して作ってくれ、
お雛様が飾られたケーキを娘もとても喜んでいました。 （３０代:女性)
・特にひなまつりはしないが、限定スイーツは買うかも （５０代:男性)
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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第220回アンケート
アンケート実施期間
■質問９つづき

ひな祭り

2016年2月13日～2016年3月15日

モニター総数 284名（男性62名 女性222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
ひな祭りで思い出に残っていることが何かありましたら、お書きください。（自由回答一部抜粋）

【孫とお祝い】
・子ども孫達と お祝いをした （６０代:女性)
・私の実家へ毎年行き、実家のひな人形5段飾りを小学生の娘たちと飾ります （３０代:女性)
・初節句のときに、義実家に集まり、お祝いしてもらいました。 その日に急遽言われたので、買っていた
はまぐりや桃の花を持参して 義母にはまぐりのおすいものを作ってもらいました。 （４０代:女性)
・初孫で気合の入りすぎたじいちゃんがありえないくらい大きなケーキを用意していたこと（４０代:男性:
・初孫のお雛様を購入、ひな祭りはお呼ばれしてパーティーです。 （６０代:女性)
【幼稚園、学校での行事】
・小学生の頃、給食のメニューで、ひなケーキやひなゼリーがあって嬉しかった。 （４０代:女性)
・息子が幼稚園児の時に作った”めびな””おびな”でひな祭りを祝った事がある。 （４０代:女性)
・長男が通う幼稚園では年長さんがひな人形の衣装を着てひな壇に収まる「生き雛様」の行事があります。 （３０代:女性)
【その他】
・猫を飼っているのでおひな様を飾らなくなった （２０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ひな祭りのに関しての意見のまとめとして、今年にひな祭りを実施すると答えた方は全体の4割弱でした。
現在、身の回りにひな祭りをお祝いする子どもさんがいるかお聞きしたところ、約3割の方が家族の中にいると答えています。
現在ひな人形を持っているかをお聞きしたところ、家にあると答えた方は53％と半数以上の方がひな人形をお持ちのようです。
ひな人形のタイプは七人・一五人飾り（17％）、ミニサイズやケース入りひな人形（14％）、二人飾り（12％）となっています。
ひな祭りを行う際に、ひな飾りをどのようにしていたかをお聞きしたところ、
家にあるひな人形を飾る（53％）、ひな人形を飾らないで行う（11％）となりました。

ひな祭りのお祝いをどのように行うかをお聞きしました。
1位：ひな飾りをする（51％）、2位、ケーキ・限定スイーツを買う（29％）、3位、お祝いパーティ―をする（27％）でした。
ひな祭りパーティーを行うとしたら用意するものでは、
1位：ちらし寿司（49％）、ひな祭りケーキ（36％）、ひなあられ（32％）と、ひな祭りケーキはひな祭りの定番メニューとなっているようです。
ひな祭りにちなんで行うことでは、
自宅でパーティー、お祝いをする（51％）、春を感じる果実、和菓子やケーキを食べる（17％）、ひなまつりイベントへ出かける（11％）とな
りました。
自由回答では、ひな祭りを実家でお祝いする。孫とお祝いをするという意見がありました。
ひな人形に関しては、日本人形が怖くて苦手、出すのが面倒だという意見があります。
ひな祭りで、家族みんなでちらし寿司を作ったり、食事をする思い出に関しての意見が多く寄せられました。

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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