
未就学の孫がいる女性（2014年／全国）
「祖母の3世代レジャーへの意識」

調査方法：Webアンケート
調査対象 ：リビングWebメルマガ会員、リビングパートナー
調査実施時期 ：2014年5月7日〜18日
集計数 ：248件／未就学の孫がいる女性

この1年間で約半数が「日帰りレジャー」、３分の１が「国内旅行」に３世代で行っている
費用負担は「日帰り」「国内旅行」ともに、「祖父母が多め」と「全額祖父母」合わせて９割

●「 3世代レジャー」については、この1年間で「日帰り」は約半数が、「国内旅行」は3分の1が行っている。
海外旅行については4%と実際に行っている人は少ないので今回は「日帰り」「国内旅行」について取り上げる。
● 費用負担は「日帰り」「国内旅行」ともに、「祖父母が多め」と「全額祖父母」が合わせて9割を占める。今更ではあるが、3世代レジャーの費用は、祖父母側が出すものとなっている。
●「 国内旅行」は1年以内に行った人は娘世帯とは3割。「誘う・誘われる」も祖母側が費用は出すので誘いやすいためか、息子世帯・娘世帯ともに差はなかった。※ただし、n数が少ないため参考値
● フリーアンサーからは、孫が楽しめるよう、子どもを喜ばせるプランの情報は娘・嫁（=ママ）が提供し、それ以外の観光情報は、旅慣れた祖母世代が提供している姿がのぞく。
息子世帯に対しては、嫁に気を使い、主導権は息子・嫁側という意見が目立つ。

●3世代日帰りレジャー

【 1年以内に日帰りレジャーに行きましたか? 】 【費用はどちらが負担することが多いですか? 】
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●どんな意見のやりとりがありましたか?（ＦＡ抜粋）
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●どんな意見のやりとりがありましたか?（ＦＡ抜粋）

［祖母→娘への意見］
●口は出さずにお金を出す。 （東京・65）
● 孫に行きたい所を聞いて決めています。 （福岡・62）

［娘→祖母への意見］
● 意見はほとんど同じです。どちらかというと、子守としてあてにされているので、娘はかなり低姿勢です。 （千葉・61）

園児とママの情報誌「あんふぁん」

私立幼稚園に通う園児とママのための情報
誌。子育て情報はもちろん、地域密着情報を
発信し子育てライフをサポートしています。

（あんふぁんサイト
http://www.enfantliving.jp）

● 意見はほとんど同じです。どちらかというと、子守としてあてにされているので、娘はかなり低姿勢です。 （千葉・61）
● 最も交通費を抑える経路で行くこと。場合によっては世帯別の交通機関で。帰宅はできるだけ早く。 （東京・72）
● 大人の行きたいところではなくて、孫たちが楽しめる場所に行きたいといわれる。まだ未就学児なので、長時間の移動や昼寝の時間などを考えて
行動したいと言われる。食事のことも孫達中心に考える。 （香川・60）

［祖母→嫁への意見］
● まだ孫娘が1歳半なので、息子たちの希望に従っています。あまり静かなレストランなどは行けないし、小さな子連れでも行けるところを、息子たち
のほうがよく知っているので、探してもらいます。 （神奈川・63）

リビングくらしHOW研究所

女性の意識と行動を分析・研究する、リビン
グ新聞グループのマーケティングカンパニー
です。あらゆる消費の中心に存在する女性
生活者と、より深く、効果的なコミュニケー
ションを実現するための情報を発信していま
す。
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のほうがよく知っているので、探してもらいます。 （神奈川・63）
● 行きたいところを言って、孫を連れてのドライブや食事などが可能かどうか聞いた。 （香川・55）

［嫁→祖母への意見］
● こちらで決めますのでよろしくお願いします、と。 （兵庫・63）
● お嫁さんと息子で、ポスターなどを見て誘ってくれたので、特に意見と言うほどの事はありませんでした。 （東京・56）

す。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ

TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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●3世代国内旅行●3世代国内旅行

【 1年以内に国内旅行に行きましたか?】 【出かけたきっかけは?】
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【どちらが誘うことが多いですか?】 【旅行先や内容の決め方は?】
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園児とママの情報誌「あんふぁん」 私立幼稚園に通う園児とママのための情
報誌。子育て情報はもちろん、地域密着情報を発信し子育てライフをサポート
しています。（あんふぁんサイト http://www.enfantliving.jp）

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・研究する、リビング新
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聞グループのマーケティングカンパニーです。あらゆる消費の中心に存在する
女性生活者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するための情報を
発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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●3世代国内旅行●3世代国内旅行

【費用はどちらが負担することが多いですか?】【国内旅行の総額は?】
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●どんな意見のやりとりがありましたか?（ＦＡ抜粋）

［祖母→娘への意見］
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［祖母→娘への意見］
● いつも娘の要望も考えつつ、ゆっくりできるスケジュールを提案している。 （石川・63）
●（ 自分の）マイルを使って石垣島に! （兵庫・54）
● 地理、温泉、行楽地、ハイキング情報は私の方があるので、その方面では私がアドバイスし、計画することがありま
す。（ 千葉・61）
● 温泉のある場所をお願いした。 （千葉・51）
● 行きたい所や食べたい食事の希望を聞いて、孫に負担がかからない場所を決めた。 （埼玉・52）
［娘→祖母への意見］

20.7

6.9

3.4

17.9

10.7

5.4

２泊

３泊

４泊以上

［娘→祖母への意見］
● ベビーカーでも利用しやすい店舗での食事とベビーに特典のあるホテルの利用。 （大阪・56）
● 今では旅行の目的は孫中心の計画となるので、幼児用のイベント、ホテルなどの情報を娘が得て、相談をうけます。
（千葉・61）
● 意見はほとんど同じです。どちらかというと、子守としてあてにされているので、娘はかなり低姿勢です。 （千葉・61）
● 最も交通費を抑える経路で行くこと。場合によっては世帯別の交通機関で。帰宅はできるだけ早く。 （東京・72）
● 大人の行きたいところではなくて、孫たちが楽しめる場所に行きたいといわれる。まだ未就学児なので、長時間の移
動や昼寝の時間などを考えて行動したいと言われる。食事のことも孫達中心に考える。 （香川・60）

20 70
動や昼寝の時間などを考えて行動したいと言われる。食事のことも孫達中心に考える。 （香川・60）
［祖母→嫁への意見］
●部屋を別にとって、お嫁さんが気を使わないように。（ 神奈川・63）
● 孫中心に楽しめること。 （埼玉・66）
● お互いの世代が楽しく集える場所。 （愛媛・63）
● 夏休みは息子家族が旅行に誘ってくれて、初めて1歳児の孫娘と旅行しましたが、ずっと一緒だとお嫁さんも気を
使ってかわいそうなので行き帰りは1日ずつずらして2泊3日のうち1泊2日いっしょに過ごしました。とてもいいアイディア
だったと思った。（神奈川・63）

園児とママの情報誌「あんふぁん」 私立幼稚園に通う園児とママのための情
報誌。子育て情報はもちろん、地域密着情報を発信し子育てライフをサポート
しています。（あんふぁんサイト http://www.enfantliving.jp）

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・研究する、リビング新
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だったと思った。（神奈川・63）
［嫁→祖母への意見］
● お嫁さんは遠慮しているのでしょうか、何も意見とか聞いていません。でも推測して、気を使わないで楽しめるように
こちらが考えます。 （神奈川・63）
●ド ライブの途中で休むタイミングなどは任せた。孫の授乳やトイレのタイミングは嫁の方が分かるから。 （東京・59）

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・研究する、リビング新
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女性生活者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するための情報を
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