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Ⅰ 農業への従事状況についてお尋ねします。 

問１ あなたのところの経営形態をお尋ねします。該当するものに○印をつけてください。     

（1）経営体の形                                                                          

１．家族経営  ２．法人経営 

 

（2）専業・兼業別                                                                           

 １．専業    ２．兼業 

 

（3）経営形態 ※複合の場合は、該当するものすべてに○印をつけてください。               

１．稲作           ２．畑作       ３．野菜・果樹      ４．酪農 

５．畜産（肉牛、豚、馬、鶏 など）     ６．その他（                ） 

 

問２ あなたの年間の農業従事日数は、どのくらいですか。該当するものに○印をつけてください。  

１．149 日以内  ２．150～199 日  ３．200～249 日  ４．250～299 日  ５．300 日以上 

 

問３ あなたの日常の時間配分はどのようになっていますか。該当する欄に時間数を記入してください。

また、結婚されている方は、配偶者の一日の時間配分も該当する欄に記入してください。 

 

  

 
本人 配偶者 

農繁期 農閑期 農繁期 農閑期 

①農作業 時間 時間 時間 時間 

②家事（育児・介護含） 時間 時間 時間 時間 

③①②以外に家族のために使っている時間  
例：学校行事、PTA活動など 

時間 時間 時間 時間 

④地域活動 
例：農協の会合、地域のお祭り運営など 

時間 時間 時間 時間 

⑤自分のために使っている時間 時間 時間 時間 時間 

⑥睡眠時間 時間 時間 時間 時間 

その他（         ） 時間 時間 時間 時間 

合         計 24時間 24時間 24時間 24時間 

１ 

農村における女性の社会参画に関するアンケート調査票 
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問４ あなたは、農業、地域活動、家事・育児・介護等にバランス良く携われていると感じていますか。

該当するものに○印をつけてください。 

１．バランスよく携われている   ２．バランスよく携われていない   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問５ 農繁期の休日についてお聞きします。         

（1）休日を決めていますか。該当するものに○印をつけてください。                

１．決めている      

２．決めていない 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）現在の休日の設定についてどう感じていますか。該当するものに○印をつけてください。   

１．少ない      ２．十分      ３．設定不要 

 

（3）休日を確保するにはどうしたらよいと思いますか。該当するものに○印をつけてください。（複数

回答可） 

１．早めに休みを決める（計画をつくる）   ２．家族で話し合う  

３．ヘルパーを利用する            ４．人を雇用する   

５．家族経営協定を結ぶ           ６．農繁期に休日を取るのは不可能 

７．その他（             ） 

 

「１.決めている」を選んだ方にお伺いします。 

休日の頻度はどのくらいですか。該当するものに○印をつけてください。 

 

ア．週に 1 度      イ．月に 1～2 回      ウ．その他（           ） 

「２.決めていない」を選んだ方にお伺いします。 

決めていない理由は何ですか。該当するものに○印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．作業状況に応じて休みを取っているから    イ．作業が多忙で休日がとりにくい 

ウ．その他（             ） 

「２.バランスよく携われていない」を選んだ方にお伺いします。 

携わる時間を増やしたい、減らしたいことはなんですか。該当するものに○印をつけてください。

（複数回答可） 

 

①携わる時間を増やしたいこと                    ②携わる時間を減らしたいこと 

ア．農作業                   ア．農作業 

イ．家事（育児・介護含）                        イ．家事（育児・介護含） 

ウ．ｱ・ｲ以外に家族のために使っている時間      ウ．ｱ・ｲ以外に家族のために使っている時間 

エ．地域活動                  エ．地域活動 

オ．自分のために使っている時間         オ．自分のために使っている時間  

カ．睡眠時間                  カ．睡眠時間 

キ．その他（            ）     キ．その他（            ） 

２ 
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 問６ 家族経営協定の締結の有無などについて該当するものに○印をつけてください。       

１．締結している 

２．締結していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ あなたの農業経営に関する考えについてお尋ねします。 

 問７ あなたは農業経営にどのような関わり方をしていますか。                 

（1）あなたは経営内で次の役割をどのような形で受け持っていますか。担当項目別に主、副、担当

していない の欄に○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

（2）農業経営方針決定へどのような関わり方をしていますか。該当する項目に○印をつけてください。 

担当項目 主 副 
担当 

して 

いない 
担当項目 主 副 

担当 

して 

いない 

① 農作業計画    ⑪雇用者の管理    

② 作物の栽培・管理    ⑫全体の生産資材の購入    

③ 部門の作物栽培・管理    ⑬部門の生産資材の購入    

④ 家畜の飼育・管理    ⑭農作業日誌の記録    

⑤ 家畜の育成    ⑮簿記記録    

⑥ 搾乳作業    ⑯財務管理    

⑦ 収穫作業    ⑰営農計画書作成    

⑧ 機械作業    ⑱市場情報の収集    

⑨ 出荷・販売    ⑲その他の作業    

⑩ 農畜産物加工・販売     

「１.締結している」を選んだ方にお伺いします。 

①締結している理由は何ですか。該当するものに

○印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．農業者年金加入のため   

イ．家族の役割分担や就業条件、経営移譲の時期

等を明確にするため 

ウ．その他（             ） 

 

②家族経営協定に沿った農業経営がなされていま

すか。該当するものに○印をつけてください。 

 

ア．なされている    イ．なされていない 

「２.締結していない」を選んだ方に 

お伺いします。 

締結していない理由は何ですか。該当す

るものに○印をつけてください。（複数

回答可） 

 

ア．家族経営協定を知らない    

イ．家族の理解が得られない  

ウ．必要と思わない        

エ．その他（          ） 

３ 
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（3）あなたは毎年の経営状況（収支等）や、中期（５年程度）の経営計画を把握していますか。該当

するものに○印をつけてください。 

１．把握している      ２．把握していない 

 

問８ あなたは、農業経営へどのような関わり方をしたいと考えていますか。該当するもの１つに○印

をつけてください。 

１．経営者として農業経営全体に取り組みたい   

２．共同経営者として農業経営全体に参画したい 

３．共同経営者として特定部門の経営に取り組みたい   

４．経営方針決定は夫あるいは親等が主に行うが、自分の意見も反映したい 

５．指示された農作業に従事するだけにしたい   

６．農業が忙しいときだけ手伝いたい   

７．農作業は行わず、経理等の事務作業に関わりたい 

８．その他（                     ） 

 

問９ 農業経営に活かせる知識・ノウハウの中で、（1）あなたがすでに持っているものはありますか。

また、（2）今後身につけたいものはありますか。該当する項目に○印をつけてください。 

 

 

 

 

項     目 
主体的に意見を 

述べる 

経営主に相談された時 

だけ意見を述べる 
参画していない 

①営農計画    

②新規投資（土地・施設・機械購入）    

③資金借入    

④資産運用    

⑤農作業計画    

⑥農作業の役割分担    

 (1)すでに持っている (2)今後身につけたい 

①農業技術（栽培・飼養管理等）   

②農業機械の操作     

③経営・管理・財務（簿記記帳・青色申告・営農設計等）   

④労務管理の方法    

⑤農畜産物の加工と販売方法      

⑥農産物の表示や認証制度などの情報   

⑦都市と農村の交流の方法   

⑧家族経営協定締結と円滑な経営継承に関する情報    

⑨農業者年金制度に関する情報   

⑩その他 （               ）   

４ 
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問１０ 女性が農業経営に参画しやすい環境を整えるうえで、最も必要だと思うことはなんですか。 

該当するものに○印をつけてください。（複数回答可） 

１．家族経営協定等の経営方針上のルールの明文化 

 ２．家族で定期的に話合いを行うこと 

３．農業技術・経営等に関する知識を習得する   

４．家事・育児・介護等の負担の軽減 

５．女性の経営や地域活動の経験の蓄積   

６．女性の資産形成 

７．その他（                       ） 

 

 

Ⅲ あなたの資産形成についてお尋ねします。 

問１１ あなたは労働報酬を受け取っていますか。該当するものに○印をつけてください。             

１．受け取っている 

２．受け取ってない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２ 現在の報酬額や報酬の有無について満足していますか。該当するものに○印を付けてください。 

１．満足している        

２．不満がある 

 

 

 

 

 

 

 

問１３ あなたはご自分名義のどのような財産を持っていますか。該当するものに○印をつけてくださ

い。（複数回答可） 

１．普通預金     ２．定期預金     ３．生命保険     ４．国民年金   

５．農業者年金    ６．農地       ７．山林       ８．宅地   

９．農業施設     10．自宅       11．その他（            ） 

  

「１. 受け取っている」を選んだ方にお伺いします。 

内容はどのようなものですか。該当するものに○印をつけてください。 

 

ア．毎月決まった額を給与として   

イ．担当部門の収益配分として  

ウ．年間数回小遣いとして    

エ．その他（                       ） 

「２. 受け取っていない」を選んだ方にお伺いします。 

どのような理由によるものですか。該当するものに○印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．家計費が確保されているので必要と思わない  イ．所得が低いから家族に言えない   

ウ．その他（             ） 

「２. 不満がある」を選んだ方にお伺いします。 

どのような理由によるものですか。該当するものに○印をつけてくださ

い。（複数回答可） 

 

ア．定期的な報酬ではない         

イ．金額が少ない   

ウ．その他（             ） 

５ 
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Ⅳ あなたの活動の状況についてお尋ねします。 

問１４ あなたの趣味（好きなこと）はなんですか。該当するものに○印を付けてください。（複数回答可） 

１．仕事（農業）                  ２．家事             ３．運動・スポーツ   

４．音楽              ５．旅行・買い物      ６．裁縫     

７．お菓子作り・料理             ８．農産物加工品（漬物・味噌等）作り 

９．地域の人と集まってのお話     10．その他（               ） 

 

問１５ あなたはどのような資格をお持ちですか。該当するものに○印を付けてください。（複数回答可） 

１．調理師    ２．食品衛生責任者    ３．栄養士    ４．北海道フードマイスター 

５．保育士    ６．ヘルパー       ７．看護師       ８．簿記 

９．教員免許   10．美容師・理容師     11．医療事務   12．パソコン検定 

13．資格を持っていない           14．その他（                ） 

 

問１６ あなたは現在、持っている資格を活かした活動を行っていますか。該当するものに○印を付け

てください。 

１．行っている 

２．行っていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７ あなたは過去、現在を含め、地域でなんらかの役職・役割をお持ちですか。該当するものに○ 

印をつけてください。 

１．持っている、または、持ったことがある 

２．持ったことがない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「２. 行っていない」を選んだ方にお伺い

します。 

将来は行いたいと思いますか。該当する

ものに○印をつけてください。 

 

 ア．行いたい  イ．行いたくない 

「１.持っている、または、持ったことがある」を選んだ方にお伺いします。 

それはどのような役職・役割ですか。該当するものに○印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．指導農業士    イ．農業士     ウ．農協理事     

エ．市・町議     オ．農業委員   カ．農協女性部・地域婦人会の役員 

キ．PTA 役員        ク．町内会役員   ケ．その他の役員（          ） 

「２.持ったことがない」を選んだ方にお伺いします。 

それはどのような理由によるものですか。該当するものに○印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．女性は選ばれない                    イ．時間的あるいは経済的な余裕がない  

ウ．責任ある役職を果たす自信がない      エ．その他（             ）  

「１. 行っている」を選んだ方にお伺いします。 

どのような活動内容ですか。該当するものに○

印をつけてください。（複数回答可） 

 

ア．農業経営（財務管理等）  

イ．農産物加工品製造   

ウ．農家民宿・レストラン     

エ．育児             

オ．介護                

カ．その他（         ） 

６ 
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問１８ 女性が地域活動に携わるには、どのようなことが必要だと感じますか。該当するものに○印を 

つけてください。（複数回答可） 

１．夫や家族の協力   

２．家事・育児等は女性の仕事という固定的役割分担意識の打破 

 ３．雇用・ヘルパー等の農作業労働力の確保   

４．保育・介護等の外部サービスの利用 

 ５．女性の意見を踏まえた地域農業の運営   

６．家族経営協定の締結 

 ７．女性の事情を配慮した労務管理   

８．その他（                     ） 

  

 

Ⅴ 農村における男女の状況についてお尋ねします。 

問１９ あなたの地域では、行事や共同作業などの運営について、女性の意見が聞き入れられています

か。該当するものに○印をつけてください。 

１．いる      ２．いない 

 

問２０ 農村は、都市部と比べ男女の性別役割意識（男は外、女は内など）が強いと思いますか。該当

するものに○印をつけてください。 

１．思う      ２．思わない      ３．わからない 

 

問２１ あなたの地域では、次のようなことが見られますか。該当する項目に○印をつけてください。 

区      分 はい いいえ 

①地域の集会には男性が多い   

②集落の主要な役員は男性である   

③会議などで女性が発言すると嫌われる   

④会合などの席順は男性が上座   

⑤会合などの時、接待などは女性が行っている   

 

問２２ あなたの地域における女性の役割や地位について、普段感じていることをお聞かせください。   

 

                                               

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

７ 
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Ⅵ 最後にあなたの概況をお尋ねします。 

Ｆ１ あなたのお住まいの市町村名を記入してください。 

 

Ｆ２ あなたの年齢をお尋ねします。該当するものに○印をつけてください。 

１．10 才代    ２．20 才代    ３．30 才代   ４．40 才代 ５．50 才代     

６．60 才代    ７．70 才代    ８．80 才代以上 

 

Ｆ３ あなたのプロフィールについてお尋ねします。該当するものに○印をつけてください。      

１．非農家出身の嫁     ２．農家出身の嫁          ３．農家後継（既婚） 

４．農家後継（未婚）    ５．非農家出身の経営者（新規就農者） 

 

Ｆ４ あなたの就農以前の職業に○印を付けてください。また、結婚されている方は、配偶者の方の就 

農以前の職業に該当するものに○印をつけてください。 

①本人 

１．学生（卒業後すぐに就農）   ２．会社員・役員         

３．公務員            ４．JA 職員        

５．自営業            ６．パート・アルバイト  

７．家事手伝い          ８．その他（                   ） 

②配偶者 

１．学生（卒業後すぐに就農）   ２．会社員・役員         

３．公務員            ４．JA 職員        

５．自営業            ６．パート・アルバイト  

７．家事手伝い          ８．その他（                   ） 

 

Ｆ５ あなたの就農以前の居住地はどこですか。該当するものに○印をつけてください。現在と居住地

が異なる方は市町村名を記入してください。 

１．現在と同じ   

２．現在と異なる  

 

Ｆ６  経営規模はどのくらいですか。概数で結構ですので数字を記入してください。  

経営耕地面積 ｈａ 飼育頭数  頭 

 

Ｆ７ 年間の農業従事者数は何名程度ですか。数字を記入してください。   

家族従事 人 雇用 常雇     人 臨時     人 

 

 

 

 ご協力ありがとうございました  

 

市町村名 
 

 

市町村名 
 

 

８ 


