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⾃然とのふれあいについてのアンケート調査 調査票 
 

 

質問1. こどもの頃（成人するまで）について、あなたのご経験をお聞きかせください。 

 あなたは、こどもの頃、森や川といった自然の中で遊んでいましたか？ （1 つに○） 

 よく遊んでいた 1.
➔問(2)へ 

 たまに遊んでいた 2.
➔問(2)へ

 ほとんど遊ばなかった 3.
➔3 ページの問(14)へ

 どんなことをして遊んでいましたか？一度でも経験のある遊びすべてに○をつけてください。 

 きのことり 1.
 栗ひろい 2.
 ドングリ集め 3.
 タケノコとり 4.
 ⼭菜とり 5.
 ⽵細⼯づくり 6.
 ⽊⼯細⼯づくり 7.
 ⽊登り 8.
 隠れ家づくり 9.

 川泳ぎ・⽔遊び 10.
 川⿂つり 11.
 その他の川の⽣き物とり（⾷べるため） 12.
 その他の川の⽣き物とり（⾷べない） 13.
 ⾍とり 14.
 散策・ハイキング 15.
 キャンプ 16.
 バーベキュー 17.
 その他（             ）18.

 前問(2)の遊びのうち、こどものころに、これだったら他人に教えられる、と言えるくらい得意となった遊

びはありますか？ 

1. 得意な遊びがある→前問(2)の番号をいくつでも（                 ） 

2. それほど得意な遊びはない 

 前々問(2)の遊びのうち、もっとも頻繁に遊んだ遊びは何ですか？ 

前々問(2)の番号を 1 つ記⼊してください（     ） 

あなたは、これまでに森や川といった⾃然の中で、
次のような遊びを楽しまれたことはありますか。 

きのことり、栗ひろい、ドングリ集め、タケノコ掘
り、⼭菜とり、⽵⾺・⽵とんぼ、⽊登り、隠れ家づ
くり、川遊び、⿂とり、⿂つり、ドジョウとり、 
⾍とり など 

このアンケートの前半では、こどもの頃と⼤⼈になっ
てからの 2 つの時期に分けて、それぞれ⾃然でどんな
遊びをされてきたのか、あなたのご経験をうかがいま
す。 
なお、海や湖での遊びは含めません。 
川には、遊⽔池やため池も含めてください。
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 前問(4)の遊びは、だいたいどれくらいの頻度で遊んでいましたか？ （1 つに○） 

 ほぼ毎⽇ 1.  休みの⽇だけ 2.  夏休みなどの 3.
⻑期休暇の時だけ

 その他 4.
（        ）

 問(4)の遊びを行った場所は、主にどんなところですか？ （あてはまるものすべてに○） 

 実家の近く 1.
 親戚や知り合いの家の近く 2.
 親が連れて⾏ってくれた場所 3.
 学校の授業や⾏事で⾏った場所 4.

 地域の⾏事で⾏った場所 5.
 ⾏政や団体主催のイベントが⾏われた場所 6.
 その他（              ） 7.

 問(4)の遊びを行った場所には、どんな森がありましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

 ⼿つかずの原⽣林 1.
 ⼈の⼿の⼊った杉林 2.
 ⼈の⼿の⼊った広葉樹林 3.
 ⼈の⼿の⼊った⽵林 4.
 放置された杉林 5.

 放置された広葉樹林 6.
 放置された⽵林 7.
 その他（              ） 8.
 森はなかった 9.

 森はあったが、よくわからない 10.

 問(4)の遊びを行った場所には、どんな川や池がありましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

1. 森の中を流れる⼩さな川 
2. ところどころ急流がある川 
3. ⾼い堤防で囲われた⼤きな川 
4. ⽥んぼの間を流れる川 
5. ⺠家の間を流れる川 

6. ため池 
7. 遊⽔池 
8. その他（              ） 
9. 川はなかった 
10. 川があったが、よくわからない 

 問(4)の遊びを行った場所へは、誰と遊びに行きましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

1. ⽗親 
2. ⺟親 
3. 兄・弟 
4. 姉・妹 
 

5. 祖⽗ 
6. 祖⺟ 
7. 親戚 
8. 友だち 

 

9. 近所の⼈ 
10. 学校の先⽣ 
11. インストラクター（指導する⼈） 
12. その他 （            ）
13. 同伴者なし（あなたのみ） 

 前問(9)の人と遊びに行くとき、もっとも乗り気で、行きたがっていたのは誰ですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

1. あなた⾃⾝ 
2. 他の⼈→前問(9)の番号を記⼊してください（         ） 

 森や川での遊び方・楽しみ方はだれから教わりましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

1. ⽗親 
2. ⺟親 
3. 兄・弟 
4. 姉・妹 
5. 祖⽗ 

6. 祖⺟ 
7. 親戚 
8. 友だち 
9. 近所の⼈ 
10. 学校の先⽣

11. インストラクター（指導する⼈） 
12. その他（           ） 
13. ⾃分で調べた 
14. ⾃分の経験から学んだ 
15. 特に誰からも教わっていないし、学んでもいない
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 あなたがこどもの頃遊んでいた森や川の中で、できればもう一度行きたいと思う、お気に入りの森や川は

ありますか？ （1 つに○） 

1. たくさんある 
➔問(13)へ 

2. いくつかある 
➔問(13)へ 

3. ひとつだけある 
➔問(13)へ 

4. 特にない 
➔次のページ質問 2. 

へお進みください 

  問(12)で 1.または 2.または 3.と答えられた方、その場所は今でも昔のまま残っていますか？（1 つに○） 

1. 全く残っていない 2. わずかに残っている 3. ある程度残っている 4. わからない 
➔次のページ質問 2.へお進みください 

 【1 ページの問(1)で「3.ほとんど遊ばなかった」を選んだ方のみにお聞きします】 

森や川で遊ばなかった理由についてお聞かせください。 （あてはまるものすべてに○） 

1. 家の近くに森や川がなかった 
2. 森や川が近くにある親戚あるいは知⼈がいなかった 
3. 親や家族が森や川に連れて⾏かなかった 
4. 学校や地域の⾏事で森や川に⾏くことがなかった 
5. 森や川でどうやって遊んでいいかわからなかった 
6. 森や川でどうやって遊ぶか教えてくれる⼈がいなかった 
7. 森や川で遊ぶことに興味がなかった 
8. 森や川で遊ぶのがこわかった 
9. 危険を理由に、森や川で遊ぶことが禁⽌されていた 
10. 健康上の理由で、森や川で遊べなかった 
11. 勉強や習い事で忙しくて、森や川で遊ぶ暇がなかった 
12. その他（                                   ）
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質問2. 大人になってから（成人後）、森や川でのあなたのご経験をお聞かせください。 

 

 

 

 あなたは大人になってから、森や川といった自然で遊びましたか？（1 つに○） 

1. よく遊んだ 
➔問(2)へ 

2. たまに遊んだ 
➔問(2)へ

3. １度か 2 度遊んだ 
➔問(2)へ 

4. 全く遊ばなかった 
➔7 ページ問(19)へ 

 前問(1)で、1.、2.、3.のいずれかを選んだ方にお聞きします。それはいつごろですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

1. 最近 1 年間 
2. 2〜5 年前 
3. 6〜10 年 

4. 11〜20 年前 
5. 20 年以上前 

 森や川では、どんなことをして遊びましたか？ 一度でも行った遊びすべてに○をつけてください。 

 きのことり 1.
 栗ひろい 2.
 ドングリ集め 3.
 タケノコとり 4.
 ⼭菜とり 5.
 ⽵細⼯づくり 6.
 ⽊⼯細⼯づくり 7.
 ⽊登り 8.
 隠れ家づくり 9.

 川泳ぎ・⽔遊び 10.
 川⿂釣り 11.
 その他の川の⽣き物とり（⾷べるため） 12.
 その他の川の⽣き物とり（⾷べない） 13.
 ⾍とり 14.
 散策・ハイキング 15.
 キャンプ 16.
 バーベキュー 17.
 その他（           ）18.

 前問(3)の遊びのうち、大人になってから、これだったら他人に教えられる、と言えるくらい得意となった

遊びはありますか？（１つに○） 

1. 得意な遊びがある→前問(3)の番号をいくつでも記⼊してください（           ） 

2. 特に得意な遊びはない 

 問(3)の遊びのうち、もっとも多く遊んだ遊びは何ですか？ 

問(3)の番号を１つ記⼊してください（    ） 

 前問(5)の遊びは、大人になってからこれまで何回ぐらいしましたか？ （1 つに○） 

1. １回だけ 2. ２〜4 回 3. 5〜9 回 4. 10〜20 回 5. 20 回以上
  

森と川（ため池や遊水池も含む）
だけで、海や湖は含みません。以
下も同様です。 

あなたご自身のためだけでなく、子どもの
ためや、他の人の引率で遊びに行った場合
も含めてお答えください 
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 問(5)の遊びをもっとも頻繁にしたのはいつごろですか？（１つに○） 

 最近 1 年間 1.
 2〜5 年前 2.
 5〜10 年 3.

 10〜20 年前 4.
 20 年以上前 5.

 問(7)で○印をつけた時期は、あなたの人生ではどういう時期と重なりますか？（あてはまるものすべてに○） 

 独⾝で学⽣または仕事をしていないとき 1.
 独⾝で仕事をしているとき 2.
 結婚して⼦どもがいないとき 3.
 ⼦育て中⼼の⽣活をしているとき 4.
 仕事中⼼の⽣活をしているとき 5.
 ⼦どもが⼿を離れた後 6.
 ⼦供が独⽴した後7.

 ⾃分あるいは配偶者が定年退職した後 8.
 趣味に熱中しているとき 9.

 ボランティア活動に取り組んでいるとき 10.
 ⾃分が重い病気だったとき 11.
 家族が重い病気だったとき 12.
 親の介護をしているとき 13.
 その他（               ）14.

 問(5)の遊びを行った場所は、主にどんなところですか？ （あてはまるものすべてに○） 

 家の近く 1.
 親戚や知り合いの家の近く 2.
 学校の授業や⾏事で⾏った場所 3.
 地域の⾏事で⾏った場所 4.

 ⾏政や団体主催のイベントで⾏った場所 5.
 ⾃分または家族が探した場所 6.
 親戚や知り合いに教えてもらった場所 7.
 その他（             ）8.

 問(5)の遊びを行った場所には、どんな森がありましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

 ⼿つかずの原⽣林 1.
 ⼈の⼿の⼊った杉林 2.
 ⼈の⼿の⼊った広葉樹林 3.
 ⼈の⼿の⼊った⽵林 4.
 放置された杉林 5.

 放置された広葉樹林 6.
 放置された⽵林 7.
 その他（              ） 8.
 森はない 9.

 森はあるが、よくわからない 10.

 問(5)の遊びを行った場所には、どんな川がありましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

 森の中を流れる⼩さな川 1.
 ところどころ急流がある川 2.
 ⾼い堤防で囲われた⼤きな川 3.
 ⽥んぼの間を流れる川 4.
 ⺠家の間を流れる川 5.

 ため池 6.
 遊⽔池 7.
 その他（              ） 8.
 川はない 9.

 川はあるが、よくわからない 10.

 問(5)の遊びを行った場所へは、誰と遊びに行きましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

 ⽗親 1.
 ⺟親 2.
 夫または妻 3.
 息⼦ 4.
 娘 5.
 孫息⼦ 6.
 孫娘 7.

 姉・妹 8.
 兄・弟 9.

 祖⽗ 10.
 祖⺟ 11.
 親戚 12.
 友だち 13.
 近所の⼈14.

 学校の先⽣ 15.
 職場の同僚 16.
 サークル仲間 17.
 インストラクター（指導する⼈） 18.
 その他（           ） 19.
 同伴者なし（あなたのみ） 20.



6 ページ/12 

 

 前問(12)のうち、もっとも乗り気で、行きたがったのは誰ですか？  

（あてはまるものすべてに○） 

1. あなた⾃⾝ 

2. 他の⼈→前問(12)の番号を記⼊してください（           ） 

 問(12)のうち、どこの森または川に行くかは主に誰が決めていましたか？ 

みんなで決めている場合も、特に意見が通りやすい人を選んで、１つに○をつけてください。 

1. あなた⾃⾝ 

2. 他の⼈→問(12)の番号を１つ記⼊してください（   ） 

3. いつも同じ場所だったので、特に誰も決めていない 

4. その他（                               ） 

 森や川での遊び方・楽しみ方はだれから教わりましたか？ （あてはまるものすべてに○） 

 ⽗親 1.
 ⺟親 2.
 夫 3.
 妻 4.
 息⼦ 5.
 娘 6.
 孫 7.

 兄・弟 8.
 姉・妹 9.

 祖⽗ 10.
 祖⺟ 11.
 親戚 12.
 友だち 13.
 近所の⼈ 14.

 学校の先⽣ 15.
 職場の同僚 16.
 サークル仲間 17.
 インストラクター（指導する⼈） 18.
 その他（              ） 19.
 ⾃分の経験を通して学んだ 20.
 ⾃分で調べた 21.
 特に誰からも教わっていないし、学んでもいない22.

 前問(15)で「21.自分で調べた」方にお聞きします。遊び方を何で調べましたか？  

（あてはまるものすべてに○） 

 テレビ番組 1.
 新聞 2.
 雑誌 3.
 書籍 4.

 広報誌 5.
 インターネット（ウェブサイトやブログ、SNS）6.
 その他（                ） 7.

 あなたが大人になって遊んだ森や川の中で、できればもう一度遊びに行きたいお気に入りの森や川はあり

ますか？ （1 つに○） 

 たくさんある 1.
➔問(18)へ 

 いくつかある 2.
➔問(18)へ 

 ひとつだけある 3.
➔問(18)へ 

 特にない 4.
➔7 ページ質問 3.へ

 前問(17)の森または川は、どんなところですか？（あてはまるものすべてに○） 

 ⼀度だけ⾏ったことのある場所 1.
 森または川で遊ぶ時に、よく⾏く場所 2.
 なかなか⾏けない場所 3.

 ⽐較的簡単に⾏ける場所 4.
 その他（               ）5.

➔7 ページの質問 3.へお進みください 
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 4 ページの問(1)で「全く遊ばなかった」を選んだ方にお聞きします。遊ばなかったのはなぜですか。 

主な理由すべてに○をつけてください。 

 家の近くに森や川がなかった 
 森や川が近くにある親戚や知⼈がいなかった 
 学校や地域の⾏事で森や川に⾏くことがなかった
 どこの森や川で遊べるかがわからなかった 
 森や川でどうやって遊んでいいかわからなかった
 森や川でどうやって遊ぶか教えてくれる⼈がいな

かった 

 森や川で遊ぶことに興味がなかった 
 森や川で遊ぶのがこわかった 
 健康上の理由で、森や川で遊べなかった 

 勉強や習い事で忙しくて、森や川で遊ぶ暇がなか
った 
 疲れていて、森や川で遊ぶ元気がなかった 
 その他（               ）

 

質問3. 森や川などの自然で遊んだ経験の有無にかかわらず、森や川での遊びについてあな

たのご意見をお聞かせください。 

 森や川での遊びは、他の遊びと比べて、魅力的だと思いますか？ （1 つに○） 

 とても魅⼒的だ
と思う 

 やや魅⼒的だと
思う 

 どちらとも 
いえない

 あまり魅⼒的で
ない

 全く魅⼒的で 
ない

 森や川での遊びは、他の遊びと比べて、魅力的なところは何だと思いますか？ あなたご自身だけでなく

一緒に行く家族にとっての魅力も含めて、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 緑に囲まれた景⾊ 1.
 草花のある景⾊ 2.
 ⽥んぼや畑の広がる景⾊ 3.
 ⽥舎の暮らしが⾒えるのどかな景⾊ 4.
 きれいな⽔が流れる川 5.
 澄んだ空気 6.
 珍しい動物 7.
 珍しい植物 8.
 蝶やカブトムシなどの昆⾍ 9.

 川の⿂や⽔辺の⽣き物 10.
 地元の⼈とのふれあい 11.
 森の幸 12.
 川の幸 13.
 新鮮な農産物 14.
 ⽥舎の伝統料理・名物料理 15.

 開放感がある 16.
 ほっとする 17.
 懐かしい気持ちになる 18.
 ⾃然について学べる 19.
 ⾃然への親しみ⽅が⾝につく 20.
 ⾃然とともに暮らす⽅法が⾝につく 21.
 ⾃由な遊びができる 22.
 遊びの中で創意⼯夫ができる 23.
 体⼒づくりになる 24.
 ⽇頃できないことが体験できる 25.
 家族の仲が深まる 26.
 お⾦がかからない 27.
 その他（           ） 28.
 特にない 29.

 もしあなたが、今年、森か川に遊びに行くとすれば、どんなところに行きたいですか。行き先を決める時

に、最優先したい条件を、前問(2)の番号で、3 位までお答えください。 

１位（    ）→２位（    ）→３位（    ） 
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 森や川での遊びは、何が心配ですか？ あなたご自身だけでなく一緒に行く家族のことも含めて、 

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 ⼿洗い場・トイレがあるかどうか 1.
 ごみ捨て場があるか 2.
 ⾷事ができるところがあるか 3.
 近くにコンビニ・スーパーがあるか 4.
 携帯電話が通じるか 5.
 家からの遠くないか 6.
 ⾃動⾞がなくてもいけるか 7.
 現地まで移動はたいへんではないか 8.
 現地での⾜下が悪くないか 9.

 服が汚れないか 10.
 けがをしそうな危険な場所はないか11.

 ⾍さされやマムシ、かぶれの⼼配はないか 12.
 花粉は多くないか 13.
 イノシシやクマなどの獣の⼼配はないか 14.
 現地についての情報が事前に得られるか 15.
 よい遊び場所がわかる案内があるか 16.
 遊び⽅を教えてくれる⼈がいるか 17.
 地元の⼈に気をつかわないか 18.
 疲れないか 19.
 どのくらいお⾦がかかるか 20.
 その他（               ）21.
 特にない22.

 もしあなたが、今年、森か川に遊びに行く場合に、特に心配なのはどれですか。行き先を決める時に、 

もっとも考慮したい条件を、前問(4)の番号で、３位までお答えください。 

１位（    ）→２位（    ）→３位（    ） 

 

 

 

 

 もしあなたが、今年、森か川で遊べる場所について、調べてみたとします。 

問(2)であげた３つの魅力が満足できて、問(4)であげた３つの心配がない森か川が見つかったら、あなたは

そこへ遊びに行きますか？ （1 つに○） 

 間違いなく1.
⾏く 

 状況が許せば、2.
⾏きたい 

 状況が許して、 
気が向いたら 
⾏くかも知れない

 まず⾏かない 4.
だろう 

 その他 5.
（      ）

 それでは、問(2)であげた１位の魅力だけが満足できないとしたら、あなたは、その森か川に遊びに行きま

すか？（その他の 2 つの魅力は満足できるし、問(4)の３つの心配もないとします） （1 つに○） 

 間違いなく1.
⾏く 

 状況が許せば、2.
⾏きたい 

 状況が許して、 
気が向いたら 
⾏くかも知れない

 まず⾏かない4.
だろう 

 その他 5.
（      ）

 逆に、問(4)であげた１位の心配だけが残るとしたら、あなたは、その森か川に遊びに行きますか？（その

他の 2 つの心配はなく、問(2)の３つの魅力も満足できます） （1 つに○） 

 間違いなく1.
⾏く 

 状況が許せば、2.
⾏きたい 

 状況が許して、 
気が向いたら⾏く
かも知れない

 まず⾏かない4.
だろう 

 その他 5.
（      ）

次の問(6)～(8)は、「もしも」の話です。
あなたが問(2)で選んだ魅力的な点、 
および問(4)で選んだ心配な点について 
お考えください。 
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質問4. 里山での遊びについてお聞きします。 

 

 あなたがこどもの頃に森または川で遊んだことがあるかを、1 ページの問(1)で聞きましたが、 

その森または川があった場所のうち、この「里山」にあてはまる場所はありましたか？（1 つに○） 

 最もよく⾏った場所が⾥⼭だ 1.
 最もよく⾏った場所は⾥⼭ではないが、⾥⼭の森や川でも遊んだことがある 2.
 ⾥⼭の森や川では遊んだことはない 3.
 森や川では遊ばなかった 4.

 あなたが大人になってから森または川で遊んだことがあるかを、4 ページの問(1)で聞きましたが、 

その森または川があった場所のうち、この「里山」にあてはまる場所はありましたか？（1 つに○） 

 最もよく⾏った場所が⾥⼭だ 1.
 最もよく⾏った場所は⾥⼭ではないが、⾥⼭の森や川でも遊んだことがある 2.
 ⾥⼭の森や川では遊んだことはない 3.
 そもそも森や川で遊んでいない 4.

 あなたはこれまでに、春の里山の桜やその他の花を楽しみに出かけたことはありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、初夏の里山の新緑を楽しみに出かけたことはありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、秋の里山で紅葉を楽しみに出かけたことはありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山でタケノコ掘りに行ったことがありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

「⾥⼭」とは、⼭間の集落のまわりに、農
地があり、さらに、原⽣的な⾃然とは異な
る、⼈の⼿が⼊った森林がある場所のこと
を指します。 

⾥⼭の森林は、かつては地元の⽣活や⽥畑
に必要な薪や炭、肥料といった資源を供給
するところでもありました。 
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 あなたはこれまでに、里山に川魚を捕りに行ったことがありますか？ （1 つに○） 

 

 

 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山にキノコを採りに行ったことがありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山に栗拾いに行ったことがありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山にある農産物直売所に買い物をしに行ったことがありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山にあるかやぶき屋根の古民家に泊まりに行ったことがありますか？（1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山で行事やイベントとして行われる農作業体験に参加したことがありますか？ 

（1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山で行事やイベントとして行われる自然体験学習に参加したことがありますか？ 

（1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 あなたはこれまでに、里山保全ボランティアに参加したことはありますか？ （1 つに○） 

 最近２年以内に 1.
ある 

 最近ないが、 2.
3 年以上前ならある

 ⼀度もないが 3.
⾏ってみたい

 ⼀度もないし、 4.
⾏く気もない

 

メダカなどではなく、
食べるための魚です 
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質問5. あなたご自身についてお聞きします。 

 性別をお聞かせください。 （1 つに○） 

 ⼥性 1.  男性2.

 年齢をお聞かせください。 （1 つに○） 

 20 歳代以下 1.
 30 歳代 2.
 40 歳代 3.

 50 歳代 4.
 60 歳代 5.
 70 歳代以上6.

 現在の勤務状況についてお聞かせください。 （1 つに○） 

 フルタイムで働いている 1.
 パートタイムで働いている 2.
 すでに引退しており現在仕事をしていない 3.

 現在休職している 4.
 これまで⼀度も働いたことがない 5.
 上記以外 6.
（              ）

 あなたのご実家あるいは祖父・祖母の家では農業あるいは林業をされていましたか？（1 つに○） 

 していた 1.  していない2.

 職業として教育に携わったご経験はありますか？ （1 つに○） 

 ある 1.  ない2.

 ご結婚されていますか？ （1 つに○） 

 既婚 1.  未婚2.

 お子さんについてお聞かせください （1 つに○） 

 未就学のこどもがいる 1.
 ⼩学校・中学校に就学中のこどもがいる 2.
 ⾼校や⼤学などに就学中のこどもがいる 3.

 学校には通っていないが扶養しているこ4.
どもがいる 

 すでに⼦どもは就職・⾃⽴している 5.
 ⼦どもはいない6.

 お孫さんについてお聞かせください。 （1 つに○） 

 未就学の孫がいる  1.
 ⼩学校・中学校に就学中の孫がいる 2.
 ⾼校や⼤学などに就学中の孫がいる 3.

 学校には通っていないが扶養している孫4.
がいる 

 すでに孫は就職・⾃⽴している 5.
 孫はいない6.

 現在介護されているご家族はいらっしゃいますか？ （1 つに○） 

 いる 1.  いない2.
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 あなたにとって休日の楽しみは何ですか？ （最大 3 つまで○） 

 体操 1.
 ジョギング、マラソン 2.
 野球やサッカーなどの球技 3.
 映画・ビデオ鑑賞 4.
 ⾳楽鑑賞 5.
 園芸、庭いじり 6.
 学習、調べ物 7.
 写真 8.
 インターネット検索 9.

 ブログやSNSへの書き込み 10.

 外⾷（⽇常的なものは除く）11.
 カラオケ 12.
 ギャンブル 13.
 テレビゲーム 14.
 イベント・コンサート 15.
 国内旅⾏（観光） 16.
 帰省旅⾏ 17.
 ドライブ 18.
 ツーリング 19.
 サイクリング20.

 ショッピング（⽇常的なも21.
のは除く） 
 動物園・植物園・⽔族館 22.
 ハイキング・散歩 23.
 サイクリング 24.
 学校⾏事 25.
 市⺠農園 26.
 農業・林業ボランティア 27.
 その他 28.
（          ）

 あなたのご家族全体での年収（年金を含む）は、税込みでいくらぐらいですか？ （1 つに○） 

※立ち入ったことをお聞きしますが、経済学的な分析に必要な情報ですので恐れ入りますがご回答願います。 
 200 万円未満 1.
 200 万円以上〜400 万円未満 2.
 400 万円以上〜600 万円未満 3.
 600 万円以上〜800 万円未満 4.

   800 万円以上〜1,000 万円未満 5.
 1,000 万円以上〜1,200 万円未満 6.
 1,200 万円以上〜1,400 万円未満 7.
 1,400 万円以上8.

 もしも、あなたが時間のある日に、お近くの市民会館あるいは市民ホールにて、以下のようなテーマの講

演会が開催されるとしたら参加しますか。参加してよいと思うテーマすべてに○をつけてください。 

 地球温暖化 1.
 ⽣物多様性 2.
 ⾥⼭保全 3.
 開発途上国の貧困問題 4.
 ⾷の安全性 5.
 ⾷料⾃給率 6.
 フェアトレード 7.

 ⽔産物の資源管理 8.
 化学物質 9.

 産業廃棄物 10.
 3R（リデュース・リユース・リサイクル） 11.
 都市開発 12.
 その他（              ） 13.
 特に興味はない14.

自然や里山で遊んだ思い出、身近な自然環境についてのご意見・ご感想などがあれば、ご自

由にお書きください。 

 

 

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 
このアンケート調査票は同封の返信用封筒に封入し、最寄りの郵便ポストにご投函ください。 

（ご投函は 2013 年 3 月 20 日（水）までに。切手の貼り付けは不要です） 


