ボイスノート無記名アンケート

2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫

６０代男性

思い当たる事がない

周囲の人にあからさまに香典額が分かっ

７０歳以上男性てしまうようなやり方は問題だと思う
３０代女性

周囲の人にあからさまに香典額が分かっ
てしまうようなやり方は問題だと思う

７０歳以上男性思い当たる事がない
読経中に当日返しのパンフレットをめくる

７０歳以上男性音がうるさく、故人をしのぶ雰囲気では無
かった

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

当地では、ご町内からの香典のみ受取り、一般の方からは香典を
辞退するのが最近の状況です。 それでも、通夜、葬儀への参列御
礼は出しています。 家族葬という連絡をしておきながら、通夜、葬
判断がつかない
儀の時間を知らせて来る方も中にはいますが、家族葬ということで
あれば、葬儀後に挨拶状でも回したら良いのではないかと思いま
す。

2015/4/1 11:41

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香

当日返しの段取りがあまりにもお粗末な場合、とても失礼にあ 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/1 14:08
たる。返さない習慣を望む。
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
まわりの人に金額が知られてしまうような体制は良くないと思
う。
大勢の人の香典を預かっていったので、お返しを持ち帰るの
に困った
当日の香典返しで、お持ち帰りにならなかった弔問者を後に
なって調べて持っていったことがあります。

標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも
かく半額返してもらう方法が良い
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）

2015/4/1 16:10

2015/4/1 16:31

2015/4/1 17:48

３０代男性

受付を済ませた直後に、受付の裏で香典
袋を破る音と「○○様○千円です」という
声を聞いてしまい、不快な気持ちになった

その日にあげたものが、その日に返ってきた

５０代男性

読経中に当日返しのパンフレットをめくる
音がうるさく、故人をしのぶ雰囲気では無
かった

香典返しで使い物にならないものなら商品券の方がいいと思
う

５０代男性

思い当たる事がない

当日返しは、手間がはぶけたいへんよかった

４０代女性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

香典の額が多かったようで、後日香典返しが送られてきたこと 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/2 13:53
があります。逆に気を使わせてしまったように感じました。
かく半額返してもらう方法が良い

６０代男性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

私が住んでいる北海道釧路地方では、一律の当日返しが普 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/2 20:06
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
通

判断がつかない

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
標準）
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2015/4/1 18:45

2015/4/1 19:56

2015/4/1 22:09

ボイスノート無記名アンケート

2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫
５０代女性

受付の人が香典袋を開けて金額を読み
上げ、金額に応じたカタログギフトを渡さ
れた

煩わしさから「当日返し」を選ぶことは好ましくないです。

７０歳以上男性思い当たる事がない

当日返しについては合理的でいいと思う

受付の人たちは、香典返しの受け渡しで
混乱し、とても故人を弔う状態では無かっ
た

出口の景品交換所に、≪品物が決められ
ないので、後日受け取りたい≫と言った
７０歳以上男性ら、この場で決めて持ち帰るように強制さ
れた

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

香典はいらないといわれ持たなかったら、まわりは持ってきて 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/3 1:03
いた
かく半額返してもらう方法が良い

７０歳以上男性思い当たる事がない

５０代女性

三重県ギフト小売業協会

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内 2015/4/3 9:18
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/3 10:32
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

当日返しは受付を頼まれた人にとても負担がかかる

仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/3 11:04
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

本来の葬式から、かけ離れていて失礼だ。

仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/3 13:27
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内 2015/4/3 14:28
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/3 15:44
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

５０代女性

受付の人が香典袋を開けて金額を読み
上げ、金額に応じたカタログギフトを渡さ
れた

機械的であまりいい気分ではないと思います。

６０代男性

思い当たる事がない

そんな経験はない、いやな気分

香典額を受付で知られることが失礼だと

受付時に引換券を受け取ったケースがある。

判断がつかない

６０代男性

香典を１万円出したのに申し訳程度の当
日返しを渡された。後日に別送品が来る
ものと思っていたが、結局何も送られてこ
なかったので失礼だと思った

当日返しよりも後日の返礼が大切。

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/3 16:49
かく半額返してもらう方法が良い

４０代男性

香典額を受付で知られることが失礼だと
思った

香典額については伏せてほしい

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/4 9:05
かく半額返してもらう方法が良い

６０代男性

思い当たる事がない

当日返しは現場は大変だが後が楽

仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/4 12:03
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

７０歳以上男性思った
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2015/4/3 16:09
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2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

４０代男性

思い当たる事がない

その場で，金額を確認することが最近の常識になってきたの 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/4 13:50
か，と思った
かく半額返してもらう方法が良い

６０代男性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

当日返しは手間、暇がかからず、いい方法だと思う。ただ、
フォローも必要だ

「当日返し」にするなら、すべての弔問者

判断がつかない

2015/4/4 17:48

仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/4 21:01
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

７０歳以上男性に一律の品物を配って、高額の人の差額 当日返しは形式的で失礼だと思う
は後で別送品にするべきだと思う

５０代男性

思い当たる事がない

質問3～質問5 のような不快な経験は今までないので何とも言えな 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/5 15:22
いが、香典とはありがたい制度だと親の葬式の時に思った。 た
かく半額返してもらう方法が良い
だ、葬儀費用とは別に坊主に払う費用が高すぎると思った。

５０代男性

思い当たる事がない

香典受付の後ろについたてを立てて、香典額を確認してか
ら、引き出物（香典返し）を渡す葬祭場があったが、どうかと思
う。

２０代女性

周囲の人にあからさまに香典額が分かっ
てしまうようなやり方は問題だと思う

同じ立場の人が５千円でもらえる、かさばる香典返しをもらっ
ていなかったので、金額が少ないことが分かってしまった。

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/5 15:51
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/7 19:42
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）

７０歳以上女性思い当たる事がない

親戚関係は「福祉に寄付」となっているのでそれが一番。

４０代女性

思い当たる事がない

当日返しを受けたことはあるが、他人に香典額がわかるシス 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/8 20:43
テムにはなっていなかった。
かく半額返してもらう方法が良い

６０代男性

香典額を受付で知られることが失礼だと
思った

「お返し」は全面的に辞めたらどうか。ばかばかしい日本の習慣だと
思う。そもそも葬式で金銭を授受することもグローバルスタンダード
からみると奇異なことだろうと思う。

２０代女性

香典額で弔問者を色分けするなんて不快
だと思った

香典返しは頂いた金額によってきちんと管理してお返しするも
判断がつかない
のだと思う

６０代女性

出口の景品交換所カウンターに並んで、
香典返しを受け取るなんてわずらわしいと
思った

いままで１回ありました、なるほどこんあ方法もあるのかと感
心した。
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判断がつかない

2015/4/7 21:25

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/9 5:07
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）

2015/4/12 22:40

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/13 15:30
かく半額返してもらう方法が良い

ボイスノート無記名アンケート

2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫
４０代男性

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

香典を１万円出したのに申し訳程度の当 今のシステムが変わったのか、香典額に対してお返しの品が安す
日返しを渡された。後日に別送品が来る
ぎる。 結婚祝のご祝儀まで包みませんが相場が上がっているので 判断がつかない
ものと思っていたが、結局何も送られてこ
最低でも５０００円から１万円のお返しにしないと失礼。
なかったので失礼だと思った

2015/4/13 23:15

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内 2015/4/14 15:56
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/14 17:52
かく半額返してもらう方法が良い

３０代女性

思い当たる事がない

質問3～質問5 のようなことがあること自体知らなかった。失
礼になると思うのですが

３０代男性

受付の人が香典袋を開けて金額を読み
上げ、金額に応じたカタログギフトを渡さ
れた

当日返しは不快に思った。

５０代女性

受付の人たちは、香典返しの受け渡しで
混乱し、とても故人を弔う状態では無かっ
た

受付の人がとても忙しくしていて大変そうだった

６０代男性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

香典を受け取る時に、この香典袋には職場の３０人分入って 仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/14 18:03
ますといわれ、香典返しを慌てて用意した。
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

出口の景品交換所カウンターに並んで、

とても粗末なかさばるもので不愉快だった。いっそのこと辞退 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/14 18:42
するか、返さないルールを作るべきだ。
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界

７０歳以上男性香典返しを受け取るなんてわずらわしいと
思った

仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/14 17:54
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
標準）

５０代男性

香典を１万円出したのに申し訳程度の当
日返しを渡された。後日に別送品が来る
ものと思っていたが、結局何も送られてこ
なかったので失礼だと思った

遺族の人間性を疑った

４０代男性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

当日返しは１度しか経験がないが、あとあとが楽で画期的なこ 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/14 20:29
とだと感心した。
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界

６０代男性

読経中に当日返しのパンフレットの中か
ら、商品選びの相談をする声が不快だっ
た

当日返しが一番いいと思います

思い当たる事がない

当方の葬式では、香典を辞退するのが通常で、葬儀参列御礼を配
ります。 従いまして、質問3～質問5 に書かれているような事例に
は遭遇しません。 香典を受取る場合は、喪主本人が直接受取りま
判断がつかない
す。 このような香典に対しては、頂いた金額の半分はお返しする
のが通常です。 通常香典を受け取るのは親族からのみで、親族
は49日の御供え、一周忌の御供えも出すのが通常です。

６０代男性

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/14 20:28
かく半額返してもらう方法が良い
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香

標準）
今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/14 20:32
かく半額返してもらう方法が良い
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2015/4/14 20:58

ボイスノート無記名アンケート

2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

上司に忌中に訪問していただき、香典をいただいたが、お返し 今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
７０歳以上男 受付の人が香典袋を開けて金額を読み
上げ、金額に応じたカタログギフトを渡さ を受け取らずお帰りになったので、後日、上司宅を訪ねてお返 て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/14 21:50
性
れた
かく半額返してもらう方法が良い
しした。手間取ったことがありました。

５０代男性

思い当たる事がない

半返しルールは日本固有のものだといわれればそんな気もする
が、面倒くさいとは思っていたのでなくなれば楽かもしれないが、伝 判断がつかない
統が失われてしまうような気がして寂しくもある

４０代男性

受付を済ませた直後に、受付の裏で香典
袋を破る音と「○○様○千円です」という
声を聞いてしまい、不快な気持ちになった

いくら簡略化をしたいからと言って、当日返しにするのだった 仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
ら、家族葬だからほかの人全員に遠慮してくださいと、線を引 感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/14 23:50
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い
くべき

６０代男性

故人との永い付き合いを、事務的に線引
きされて終了する事がとても味気ないと
思った

合理性、利便性のみを追求して行われる様になる当日返し 仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
は、故人を偲ぶ集まりに似合わず、多々問題も有るので、行う 感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/15 0:13
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い
べきで無い。

５０代男性

出口の景品交換所カウンターに並んで、
香典返しを受け取るなんてわずらわしいと
思った

職場を代表して弔問した際に、香典返しを職場で香典を預
かった人の分まで持ち帰るのが大変であった。

６０代男性

香典額を受付で知られることが失礼だと
思った

そもそも香典を止めたら？

６０代女性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

香典に対してすごく少ないお返しで腹が立った。非常識だ。

思い当たる事がない

質問３から質問５に記載してあるような体験はないので何とも言え
ないが、もしこのようなことが行われているなら不愉快だし故人に対
してとても失礼である。
私も両親の葬儀をやったが、このようなことはなかったし、親戚や 判断がつかない
ホールのスタッフの人が協力してくれて助かった。
ただ、私が不快に思ったことは葬儀費用とは別に坊主に払った費
用が高いと感じたことである。

思い当たる事がない

カタログギフトは手間ばかりかかって費用対効果が低いので 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/15 11:55
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
嬉しくないが近年増えていて嬉しくない

５０代男性

判断がつかない

標準）
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2015/4/15 6:01

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内 2015/4/15 8:50
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/15 9:07
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香

６０代男性

2015/4/14 23:31

2015/4/15 9:26

ボイスノート無記名アンケート

2015年 ４月実施分

お葬式における香典に関するアンケート結果

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫

３０代女性

出口の景品交換所カウンターに並んで、
香典返しを受け取るなんてわずらわしいと
思った

本当に故人をしのぶなら何もお返しなど期待しないほうがい
いのでは？

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/16 0:05
かく半額返してもらう方法が良い

３０代女性

「当日返し」にするなら、すべての弔問者
に一律の品物を配って、高額の人の差額
は後で別送品にするべきだと思う

当日返しはバタバタしていて大変そうなので後日で良いので
はないかと思います。

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/16 0:30
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）

５０代女性

香典を１万円出したのに申し訳程度の当
日返しを渡された。後日に別送品が来る
ものと思っていたが、結局何も送られてこ
なかったので失礼だと思った

香典の金額にみあわない当日かえしの品物

判断がつかない

2015/4/16 18:10

４０代男性

思い当たる事がない

当日返しは経験したことがない。そもそも失礼である。関東な
判断がつかない
らばわかるが、歴史のある西日本ならばありえない。

2015/4/16 20:59

６０代男性

思い当たる事がない

私の地域は、当日返しのみである。それも、金額に関係なく、
全て、同じものである。ビール券５枚が多い。合理的な風習
だ。

５０代男性

故人との永い付き合いを、事務的に線引
きされて終了する事がとても味気ないと
思った

香典を出そうとした時に不要ですと言われ、頑として受け取っ 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/16 22:39
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
てもらえなかった。後日、本人の翻訳本が送られてきた。

６０代女性

思い当たる事がない

当日返しは基本賛成できない 金額に応じた返礼をするべき
だと思う

標準）
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/18 16:49
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い

４０代男性

周囲の人にあからさまに香典額が分かっ
てしまうようなやり方は問題だと思う

よくない風習だと思う。

判断がつかない

６０代男性

受付で色のついたチップを渡された。ほか
の色もいくつかあり自分が香典額で色分
けされていると感じた

金額により当日返しに差があり嫌な思いをした。

今までどおり、お返しの２倍にあたる額の香典を出し
て、どんな方法であれ、お葬式の当日返しであれ、とも 2015/4/21 14:59
かく半額返してもらう方法が良い

６０代男性

今までそういう失礼な事例に出会った経験がないのは幸運だった 「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
出口の景品交換所カウンターに並んで、
のかな。 あまりあからさまに香典を扱って欲しくはないし、肝心の 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
香典返しを受け取るなんてわずらわしいと
2015/4/21 18:44
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
お葬式にも影響がありそうで、質問3、4、5は本当にあった事例なん
思った
標準）
でしょうか。

「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界 2015/4/16 21:46
標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
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2015/4/20 19:43

ボイスノート無記名アンケート

お葬式における香典に関するアンケート結果

2015年 ４月実施分

質問1:あなた 質問3・4・5 お葬式で「当日返し」の 質問6: 質問3～質問5 の項目以外にお葬式で気になったことや、
の年齢、性別 体験や、あなたの行動・考えで当て 香典・香典返しに関して思い当たる事を書いてください。
は？
はまる項目は？≪16個の選択肢≫ ≪自由記述回答≫

三重県ギフト小売業協会

質問 8: 今後「香典返し」はどうあるべきだと
回答日／時刻
思いますか？≪4個の選択肢≫
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香

三重出身ですが、当日返しをされた経験がないし、祖父母の 典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/21 22:54
葬式でも当日返しはしてないない。
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界

４０代女性

思い当たる事がない

６０代男性

故人との永い付き合いを、事務的に線引
きされて終了する事がとても味気ないと
思った
受付の芳名カードに≪香典額

円≫とい

１９歳以下男性う欄があって、空欄のまま渡したら「必ず
書いてください」と言われた

香典の廃止を検討しては？
香典を持ってきても、お返しを受け取ってくれない人の場合は
困ります。

出口の景品交換所カウンターに並んで、

７０歳以上男性香典返しを受け取るなんてわずらわしいと 心がこもるのは49日過ぎてからのお返し
思った

お返し品のかさで香典の額が分かるので、少額だと当日返し
の量も少なく、はっきりと香典額が少ないんだと周りに分かっ
てしまうので、気まづいと思った。

標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内 2015/4/22 7:59
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/22 8:24
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/22 15:02
で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い
「あとで半分返してもらう習慣」が前提で２倍の額の香
典を出すくらいなら、訃報で「香典返しを配らない」案内
2015/4/23 9:03
をしてもらって１倍の額の香典を出した方が良い（世界
標準）

２０代女性

周囲の人にあからさまに香典額が分かっ
てしまうようなやり方は問題だと思う

６０代女性

かつて住んでいた田舎の地区は香典返しはなしと決めておられた
（私たちは他所からの移住者でそれを知らなかった）。 それはそれ
でいいところもあるが、高齢者がとても多いところで、若い世帯の私
仏教の教えで大切な４９日に、遺族が弔問者に対して
周囲の人にあからさまに香典額が分かっ たちは引っ越ししたばかりで、知らない方たちばかりのお葬式がいく
感謝の気持ちを伝えるという「香典返し」の意義を汲ん 2015/4/23 11:12
てしまうようなやり方は問題だと思う
つも重なり、手伝いも散々させられ、そのうえ香典も渡し切りで散々 で、伝統的な「４９日に香典返し」をもらった方が良い
だと思ったことがある（若かったので）。 （跡取りの結婚なんかはお
祝いをする前から内祝いをくばってまわるのに～一部では結婚祝い
を集めて回っていると言われていた）
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