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I. 調査の概要 

 

1. 背景と目的 

【背景】 

我が国の基幹的農業従事者数1は 178万人（平成 24年概数）、平均年齢 65.9歳（平成 23

年）、農業純生産（農業所得）は平成 2年度の約 6兆円から平成 22年度の約 3兆円へと 20

年間で半減するなど、生産現場は極めて厳しい状況にある。また、耕作放棄地面積は約 40

万 ha（平成 22 年）と滋賀県の面積とほぼ同じとなっており、食料供給源の減少、病虫害

の発生、災害防止機能の低下、景観の悪化などの面で問題となっている。農業を再生して

いくためには、青年の新規就農・法人への雇用就農の促進、農地集積の促進、耕作放棄地

の解消といった生産基盤の強化を図っていくとともに、産業としての付加価値化を図って

いくことが重要な課題である。 

 

その一つとして、農作業のもつ健康への効果が注目されている。農業に従事する中での

運動が精神的、肉体的な健康へ資することは経験的に知られており、欧米における自然療

法（森林療法）や園芸療法等はよく知られた例である。また、有業率・農業者率が高いほ

ど老人医療費が低くなるという負の相関も知られており、適度な運動としての農作業が健

康維持に果たす役割が期待されている。 

 

このような中、都市住民の生きがいづくり、健康増進、子供への食育等、市民農園のニ

ーズの高まりを反映して、市民農園の開設数は年々増加している。平成 4 年度には 691 農

園であった市民農園は、平成 24年 3月末現在 3,968農園となっており、耕作放棄地を市民

農園に再生させる試みも見られる。市民農園が増加することで、都市住民の農業に対する

障壁も下がってきている。 

この動きをさらに推進するためには、農業に従事していない多くの人に農業に対する関

心を持ってもらうことが重要である。市民農園等を利用した農作業は、習慣化しやすい身

体活動の１つとして健康増進につながる可能性があるものの、これまで農作業の健康増進

効果についての科学的な証拠は十分に蓄積されていない状況にある。そのため、これらの

動きを後押しする一つの方策として、農作業が健康増進に与える影響について明確にして

いくことが有効である。 

 

平成 23年農林水産省委託事業「高齢化社会に対応した新しい農業・農村モデル調査事業」

では、農作業の健康に与える影響における科学的エビデンスの把握手法の確立とデータの

蓄積が課題として提言されている。さらに「平成 23年度農業と健康のエビデンスに関する

                                                   
1 基幹的農業従事者とは、販売農家における農業就業人口のうち、ふだんの主な状態が「仕

事が主」である者（農林水産省）。 
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調査」において実施した、農業従事者を対象とするアンケート調査によると、農業は健康

に「効果がある」「やや効果がある」と回答した割合は 92.2%と高く、農業従事者は農業の

健康への効果に対し肯定的という結果が得られている。その一方で、健康への効果を検証

するためには、個人の生活習慣や既往歴などの要因の考慮や、比較対象の設置、さらなる

データの集積が今後の課題として指摘されている。 

 

【目的】 

本調査は農業従事者ではない者が余暇時間に趣味として農作業に従事することの健康へ

の効果を念頭におき、これを明らかにしようとするものである。本調査の目的は、以下の

通りである。 

 農作業が健康に与える効果について、健康維持増進とともに健康阻害の側面も含め、

身体的、精神的、社会的な影響や食への影響を把握するための調査方法を検討する 

 農作業が健康に与える効果について、調査方法の１つとしてのアンケート手法に着目

して調査を実施し、その結果に基づいて調査手法を検討する 

 より多くの人が農業に興味を持ち、市民農園を利用したり、農業に従事したりするよ

う、この調査で得られたデータや手法を次への施策、新たなビジネスにつなげるため

の具体的な提言を行う。 
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2. 用語の定義 

 

本調査の前提として、使用する用語を以下のように整理した。 

 

【農作業】 

本調査でいう「農作業」とは、農家が経済的活動（いわゆる「農業」）として行う農作業

だけではなく、農家以外の人が趣味や余暇活動として自宅や市民農園で作物を育てる際に

行う農作業も包括する。 

 

【健康】 

本調査でいう「健康」とは、WHO憲章の定義「健康とは、病気でないとか弱っていない

ということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にもすべてが満たされた状態

にあること」2に従い、肉体的、精神的、社会的な側面における満たされた状態を指す。 

 

【身体活動】 

 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動きのこと（「運動指針 2006」

厚生労働省）。身体活動は運動と生活活動に区別される。 

 

【運動】 

身体活動のうち、体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施するもの（「運動

指針 2006」厚生労働省）。例えば、速歩、ジョギング、テニス、水泳、ストレッチング等で

ある。 

 

【生活活動】 

 身体活動のうち、運動以外のものをいい、職業活動上のものも含む（「運動指針 2006」厚

生労働省）。例えば、歩行、床そうじ、子どもと遊ぶ、介護、庭仕事、洗車、運搬、階段の

上り下り、オフィスワーク、洗濯、炊事、ピアノの演奏等である。 

 

 

 

                                                   
2 公益社団法人日本WHO協会訳 http://www.japan-who.or.jp/commodity/kenko.html 
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3. 調査の方法 

 

農作業と健康についてのエビデンス把握手法の調査は、以下のサイクルで実施した。 

・仮説の設定 

・仮説に対応するエビデンスの把握手法の検討 

・調査の実施 

・仮説の検証 

・エビデンス把握手法の再検討 

 

 仮説の設定および仮説に対応するエビデンスの把握手法の検討は、農作業と健康の関係

に関する先行研究の文献調査に基づいて行った。またアンケート調査を実施し、その結果

に基づく仮説の検証とエビデンス把握手法の再検討を実施した。先行研究の文献調査につ

いては II 章、エビデンス把握手法の検討については III章、アンケート調査については IV

章に詳述する。 

 

 

図表 I-1 エビデンス把握手法の検討の進め方 

 

 

 

 

  

仮説の設定

仮説に対応する
エビデンス把握手法の検討

調査の実施

エビデンス把握手法
の再検討

仮説の検証
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（１） 検討委員会の設置 

調査の方針と調査結果を検討するため農業、健康、医療等の各分野の有識者 5 名からな

る検討委員会を設置し、平成 24年 9月から平成 25年 2月までの期間に 4回、開催した。 

 

 

図表 I-2 検討委員会の委員 

氏名 所属 

浅野房世 東京農業大学農学部 教授 

神成淳司（座長） 慶應義塾大学環境情報学部・医学部 准教授 

櫻井勇 社団法人 JC総研 客員研究員 

坪田一男 慶應義塾大学医学部 教授 

宮地元彦 国立健康・栄養研究所健康増進研究部 部長 

運動ガイドライン研究室長（併） 

 

 

図表 I-3 検討委員会の内容 

回 日程 内容 

1 平成 24年 9月 18日 

 10：00～12：00 

・エビデンス把握手法検討① 

-本事業におけるスコープの確認 

-先行研究に基づく論点整理 

-調査手法の検討（実測項目、アンケート項目の提示） 

2 平成 24年 11月 8日 

 16：00～18：00 

・エビデンス把握手法検討② 

-アンケート実施手法の確認 

3 平成 25年 1月 23日 

 9：00～11：00 

・アンケート結果の報告と手法の検証 

・報告書の骨子の検討 

4 平成 25年 2月 19日 

 16：30～18：00 

・報告書のとりまとめ 
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（２） 農作業と健康の関係に関する先行研究の調査 

 

【調査の方針】 

文献・インターネット調査により、農作業による健康への効果に関する科学的研究を収

集した。昨年度の調査結果3から、農業に直接関係する分野では科学的エビデンスが示され

る研究事例は非常に少ないことが明らかとなっている。そこで今年度は、参考として運動

療法、園芸療法、森林セラピーなどの補完・代替療法に調査範囲を拡大して科学的エビデ

ンスを示す研究例を調査した。抽出する研究例は、健康的な一般の成人を被験者とするも

のとし、療養中の方や障がい者、子ども、要介護者などを被験者とする研究例はあくまで

参考として位置付けた。 

運動療法においては、数百の研究論文のレビューに基づくガイドラインが公的保健機関

より公表されている。したがって本報告書では個々の研究を例示するのではなく、研究の

レビューに基づき発表されている WHO や米国保健社会福祉省、日本の厚生労働省のガイ

ドラインを科学的エビデンスの集積結果として提示することとした。 

 

【調査の方法】 

先行研究の抽出にあたっては、研究の信頼性を担保するため、査読に基づき掲載される

学術論文を可能な限り網羅するよう、論文データベースの横断的な情報収集を行った。サ

イエンスダイレクト（Sciencedirect）4等の学術論文データベースで「farming」と「health」、

「gardening」と「health」、「nature therapy」と「health」等のキーワードを組み合わせ

た検索を実施し、論文を抽出した。対象とする研究は、2005年度以降の発表のものとした。

抽出した研究例は、以下の項目で整理した。 

・ サンプル数 

・ 被験者の特徴（農業専従者、非専従者等） 

・ 検証方法（実測、アンケート、ヒアリング等） 

・ 効果の分類（身体的／精神的／社会的効果） 

・ 効果の指標（心拍数、血糖値等） 

・ 効果の内容 

論文データベースからの論文抽出とともに、報告書等の収集も行った。この調査に基づ

き、最も豊富な情報が得られる研究例を抽出してまとめた。 

  

                                                   
3 農林水産省委託事業「平成 23年度農業と健康のエビデンスに関する調査」NTTデータ経

営研究所 2012 
4 サイエンスダイレクト（ScienceDirect）は、オランダの学術出版社 エルゼビア社が提供

するオンライン・データベースサイト。1996年にサービスを開始し、現在 2500以上の学

術雑誌を搭載する世界最大の学術論文データベースである。

（http://www.sciencedirect.com/） 
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（３） アンケート調査 

 エビデンス把握手法の検討の一環としてアンケート調査を実施し、農作業による健康へ

の効果に関するエビデンスを収集した。調査に先立ち、委員会にて以下の項目について検

討を行った。 

 

○アンケート調査方法 

・仮説の設定と調査方法：介入調査、横断調査 

・実施方法：郵送、オンライン 

・母集団の設定：コントロールの有無 

・サンプル数 

○標準化されたアンケート手法 

 ・準拠すべき統計の精査 

 ・標準的アンケート手法の精査（GPAQ、SF36、POMS、PANAS、RCMAS等） 

○アンケートの設問・選択肢 

 ・仮説と設問の対応 

 ・選択肢：スケール設定（4択、5択など） 

 

検討の結果、60 歳代を対象として、余暇に農作業を行う人（市民農園利用者・家庭菜園

実践者）N＝500、農作業をしない人 N＝500 の計 1000 のアンケート調査をオンラインで

実施した（調査日 12月 6日）。2つのグループを比較して、身体活動、食生活、身体的な健

康状態、精神的・社会的な健康状態、農作業のニーズ等における差異を検討した。 

アンケート調査票の設問は、属性を除いて計 30問である。健康状態を把握する方法とし

てナショナル・ガイドラインとの整合性をとるよう配慮し、「健康日本 21（第 2次）の推進

に関する参考資料」（厚生労働省 2012）に設定されている目標項目を 11問（34％）取り入

れている。 

また、その他の設問についても、行政機関の行う統計調査や標準化されたアンケート手

法に準拠するよう配慮した。その結果、設問全体の約 75％を既存の調査や手法に準拠して

いる（厚生労働省「国民生活基礎調査」に準拠するもの 8、以下、内閣府の各種調査 5、厚

生労働省「国民健康・栄養調査」3、農林水産省「市民農園に関する意向調査」3、厚生労

働省「標準的な健診・保健指導プログラムの標準的な質問票」3、WHO「GPAQ」51、「自

記式食事歴法質問票」61）。残りの 25％が本調査独自の設問である。 

 

                                                   
5 Global Physical Activity Questionnaire, WHOが開発。 
6 自記式食事歴法質問票は、DHQ （self-administered diet history questionnaire）とも

呼ばれ、栄養素や食品の摂取状態を定量的、かつ詳細に調べるための質問票である。1996

年に開発が始められ、現在では栄養疫学研究に広く活用されている。 


