
 

69 

 

4. 調査結果の分析と検証 

 

アンケート調査により、市民農園・家庭菜園実践者（N＝500）と農作業をしていない人

（N=500）を比較した結果は、以下の通りである。 

 

図表 IV-47 アンケート調査結果 

 

分類 結果概要

農作業をしている人は運動習慣がある人が多い

農作業をしている人は身体活動習慣がある人が多い

農作業をしている人はセデンタリ―ではない人が多い

農作業をしている人は歩くスピードが速い人が多い

全体の9割以上が毎日朝食を摂取するが、農作業をしている人の方がやや多い傾向

農作業をしている人は野菜摂取量が多い人が多い

農作業をしている人はバランスの良い食事をしている人が多い

農作業をしている人は米を食べる量が多い

全体の約65%が外食・中食の利用がなく、農作業実践者/非実践者の差はない

全体の3割弱が不具合があると回答したが、農作業実践者/非実践者の差はない

関節痛は農作業をしている人に少なく、鼻づまりと排尿痛は農作業をしている人に多い

全体の5割弱が病院等への通院をしていると回答したが、農作業実践者/非実践者の差はない

腰痛症と前立腺肥大症は農作業をしている人に多く、その他消化器系の病気は少ない

全体の1割強が日常生活での支障があると回答したが、農作業実践者/非実践者の差はない

全体の約2割が肥満だが、農作業実践者/非実践者の差はない

農作業をしている人の方が幸福度がやや高い傾向

農作業をしている人は生きがいを感じている人が多い

神経過敏に感じている人は全体の約1割であるが、農作業実践者/非実践者の差はない

落ちつかないと感じている人は全体の約1割であるが、農作業実践者/非実践者の差はない

気分が沈みこむと感じている人は全体の約1割であるが、農作業実践者/非実践者の差はない

何をするのも骨折りと感じている人は全体の約1割であるが、農作業実践者/非実践者の差はない

農作業をしている人は近所とのつながりが強い人が多い

農作業をしている人は友人が多い人が多い

全体の約85％が睡眠による休養をとれており、農作業実践者/非実践者の差はない

全体の平均睡眠時間は6.5時間であり、農作業実践者/非実践者の差はない

農作業実践者の方が農作業の健康効果を高く評価している

農作業実践者の方が農作業の継続しやすさを高く評価している

全体の6～7割が1人で作業をしているが、家庭菜園の人の方が市民農園の人より1人が多い傾向

農作業実践者の約97％が継続したいと回答

「安全安心な農作物」、「農作業で体を動かす」、「農作業でリフレッシュ」、「農作業が好き」等

「農作業が大変」と「体調を崩した」という身体的な理由が多い

「市民農園が自宅付近に設置」「野菜作りの指導」「農作業と健康作りの場の設置」等

平均作業日数は2.32日

平均作業時間は1.73時間

農作業実践者500人の回答者のうち、市民農園は市民農園利用者が約1/4と家庭菜園利用者が約3/4の割合

農作業実践者/非実践者ともに男性が約7割、女性が約3割

農作業実践者/非実践者ともに63～64歳

都市圏および北海道が多かったが、全県から回答

農作業実践者のほうが夫または妻のいる割合が1割ほど高い

週5日以上仕事をしている割合は農作業非実践者の方が1割多いが、仕事をしていない割合は両者とも5割

身体

の

健康

SC7/SC8 BMI

質問項目

Q5 1週間の農作業日数

Q6 1日の農作業時間

農

作業

Q17_4  心理的苦痛／何をするのも骨折り

Q18 近所づきあい

Q19 友人・仲間の多さ

Q20 睡眠による休養

Q21 平均睡眠時間

Q23 農作業の健康効果に対する考え

Q24 農作業の継続しやすさに対する考え

Q12 ここ数日の体の不具合

Q13 傷病での病院等への通院

Q14 健康上の問題による日常生活での支障

心の

健康

Q15 幸福度

Q16 生きがい（喜びや楽しみ）

Q17_1 心理的苦痛 ／神経過敏

Q17_2 心理的苦痛 ／落ち着かない

Q17_3 心理的苦痛 ／気分が沈み込む

食

Q7 朝食摂取状況

Q8 野菜摂取状況

Q9 食事バランス

Q10 1日に米を食べる量

Q11 １日に利用する外食・中食の頻度

身体

活動

Q1 運動習慣

Q2 身体活動

Q3 座って過ごす時間

Q4 歩く速さ

SC1 農作業の有無

SC2 性別

SC3 年齢

SC6 現在の仕事の状況

属性
SC4 居住地

SC5 同居家族

Q27 農作業を継続したくない理由

Q28 農作業実施に有効なインセンティブ

Q12_1 症状名

Q13_1 傷病名

Q22 農作業を一緒にする人の有無

Q25 農作業の継続意向

Q26 農作業を継続したい理由
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（１） 健康増進効果（阻害効果）に関する仮説の検証 

アンケート調査結果は、農作業実践者と農作業非実践者の 2 群の検定を行い、仮説を検

証した。検定は、収集したサンプルに基づき母集団間に違いがあるかを検証する統計手法

である。一般に、検定結果で示された有意確率が 5％未満であれば「有意差がある」として、

その変数について 2群間の違いがあると解釈する。 

どの統計分析手法を用いるかはデータの性質によりほぼ定まっている。名義データ（は

い、いいえ等）にはχ２検定、スケールデータ（BMI等）には Student t検定、比率データ

（身体の不具合の症状等）には Z 分布による検定を用いている。本調査結果のほとんどは

名義データであるためχ２検定を用いているが、標本数が少ない場合30はχ２検定にかわり、

フィッシャーの検定(Fisher’s Exact Test)を用いている。 

 

身体活動、食、社会性等については、農作業実践者グループと農作業非実践者グループ

の有意差が認められるであろうという期待と結果が概ね合致した。また、身体的健康につ

いては、2つのグループ間の有意差はない、即ち、市民農園や家庭菜園を実践する程度の農

作業であれば、いわゆる農夫症などの健康を阻害する影響はないという期待と結果は概ね

合致した。一方で、精神的健康については 2 群の有意差が認められるであろうという期待

は、検証できなかった。 

 

 期待仮説が検証できた項目 

（有意差があることが検証された項目） 

・運動習慣、身体活動、座って過ごす時間、歩く速さ 

・野菜摂取状況、食事バランス、米を食べる量 

・生きがい、近所づきあい、友人・仲間の多さ 

・農作業の健康効果、継続のしやすさ 

（有意差がないことが検証された項目） 

・身体の不具合、通院、日常生活での支障 

 

 期待仮説が検証できなかった項目（有意差があることが検証できなかった項目） 

・朝食摂取状況、外食や中食の頻度 

・BMI 

・幸福度、心理的苦痛、睡眠 

 

 ただし、検定結果はサンプル数に影響されるため、将来サンプル数を拡大して調査を実

施すれば、今回の調査とは異なる結果が得られることも想定される。例えば、今回の調査

では有意差が 10％未満であった朝食摂取状況（p＝0.067）や幸福度（p＝0.086）について

                                                   
30 クロス集計してN=5以下の値のセルがある場合、フィッシャーの検定にて算出。 
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は、サンプル数を拡大した調査によって有意差が検出される見込みもある。 

 

 

図表 IV-48 健康増進効果（阻害効果）に関する仮説の検証 

 

 

 

  

分類 質問項目
仮説

(有意差の有無）
検定

有意確率

(両側)

身体活動

Q1 運動習慣 有 χ ²検定 0.000 

Q2 身体活動 有 χ ²検定 0.000 

Q3 座って過ごす時間 有 χ ²検定 0.001 

Q4 歩く速さ 有 χ ²検定 0.047 

食

Q7 朝食摂取状況 有 Fisher's 0.067 

Q8 野菜摂取状況 有 χ ²検定 0.000 

Q9 食事バランス 有 χ ²検定 0.000 

Q10 1日に米を食べる量 有 χ ²検定 0.000 

Q11 １日に利用する外食・中食の頻度 有 χ ²検定 0.137 

身体的

健康

Q12 ここ数日の体の不具合 無 χ ²検定 0.835 

Q12_1 症状名 無 Z検定

Q13 傷病での病院等への通院 無 χ ²検定 0.613 

Q13_1 傷病名 無 Z検定

Q14 健康上の問題による日常生活での支障 無 χ ²検定 1.000 

SC7/SC8 BMI 有 t検定 0.422 

精神的
健康

Q15 幸福度 有 χ ²検定 0.086 

Q16 生きがい（喜びや楽しみ） 有 χ ²検定 0.013 

Q17_1 心理的苦痛／神経過敏 有 χ ²検定 0.411 

Q17_2 心理的苦痛／落ち着かない 有 Fisher‘s 0.444 

Q17_3 心理的苦痛／気分が沈み込む 有 χ ²検定 0.672 

Q17_4  心理的苦痛／何をするのも骨折り 有 χ ²検定 0.756 

Q18 近所づきあい 有 χ ²検定 0.000 

Q19 友人・仲間の多さ 有 χ ²検定 0.012 

Q20 睡眠による休養 有 χ ²検定 0.386 

Q21 平均睡眠時間 有 χ ²検定 0.297 

農作業
Q23 農作業の健康効果に対する考え 有 χ ²検定 0.000 

Q24 農作業の継続しやすさに対する考え 有 χ ²検定 0.000 
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（２） 考慮すべき要因 

アンケート調査は、市民農園・家庭菜園実践者（N＝500）と農作業をしていない人（N=500）

を比較したものであるが、各人の健康状態に影響を及ぼす農作業以外の要因についても考

慮が必要である。農作業以外で健康に影響を及ぼす要因として就業状況や経済的な余裕が

あり、これらは食生活や生活習慣に影響すると考えられる。 

 

参考までに、就業状況について、週5日働いている人（N=294）と働いていない人（N=527）

を抽出して回答を比較し、検定を行った。週 5日働いている人は、運動しない、野菜不足、

睡眠不足である傾向があり、働いていない人は外食を利用しないという傾向が認められた。 

農作業の有無では有意差が認められなかった外食や中食の頻度や睡眠について、仕事の有

無で有意差が認められる結果となった。 

 

今回の調査ではサンプル数が限られているため、分析は 2群の検定のみに留めているが、

今後より大規模な調査が実施された際には、多変量解析等を用いてさらに検証を進めるこ

とが期待される。 

 

 

図表 IV-49 仕事の有無による健康比較 

 

      

  

分類 質問項目 検定
有意確率

(両側)
結果概要

身体活動

Q1 運動習慣 χ ²検定 0.001 仕事をしている人は運動しない

Q2 身体活動 χ ²検定 0.109 

Q3 座って過ごす時間 χ ²検定 0.009 仕事をしている人は、動く人と動かない人が多様に存在

Q4 歩く速さ χ ²検定 0.992 

食

Q7 朝食摂取状況 Fisher's 0.289 

Q8 野菜摂取状況 χ ²検定 0.000 仕事をしている人は野菜が不足気味

Q9 食事バランス χ ²検定 0.317 

Q10 1日に米を食べる量 χ ²検定 0.457 

Q11 １日に利用する外食・中食の頻度 χ ²検定 0.000 仕事をしていない人は、外食をほとんど利用しない

身体的

健康

Q12 ここ数日の体の不具合 χ ²検定 0.696 

Q13 傷病での病院等への通院 χ ²検定 0.075 

Q14 健康上の問題による日常生活での支障 χ ²検定 0.679 

精神的
健康

Q15 幸福度 Fisher's 0.725 

Q16 生きがい（喜びや楽しみ） χ ²検定 0.105 

Q17_1 心理的苦痛／神経過敏 χ ²検定 0.657 

Q17_2 心理的苦痛／落ち着かない χ ²検定 0.695 

Q17_3 心理的苦痛／気分が沈み込む χ ²検定 0.683 

Q17_4  心理的苦痛／何をするのも骨折り χ ²検定 0.761 

Q18 近所づきあい χ ²検定 0.244 

Q19 友人・仲間の多さ χ ²検定 0.221 

Q20 睡眠による休養 χ ²検定 0.000 仕事をしている人は、睡眠をとれていない

Q21 平均睡眠時間 χ ²検定 0.000 仕事をしている人は、睡眠時間が短め

農作業
Q23 農作業の健康効果に対する考え χ ²検定 0.660 

Q24 農作業の継続しやすさに対する考え χ ²検定 0.357 
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また、委員会において、農作業実践者グループと農作業非実践者グループの間の社会経

済的なバックグラウンドを考慮すべきとの意見があった。今回の調査では就業状況につい

ては質問を行っているが、経済的な余裕については質問を行わなかった。したがって今後

調査を行う上では新たに質問項目を設定する必要がある。そのうえでこれらの項目につい

て共変量として調整を行う、あるいは、サンプルを集める際に差が出ないように調整する

等の対応が必要である。 

 

●就業状況 

●経済的な余裕 

●学歴 等 
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（３） 結果に基づくアンケート調査項目の再検討 

アンケート調査結果に基づき、アンケート項目の再検討を行った。有意差が現れること

を期待したが結果として有意差がでなかった質問等について、今後の調査において改善さ

れるよう、修正案を以下に提示する。 

 

■身体活動量について 

 身体活動は運動と生活時間の合計と定義されるため、運動をたずねる質問（1番）と身体

活動をたずねる質問（2番）に、生活活動を聞く質問を追加しても良いという意見31があっ

た。また、農作業の時間（6番）は、農繁期と農閑期では作業時間は大きく異なるので、調

査の実施時期に留意した分析が必要である。 

 

 

図表 IV-50 身体活動量に関する質問項目の再検討 

番
号 

質問 準拠した調査 修正案 対応する仮
説ほか 

1 あなたは 1 回 30 分以上、週 2 日以上、1 年
間以上継続して運動をしていますか？※運
動とは、健康増進や楽しみなどの意図を持
って余暇時間に行う活動です。 

①はい②いいえ 

★国民健康・栄養
調査 

変更なし A-1 身体活
動量の増加 

A-2 身体活
動の習慣化 

2 あなたは日常生活において歩行又は同等以
上の身体活動を１日１時間以上実施してい
ますか？※家事、仕事、子育て、農作業に
おける活動なども対象とします。 

①はい②いいえ 

特定健康診査 変更なし 

（生活活動の質
問を追加しても
良い） 

A-1 身体活
動量の増加 

A-2 身体活
動の習慣化 

3 あなたは普段起きている間、どれくらいの
時間を座って過ごしますか。 

①3 時間以下 ②3 時間～6 時間 ③6 時間
以上 

GPAQ 変更なし A-3 セデン
タリーな習
慣の予防 

4 あなたは同世代の同性と比較して、歩く速
さが早いですか。 

①はい ②いいえ 

特定健康診査 

 

変更なし A-5 体力の
向上 

5 (※農作業をしている人限定) 

あなたはこの 1 ヶ月（最近の 1 ヶ月間）、
農作業を週に何日くらい行っていますか。 

＿日/週 

新規 変更なし 農作業の頻
度・作業状況 

6 (※農作業をしている人限定) 

農作業をする日は、どのくらいの時間作業
をしますか。 

①1～15 分 ②約 30 分 ③約 1時間 ④約 1

時間半 ⑤約 2 時間 ⑥約 2 時間半 ⑦約 3

時間 ⑧約 4 時間 ⑨約 5 時間以上 

新規 変更なし 農作業の頻
度・作業状況 

★「健康日本 21」で目標設定されている質問 

                                                   
31 ただし、これまでの疫学調査では生活活動をたずねる質問は行われていないため、比較

可能なデータはない。 
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■食について 

 外食・中食の利用度（11 番）は、今回の調査では有意差が認められなかったが、質問の

たずね方を 1 日でなく 1 週間とすれば、異なる結果が得られる可能性がある。また、農作

業をするようになると自分で料理をする人が増えると想定されるため、調理行動について

の質問を追加する。 

 

図表 IV-51 食に関する質問項目の再検討 

番

号 

質問 準拠した調査 修正案 対応する仮

説ほか 

7 あなたはふだん、朝食を食べます

か 

①ほとんど毎日食べる ②週に

2～3 日食べない 

③週に 4～5 日食べない ④ほと

んど食べない 

国民健康・栄養調

査 第 3 部生活

習慣調査 問 1 

変更なし B-5 生活

リズムの安

定/ 

C-2 適切

な量と質の

食事 

8 あなたは普段、十分に野菜を食べ

ていると思いますか。 

①十分摂取できている ②まあ

まあ摂取できている 

③やや不足している ④大変不

足している 

新規 変更なし C-1 野菜

摂取量の増

加 

9 主食・主菜・副菜を 3 つ揃えて食

べることが1日に2回以上あるの

は、週に何日ありますか。 

①ほとんど毎日 ②週に 4～5 日 

③週に 2～3 日 ④ほとんどない 

★内閣府｢食育の

現状と意識に関

する調査報告書」

問 4 

変更なし C-2 適切

な量と質の

食事 

10 あなたは普段、1 日にごはん（米）

を何杯くらい食べますか。 

①0 杯  ②1 杯  ③2 杯 ④3 杯  

⑤4 杯 ⑥5 杯 ⑦6～7 杯 ⑧8

杯以上 

自記式食事歴法

質問票（DHQ） 

変更なし C-3 日本

型の食生活 

11 あなたは普段、1 日に外食、また

は中食（なかしょく：市販弁当・

お惣菜・冷凍食品・市販パンなど

出来合いの食事）をどのくらい利

用していますか。 

①3 食以上（ほぼ毎食） ②2 食 

③1 食 ④ほとんど利用しない 

新規 （変更） 

あなたは普段、1 週間に外食、

中食をどのくらい利用してい

ますか。（1 日 1 回でも） 

①ほぼ毎日 ②週に 4～5 日 

③週に 2～3 日 ④ほとんど

利用しない 

C-4 家で

の食事 

追加     （追加） 

あなたは普段週に何回くらい

自分で料理をしますか。 

※インスタント食品や買って

きたものを温めるだけの行為

は含みません。 

①0 回 ②1～3 回 ③4～7

回④8～14 回⑤15 回以上 

（追加） 

C-5 として

家での調理 

★「健康日本 21」で目標設定されている質問 
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■身体的な健康 

 国民生活基礎調査に基づき身体的な健康についての質問をしたところ、2群の有意差はほ

とんど認められなかった。そこで、今後、同様の調査を実施する際には、質問のしかたを

大きく変更することを提案する。国民生活基礎調査は選択肢が多い設問であるため、今回

の調査において 2群の差が比較的大きく表れた項目に絞ることで回答者の負担を軽減でき

ると思われる。 

 

図表 IV-52 身体的な健康に関する質問項目の再検討 

番

号 

質問 準拠した

調査 

修正案 対応す

る仮説

ほか 

12 あなたはここ数日、病気やけが

などで体の具合の悪いところ

（自覚症状）がありますか。 

①ある ②ない 

★国民生

活基礎調

査 問 3 

（変更） 

※農作業をしている人限定 

あなたは農作業により体調が良

くなった、体力が増加したと実感

していますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたは農作業により、計画性・

段取り力が得られたと思います

か。 

 ①はい、②いいえ 

 

※全体質問 

あなたは風邪をひきやすいです

か。 

 ①はい、②いいえ 

あなたはここ数日、鼻づまりなど

の症状がありますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたはここ数日、手足の関節痛

などの症状がありますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたここ数日、排尿痛などの症

状がありますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたはここ数日、目のかすみな

どの症状がありますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたはここ数日、腰痛などの症

状がありますか。 

 ①はい、②いいえ 

あなたは物忘れが多いですか 

 ①はい、②いいえ 

A-4 免

疫機能

の向上 

D-1 病

気の予

防 

（農夫

症など

のネガ

ティブ

な影響

を洗い

出す） 

12-

1 

⇒（「ある」人のみ） 

それはどのような症状ですか。 

01 熱がある 02 体がだる

い 03 眠れない 04 いら

いらしやすい ・・・  41 切

り傷・やけどなどのけが 42 そ

の他 

★国民生

活基礎調

査 問 3-1 

13 あなたは現在、病気やけがで病

院や診療所(委員、歯科医院)、

あんま・はり・きゅう・柔道整

復師(施術所)に通っています

か。(往診、訪問診療を含む）に

通っていますか。 

①通っている ②通っていない 

★国民生

活基礎調

査 問 4 

13-

1 

⇒（「通っている」人のみ） 

どのような病気やけがで通って

いますか。 

01 糖尿病 02 肥満症 03 

高脂血症（高コレステロール血

症等） ・・・ 40 その他 41 

不明 

★国民生

活基礎調

査 問 4-1 

14 あなたは現在健康上の問題で日

常生活に何か影響があります

か。 

①ある ②ない 

★国民生

活基礎調

査 問 6 

変更なし 

 

D-2 健

康寿命 

★「健康日本 21」で目標設定されている質問 
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■精神的な健康  

国民生活基礎調査に基づき、精神的不安の状態についての質問（17番）をしたところ、2

群の有意差は認められなかった。そこでストレスレベルを聞く質問への変更を提案する。

また、睡眠の安定（20、21番）についても有意差が認められなかったため、就寝時間と起

床時間をたずねる質問への変更を提案する。 

 

 

図表 IV-53 精神的な健康に関する質問項目の再検討 

番号 質問 準拠した

調査 

修正案 対応仮説 

15 現在、あなたはどの程度幸せですか。「と

ても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を 0

点とすると、何点くらいになると思います

か。 

0 点、1 点、2 点、3 点、4 点、5 点、6 点、

7 点、8 点、9 点、10 点 

国民生活

選好度調

査 

変更なし B-1 充実感

(幸福感)の向

上 

16 あなたは，現在，どの程度生きがい（喜び

や楽しみ）を感じていますか。 

①十分感じている ②多少感じている 

③あまり感じていない 

④まったく感じていない ⑤わからない 

高 齢 者 の

地 域 社 会

へ の 参 加

に 関 す る

意 識 調 査 

問 8 

（追加） 

※農作業をしている人

限定 

あなたは農作業により、

生きがい、充実感が得ら

れたと思いますか。 

 ①はい、②いいえ 

B-1 充実感

(幸福感)の向

上 

17 次のそれぞれの質問について、過去 1 カ月

の間はどのようであったか、当てはまる番

号 1 つに○を付けてください 

①まったくない ②少しだけ ③ときど

き ④いつも 

★国民生

活基礎調

査質問 10 

（変更） 

あなたは現在、日常生活

でストレスがあります

か。 

①ある ②ややある ③

あまりない ④ない 

B-2 ストレ

スの解消 

17-1 神経過敏に感じましたか 

17-2 そわそわ、落ち着かなく感じましたか 

17-3 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴

れないように感じましたか 

17-4 何をするのも骨折りだと感じましたか 

18 あなたにとって，ご自分と地域の人たちと

のつながりは強い方だと思いますか 

①強い方だと思う ②どちらかといえば

強い方だと思う 

③どちらかといえば弱い方だと思う ④

弱い方だと思う 

⑤わからない 

★少子化

対 策 と 家

族・地域の

き ず な に

関 す る 意

識 調 査 問

14 

変更なし B-3 人との

つながりの

増加 

19 あなたは，ふだん親しくしている友人・仲

間をどの程度もっていますか。 

①沢山もっている ②普通 ③少しもっ

ている 

④友人・仲間はもっていない 

高 齢 者 の

地 域 社 会

へ の 参 加

に 関 す る

意 識 調 査 

問 5 

変更なし B-3 人との

つながりの

増加 
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20 ここ 1 ヶ月間，あなたは睡眠で休養が十分

とれていますか 

①充分とれている ②まあまあとれてい

る 

③あまりとれていない ④まったくとれ

ていない 

★国民健

康・栄養

調 査

（ H21）

第 3 章図

26 

（変更）） 

あなたの普段の就寝時

間、起床時間を記入して

ください。 

就寝＿＿時頃 

起床＿＿時頃 

 

B-4 睡眠の

安定 

21 ここ 1 ヶ月間，あなたの 1 日の平均睡眠

時間はどのくらいでしたか 

①5 時間未満 ②5 時間以上 6 時間未満 

③6 時間以上 7 時間未満 

④7 時間以上 8 時間未満 ⑤8 時間以上 9

時間未満 ⑥9 時間以上 

国 民 健

康・栄養

調査 第

3 部生活

習慣調査 

問 5 

B-4 睡眠の

安定 

★「健康日本 21」で目標設定されている質問 

 

 

■農作業について 

 農作業の健康への効果や継続性の質問についての修正提案はない。 

農作業をしている人を対象とした農作業を継続する意向、およびその理由をたずねる質問

（25、26、27番）と農作業をしていない人を対象とした農作業に取り組むインセンティブ

をたずねる質問（28 番）は、今後調査する際、グループを細分化して分析する一助となる

ため、調査項目として残す方が望ましい。 
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■属性 

 農作業をしている人としていない人の間の社会経済的なバックグラウンドを考慮すべき

との意見があった。今回の調査では就業状況については質問を行っているが、経済的な余

裕については質問を行っていないため、今後調査を行う上では新たに暮らしのゆとり、収

入源、就学年数をたずねる質問を追加する。 

これらの属性項目については、共変量として分析を行う、あるいはサンプルを集める際

に差が出ないように調整する等の対応が必要である。 

 

 

図表 IV-54 属性に関する質問項目の再検討 

 番号 質問 修正案 

SC1 性別 （追加） 

現在のあなたの暮らしについて、当てはまる

ものを１つ選んでください。 

①ゆとりがある ②ややゆとりがある ③どち

らともいえない 

④あまりゆとりがない ⑤全くゆとりがない 

※内閣府｢食育の現状と意識に関する調査報

告書」に準拠。 

 

現在のあなたの暮らしの収入源について当

てはまるものを１つ選んでください。 

①就労（自身・配偶者等） ②年金 ③不動産

等 ④その他 

 

就学年数 

①9 年間 ②10～12 年間 ③13～16 年間 

④17 年間以上 

 

SC2 年齢 

SC3 居住地 

SC4 農作業の有無 

①農家・アルバイト等、仕事として農作業をして

いる 

②趣味・余暇活動として、市民農園等で農作業

をしている 

③趣味・余暇活動として、自宅敷地等 15m２以

上で農作業をしている  

④農作業をしていない/上記にあてはまるもの

はない  

SC5 同居している家族 

①夫または妻 ②子ども ③孫 ④親 ⑤同居

家族はいない 

SC6 現在の仕事の状況 

①週 5 日以上仕事をしている ②週 2～4 日仕

事をしている 

③週 1 日仕事をしている ④現在は仕事をして

いない 

SC7 あなたの身長を教えてください。 

SC8 あなたの体重を教えてください。 

 

 

  


