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住信 SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：円山 法昭、以下「住信 SBI

ネット銀行」という）は、住信 SBI ネット銀行の口座を保有する全国のお客さまに「お年玉に関

する意識調査」を実施しました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ アンケート結果概要 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 

■ 「お年玉をあげる予定がある」人は 6 割、前年より減少 

「お年玉をあげる予定がある」と答えた人は 61.4％と、前年調査（67.8％）から減少しています。新

型コロナウィルスの影響により例年とは違うお正月の過ごし方をする人が 4 割強を占める中、親戚宅

には行かず自宅でゆっくりする人が多く、甥や姪にお年玉をあげる人が減少していることが要因とな

っています。ただし、甥・姪にも「いつもと違う方法でお年玉をあげる」人も 1 割弱はいることから、

会えなくても振込等の他の方法を利用することで年始の恒例行事を乗り切るようです。 

 

■ 新型コロナウィルスの影響で世帯年収が減少するも、お年玉の相場は変わらず 

今年の世帯年収が去年より減った人は 3 割強にのぼり、そのうち 8 割近くが「新型コロナウィルスの

感染拡大の影響を受けている」と回答しています。一方、子どもの年齢別にお年玉の金額帯を見ると、

例年と変わらない結果となっており、中学生以上だと 10,000 円以上が多数派となっています。懐事

情が厳しくなってもお年玉は削れないという「現実」が垣間見える結果となりました。 

 

■ 子どものお年玉の管理方法、円預金派は減少し投資信託や株の購入が増加 

自分の子どものお年玉を親が管理している家庭の管理方法で多いのは、円預金や現金での管理ですが、

その比率は減少傾向です。代わりに増加しているのが投資信託や株の購入です。子どものお年玉を運

用で少しでも増やして将来に役立てたい親心が伺えます。 

 

■ 相場はいくら？会えない子へいつ渡す？お金の価値を知ってほしい…様々な「お年玉の悩み」 

お年玉を渡す際に頭を悩ませることとして、「いくらぐらいが適当なのか」（女性 50 代）という声が

多く寄せられました。また、今冬においては「正月に会わないため渡すタイミングに困る」（男性 20

代）など、コロナ禍で年末年始の過ごし方が変わることで新たな悩みも挙がっています。その他、「子

供の頭で考えて、たとえ無駄遣いになったとしても、使ってなにかしら学んでほしい」（男性 50 代）

という、お年玉から学びを得てほしいという意見も寄せられました。 

 

 

＜総括＞ 

新型コロナウィルスの影響もあってか、4 割以上のかたが例年とは違う年末年始の過ごし方をすると回

答する中、お年玉をあげる人の割合は例年よりも低い結果となりました。一方で、例年とは違う方法

で渡すという人も増え、図らずもお年玉のキャッシュレス化が進みだす可能性が伺えます。また、お

年玉の管理方法も投資信託や株といった運用へ少しずつシフトしており、「お年玉」に変化の兆しが見

え始めています。 

～お年玉に関する意識調査 2021～ 

お年玉をあげる予定がある人は例年より減少 

新型コロナウィルスの影響でお正月の過ごし方に変化 

 

 
 

 



  
≪調査概要≫ 

調査期間：2020年 12月 1日～12月 8日 

調査対象：住信 SBIネット銀行の個人顧客 

回答者数：3,211名 

調査方法：インターネットアンケート 

調査地域：全国 

 

≪回答者属性≫ 

 
 



  
≪アンケート結果≫ 

 

◆お年玉をあげる予定の有無 

お年玉をあげる予定のある人は 61.4％。前年調査から 6ポイント減少しています。 

 
 

◆平均支出予定額の推移 

平均 26,206円となり、前年調査から横ばいで推移しています。 

 
 

◆平均支出予定額 年代別 

年代別でみると 20～30代では前年より減少しています。 

 

（円） 

（円） 



  
◆お年玉をあげる人数 

お年玉をあげる人数の平均は 3.8人で、「1人」「2人」が前年より増加している一方で、3人以上は

減少しています。 

 
 

 

◆お年玉をあげる相手（複数回答） 

「甥・姪」が最も多く、「自分の子ども」が続きます。 

「甥・姪」や「甥、姪以外の親戚の子ども」は前年より減少しています。 

 
 



  
◆お年玉をあげる相手×金額 

小学生未満は「1,000 円以下」、小学校低学年は「～3,000 円」、小学校高学年は「～5,000円」が最

多となっていますが、中学生以上になると「～10,000 円」がボリュームゾーンとなっています。 

 
 

◆子どものお年玉の管理方法（複数回答） 

自分の子どものお年玉を管理している人にその管理方法を尋ねたところ、「円普通預金」が 71.1％

と突出してしていますが、前年より減少しています。一方、「投資信託」「株」が前年より増加して

います。 

 

 
 



  
◆甥・姪へのお年玉の渡し方 

甥・姪へのお年玉の渡し方が「例年とは違う方法」になる人は 1割弱となりました。 

お年玉を渡す方法としては現金が圧倒的に多いですが、振込や電子マネーなどキャッシュレスで渡す

人も前年より増加しています。 

 

 

 

 
 

 

◆お年玉をあげる際に頭を悩ませること（自由記述） 

2021年のお正月を自宅で過ごす人が多いせいか、「正月に会わないため渡すタイミングに困る」（男性

20 代）というコロナ禍の影響を受けた悩みが寄せられました。「会う予定がないので振込にするか、

電子マネー等を送金するか」（女性 30代）と、図らずも「お年玉のキャッシュレス化」が進みそうな

様子が伺えます。 
家に寄ってもらい""渡すだけ""にしたいが、気持ち的にはゆっくり団欒したい。 男性50代
正月に会わないため渡すタイミングに困る 男性20代
収入が減ったのに金額減らせない 男性40代
現金で渡すか、電子マネーで渡すか。 男性30代
来年は会う予定がないので振込にするか、電子マネー等を送金するか、方法を悩んでいる 女性30代
いくらぐらいが適当なのか 女性50代
世間の相場 男性60代
何歳まであげるか 女性50代
大学を卒業して非正規として働きだした姪に渡そうか　渡すまいか 男性50代
小学生、中学生、高校生、大学生 間の差をいくらにするか。 男性50代
何歳になったら値上げをすればいいか悩む 女性30代
大学院に進む子と高卒で就職するこのお年玉 女性40代
現金でいいのか… お金の価値を知っているのかわからない 男性30代
全て使ってしまうのではないか。 投資をする喜びをきちんと学んでくれるだろうか 男性30代
子供にあげると、周りの大人たちが「貯金しなさい」と言い出す。子供の頭で考えて、たとえ無駄
遣いになったとしても、使ってなにかしら学んでほしい。 男性50代

学年が分からなくなる 男性50代
甥、姪の名前の漢字がわからない 男性50代
ユニークなお年玉袋を探したり、お年玉の面白いあげかたを考えるのに悩む。 男性40代
サプライズ演出での渡し方 男性30代
赤ちゃんにはどうするか考える。 男性70代
幼児なのであげるとクシャクシャにして捨ててしまう。 男性80代
昔は新札を用意したが、最近は中々新札が用意できない。 男性60代
いつも新札に両替するのが大変 男性30代
私もお年玉欲しい 男性40代
自分の頃（30年前）との比較し、玩具、漫画等がインフレしているので多めにあげたいが、所
得は30年前に比べ上がっていないこと 男性30代

昔ほど喜んでくれなくなった 男性60代

その他

相手を喜ばせたい

お金の価値

お年玉の相場

いつまであげれば
よいのか

年齢によって額に差を
つけるべきか

未就学の子ども

コロナ禍の影響

どうやって渡すか

年齢や名前を忘れる

新札の準備

 
 

 

 

甥・姪へのお年玉の渡し方は例年通りか どのような方法で甥・姪にお年玉を渡すか 



  
◆2020年の世帯所得の増減と、新型コロナウィルスによる影響 

2020 年の所得が前年より減った人は 35.1％、増えた人は 15.6％でした。所得が減った理由につい

ては、77.7％の人が「新型コロナウィルスの影響を受けている」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆お正月の過ごし方  

いつもは家族や親戚に会いに行く/来てもらうお正月ですが、2021 年は自宅で過ごしたり、親戚に

会うことも最小限に留めたりするという意見が多数でした。初詣も「少しずらして行く」（女性 50

代）など、工夫して参詣するようです。 

 

 
 

 

2020 年世帯所得の増減 
世帯所得の減少は 

新型コロナウィルス感染拡大による影響を受けているか 



  
例年の過ごし方 2021年の過ごし方 性年代

実家で両親、兄弟と過ごす 移動せず自宅で過ごす 男性40代
実家に帰る 実家に帰らない 男性50代
夫の実家に帰省して、手作りのお節料理を食べ
て、新年の初売りに出かける 近くのホテルで正月のコース料理を食べるのみ 女性30代

親族一同集まる 近所の親族のみ集まる 女性20代
親族一同集まり年始の会食 我が家だけのお祝い 女性50代
家族で集まる ｺﾛﾅ禍の状況を鑑み、単身赴任先で過ごす 男性50代
家に集まり飲食をオードブル等をつつきながら会話
をする

家には集まるが飲食は個別に分けて用意して会話
を静かにして過ごす 男性60代

富山県から娘と孫が帰って来て賑やかなお正月を
過ごします

今年は、コロナ禍の中、娘、孫は帰省しない為、
夫婦水入らず、寂しいお正月です 女性60代

両親や親戚へ挨拶まわり リモートで挨拶 女性30代
親しい人と会う snsなどで連絡する 男性60代
初詣は都内の有名な神社巡り 近くの神社で初詣 男性50代
福袋を一緒に買いに行く 実家でゆっくり過ごす 女性30代
初詣に近くの神社に行く 初詣は少しずらして行く予定 女性50代
年末から外食して、お正月は初詣して親戚に会い
に行く。

必要以外はどこにも行かない。初詣は１ヶ月以上
ずらして行く予定。 男性60代

旅行に出かける、旅先でも初詣に行く(氏神様以
外の神社へ行く)

自宅で過ごす、初詣も氏神様・産土神社様のみ
に行く 女性50代

初詣しまくる たぶん寝てる 男性30代
海外旅行 国内旅行 男性40代
2泊3日 1泊2日 女性30代

家族や親族に会う
↓

自宅で過ごす/
会い方を工夫する

外出や旅行
↓

自宅で過ごす/
控えめな外出や旅行

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*1) 円普通預金、SBI ハイブリッド預金、円定期預金、円仕組預金、外貨普通預金、外貨定期預金、 

外貨仕組預金の合計。外貨預金については住信 SBI ネット銀行所定レートによる円換算後。  

(*2) 代表口座の預金口座数。住信 SBI ネット銀行の顧客数に相当。 

 

 

住信 SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで 

金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。 

 

以上 

 

 

 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：住信 SBIネット銀行 企画部 広報担当 03-6229-1247 

【住信 SBIネット銀行について】 

住信 SBI ネット銀行は、三井住友信託銀行と SBI ホールディングスを出資会社とするインタ

ーネット専業の銀行です。 

預金総残高（*1）が 6兆円を突破（2020年 12月 1日時点）、預金口座数（*2）は 420万口座

（2020 年 9月 30 日時点）となります。 


