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付表１　インターネットアンケート誘導画面文面
― 回答ご協力のお願い ―

ただいま e-comResearch では、「有機農業に関するアンケート」を実施中です。

今回の調査は、有機農業に関するご意見などをお伺いするアンケートです。

簡単な質問ですので、ぜひ、ご協力をお願いします。

アンケートに最後まで回答いただいたライフメディア会員の方には、

回答内容により●●～▲▲ポイント（●●～▲▲円相当）差し上げます。

（分岐によって質問数が異なります）

※アンケートの応募条件に該当されない方がお答えになっても、ポイントは差し上げられません。

また、アンケートのご回答はお１人様１回のみとさせていただきますので、ご了承願います。

皆様から寄せられたご意見は、統計的に処理します。あなたの個人情報は一切外部に公表す

ることはありません。よろしくご協力ください。

アンケート参加条件

●以下の条件に、すべて当てはまる方

　１）ライフメディアよりアンケートの案内メールを受け取った方

　２）20 歳以上の方

　　※但し、以下に該当される方は、アンケートの回答をご遠慮ください。

・あなたご自身やご家族の方に、広告代理店・市場調査業・マスコミ関係の会社にお勤めの
　方がいらっしゃる場合

※回収数が目標に到達次第、締めきらせていただきます。

e-comResearch アンケート事務局
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付表２　質問表

有機農業に関する消費者意識調査
（※現在、家族から離れて単身で暮らしている方は、現在の状況をお答えください）。

Ⅰ　はじめに、あなた自身のことについて伺います。

Ｑ１―１　あなたのお住まいはどこですか？
 
１　北海道
２　青森県
３　岩手県
４　宮城県
５　秋田県
６　山形県
７　福島県
８　茨城県
９　栃木県
10　群馬県
11　埼玉県
12　千葉県

13　東京都
14　神奈川県
15　新潟県
16　富山県
17　石川県
18　福井県
19　山梨県
20　長野県
21　岐阜県
22　静岡県
23　愛知県
24　三重県

25　滋賀県
26　京都府
27　大阪府
28　兵庫県
29　奈良県
30　和歌山県
31　鳥取県
32　島根県
33　岡山県
34　広島県
35　山口県
36　徳島県

37　香川県
38　愛媛県
39　高知県
40　福岡県
41　佐賀県
42　長崎県
43　熊本県
44　大分県
45　宮崎県
46　鹿児島県
47　沖縄県
48　その他

Ｑ１―２　あなたのお住まいの市区町村はどこですか？

１　札幌市
２　仙台市
３　さいたま市
４　千葉市
５　横浜市
６　川崎市
７　相模原市

８　新潟市
９　静岡市
10　浜松市
11　名古屋市
12　京都市
13　大阪市
14　堺市

15　神戸市
16　岡山市
17　広島市
18　北九州市
19　福岡市
20　その他の市区町村（　　　　　　　　　）

Ｑ１―３　あなたのお住まいの市区町村が、「平成」以降合併のあった場合、合併前の市町村
名（都道府県以下の名称）をお教えください。

　
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

Ｑ１―４　お宅の近くに畑や田んぼはありますか？（個人の家庭菜園や学校菜園などは除く）
（ひとつだけ）

　１　ない
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　２　少しある
　３　たくさんある
　４　わからない

Ｑ２　あなたの性別を次から選んでください。
　１　　男　　　　２　　女　

Ｑ３　あなたの年齢を次から選んでください。
　１　20 ～ 30 歳未満
　２　30 ～ 40 歳未満
　３　40 ～ 50 歳未満
　４　50 ～ 60 歳未満
　５　60 歳以上

Ｑ４　あなたの主な職業は、何ですか？　次からひとつ選んでください。（ひとつだけ）
　１　常勤（会社員・公務員・団体職員等）
　２　パート・アルバイト
　３　農業
　４　その他の自営業
　５　専業主婦
　６　学生
　７　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ５　現在、あなたが同居する世帯の世帯員の構成を、次から選んでください。（ひとつだけ）
　１　単身（自分一人）
　２　夫婦または大人だけ
　３　二世代家族（未成年・学生の子どもを含む）
　４　三世代家族（未成年・学生の子どもを含む）
　５　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　Q ５―１　お宅に乳幼児（就学前のこども）はいますか？
　　　　　　　　１　いる
　　　　　　　　２　いない

　　Q ５―２　義務教育（小学校、中学校）に通っているお子さんはいますか？
　　　　　　　　１　いる
　　　　　　　　２　いない
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　　Q ５―３　世帯員数は全部で何人ですか？　　　　　　　人

Ｑ６　お宅の世帯収入（2010 年、税込み）は、全部でどれくらいですか？　次から選ん
でください。（ひとつだけ）

１　　300 万円未満　
２　　300 万円以上 400 万円未満
３　　400 万円以上 500 万円未満
４　　500 万円以上 600 万円未満
５　　600 万円以上 700 万円未満

６　　700 万円以上 800 万円未満
７　　800 万円以上 900 万円未満
８　　900 万円以上 1000 万円未満
９　　1000 万円以上　
10　　わからない

Ⅱ　日常の食生活について伺います。

Ｑ７　あなたは、お宅で食事を作りますか？（ひとつだけ）
　１　主に作る。
　２　手伝ったり、ときどき作る。
　３　ほとんど作らない。

Ｑ８　あなたは、日常の食事の材料を自分で買いますか？（ひとつだけ）
　１　買う（日常的に買う）
　２　買う（ときどき買う）
　３　全く／ほとんど買わない（Ｑ 13 へ）

Ｑ９　米や野菜の購入先について伺います。
　（1）―ａ　お宅では、日頃どこで米を購入しますか？（いくつでも）
　　１　米屋などの個人専門店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分の家で作っている
　　11　もらっている
　　12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　13　わからない
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　（１）―ａ－ＳＱ　米の主な購入先はどこですか？（ひとつだけ）
　　１　米屋などの個人専門店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分の家で作っている
　　11　もらっている
　　12　その他

（主な購入先で 1 ～ 9・12 を選んだ人に）
　（１）―ｂ　米の主な購入場所は、お宅からどのような距離ですか？（ひとつだけ）
　　１　歩いて行ける距離（歩いて 15 分程度以内）
　　２　自転車で行ける距離（自転車で 15 分程度以内）
　　３　自動車でないと行きづらい距離
　　４　自動車でも数時間かかる距離
　　　
　（２）―ａ　お宅では、日頃どこで野菜を購入しますか？（いくつでも）
　　１　八百屋などの個人専門店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分の家で作っている
　　11　もらっている。
　　12　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　13　わからない

　（２）―ａ－ＳＱ　野菜の主な購入先はどこですか？（ひとつだけ）
　　１　八百屋などの個人専門店
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　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分の家で作っている
　　11　もらっている。
　　12　その他

（主な購入先で 1 ～ 9・12 を選んだ人に）
　（２）―ｂ　野菜の主な購入場所は、お宅からどのような距離ですか？（ひとつだけ）
　　１　歩いて行ける距離（歩いて 15 分程度以内）
　　２　自転車で行ける距離（自転車で 15 分程度以内）
　　３　自動車でないと行きづらい距離
　　４　自動車でも数時間かかる距離
　　　
Ｑ 10　あなたが野菜を購入するときに注意することは何ですか？
　　最も当てはまるものを、３つまで選んでください。（３つまで）
　１　おいしさ
　２　栄養や健康
　３　安全性
　４　見た目（形が整っているか）
　５　鮮度
　６　安さ
　７　旬のものであること。
　８　産地（地元産や国内産であること）
　９　栽培方法（有機農業であること）
　10　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　11　特にない。

Ｑ 11　あなたは、加工食品を購入する際、食品添加物の記載を確認しますか？（ひとつだけ）
　１　必ず確認する
　２　品目によっては、必ず確認するものがある
　３　たまに確認する
　４　確認しない
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Ｑ 12　加工食品の食品添加物（主に化学合成のもの）に対して、具体的に、どのように考
え、行動していますか？最も近いものをひとつお選びください。

　１　食品添加物のできるだけ少ないものを選んで購入している。
　２　味や値段等を優先させ、添加物の多いものでも購入することがある。
　３　食品添加物は気にしていない。
　４　食品添加物を避けるために、加工食品をできるだけ買わないで、手作りしている。

Ｑ 13　あなたは、米・野菜・果物等（農産物）が有機であることに関心がありますか？
（ひとつだけ）

　１　おおいに関心がある。
　２　やや関心がある。
　３　あまり関心がない。
　４　全く関心がない。
　５　「有機」が何かよくわからない

Ｑ 14　あなたは、どのくらいの頻度で、夕食時に外食したり、市販の弁当や惣菜を買いま
すか？（ひとつだけ）

　１　ほとんど毎日
　２　週に３～５日
　３　週に１、２日
　４　月に２、３日
　５　月に１日以下
　６　外食したり弁当や惣菜を買うことはない。

Ｑ 15　あなたは喫煙しますか？（ひとつだけ）
　１　する
　２　しない（以前はしていたが、やめた）
　３　しない

Ｑ 16　冬に出回っているトマトは、石油による温室の加温が必要です。あなたは、旬（夏）
のトマトに比べるとエネルギーや環境の負荷が高いことを知っていましたか？

　　（ひとつだけ）
　１　知らなかった
　２　少し知っていた
　３　よく知っている
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Ｑ 17　あなたは以下のような言葉をご存じですか？（それぞれひとつずつ）

聞いたこ
とがなか
った

聞いたこと
はあるが内
容はよく知
らない

よく知っ
ている
（内容も
わかる）

（それぞれの言葉の大まかな意味）

1　フードマイレージ □ □ □ （輸入食料の輸送による環境への負荷を数値化したもの）

2　地産地消 □ □ □ （地域で生産されたものをその地域で消費すること）

3　フェアトレード □ □ □ （途上国の産品を適正な価格で継続的に取引すること）

4　身土不二 □ □ □ （土と身体の健康は密接、地域のものを食べるのが健康的）

5　食農教育 □ □ □ （「食」と「農」、「生命」の関係や大切さを学ぶこと）

Ｑ 18　あなたは、農産物（米・野菜・果物等）を買うときに、地元産や国産であるか考え
ますか？福島第一原発事故より前の状況を振り返り、ご回答ください。（ひとつだけ）

　１　考える（地元産―市町村から県内の範囲―のものを優先的に購入するようにしてきた）
　　（ＳＱ１へ）
　２　考える（国産のものを優先的に購入するようにしてきた）（Ｑ 19 へ）
　３　考える（自分で農作物を作るようにしてきた）（Ｑ 19 へ）
　４　あまり考えない（産地は気にしていなかった）（Ｑ 19 へ）
　５　わからない（自分は購入しないのでわからない）（Ｑ 19 へ）

　Ｑ 18―SQ　農産物（米・野菜・果物等）を買うときに地元産や国産であるか「1 考える
（地元産のものを優先的に購入するようにしてきた）」とお答えの方に伺います。それは
なぜですか？（いくつでも）

　　１　新鮮だから
　　２　地域の農地や自然環境を守ると思うから
　　３　輸送に使うエネルギーを節約するから
　　４　地元の農家を支援するため
　　５　作った人の顔がわかり、信頼感がもてるから
　　６　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ 19　今回の原発事故で、購入する農産物（米・野菜・果物等）の産地を変えましたか？
（ひとつだけ）

　１　変えた（事故直後だけでなく、現在も産地を変えたままである）（ＳＱ１へ）
　２　事故直後は産地を変えたが、現在は元に戻った（ＳＱ２へ）
　３　変わっていない（ＳＱ３へ）
　４　わからない
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　Ｑ 19―SQ １　購入する農産物（米・野菜・果物等）の産地を「1．変えた（現在も産地
を変えたままである）」とお答えの方に伺います。具体的にどのように変えましたか？

（いくつでも）
　１　被災地産の農産物の購入を控えるようになった。
　２　東日本（東北および関東）の農産物の購入を控えるようになった。
　３　被災地産の農産物を以前より多く買うようになった。
　４　東日本の農産物を以前より多く買うようになった。
　５　輸入の農産物の購入量が増えた。
　６　地場産品の購入量が減った。
　７　地場産品の購入量が増えた。
　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）

　Ｑ 19―SQ ２　「2．事故直後は産地を変えたが、現在は元に戻った」とお答えの方に伺
います。

　　SQ ２―1　具体的にどのように変えていましたか？（いくつでも）
　　１　被災地産の農産物の購入を控えるようになった。
　　２　東日本（東北および関東）の農産物の購入を控えるようになった。
　　３　被災地産の農産物を以前より多く買うようになった。
　　４　東日本の農産物を以前より多く買うようになった。
　　５　輸入の農産物の購入量が増えた。
　　６　地場産品の購入量が減った。
　　７　地場産品の購入量が増えた。
　　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　）

　Ｑ 19―SQ ２―2　現在は「元に戻った」のはなぜですか？（いくつでも）
　　１　当初考えていたよりも安全であることがわかったので
　　２　当初考えていたよりも安全ではないことがわかったので
　　３　産地を限定して買うと、買えるものが限られてしまうので。
　　４　産地を限定して買うと、購入すると、出費がかさむので
　　５　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）

　Ｑ 19―SQ ３　購入する農産物（米・野菜・果物等）の産地が「3．変わっていない」と
答えた方に伺います。変わっていないのはなぜですか？（いくつでも）

　　１　被害を受けた地域のものは、もともと地元ではほとんど売られていないので。
　　２　市場に出回っているものは安全だと言われているので。
　　３　産地を気にして買うと、買える物が限られてしまうので。
　　４　産地を限定して買うと、出費がかさむので。
　　５　もともと気にしていないので。
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　　６　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ 20　今回の原発事故の後、お宅の野菜の消費量に変化はありましたか？（ひとつだけ）
　１　変わらない
　２　やや減った／減ったが、元に戻った
　３　だいぶ減った
　４　やや増えた／増えたが、元に戻った
　５　だいぶ増えた
　６　わからない

Ｑ 21　放射能汚染と、あなたやご家族の農産物摂取について、どのように考えています
か？最も近いものをひとつ選んでください。

　１　ほんの微量でも含んでいるものは、食べないようにしたいと考えている
　２　国の暫定規制値よりも厳しい基準で考えたいが、微量であればしかたがない。
　３　国の暫定規制値を超えていなければ、食べても大丈夫と考えている
　４　特に気にしていない
　５　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　６　わからない

Ｑ 22　あなたは、原発事故の被害に苦しむ被災地の農業・農家への支援として、以下のど
れに賛同しますか？（いくつでも）

　１　積極的に被災地産の農産物を食べて応援する。
　２　被災地産の農産物を食べるのではなく、他の形で応援する。
　３　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　４　特に支援は必要ない。
※「4　特に支援は必要ない。」は他の選択肢と同時選択可。同時選択の場合は他選択肢を優先。

　Ｑ 22―SQ1　「1　積極的に被災地産の農産物を食べて応援する。」とお答えの方に伺い
ます。具体的にどのような農産物を食べていますか？（いくつでも）

　　１．米
　　２．野菜
　　３．果物
　　４．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　５．まだ具体的には実行していない

　Ｑ 22―SQ2　「2　被災地産の農産物を食べるのではなく、他の形で応援する。」とお答
えの方に伺います。具体的にどのような形での応援ですか？（いくつでも）

　　１．被災地産の工芸品・繊維製品等、食品以外のものを購入する。
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　　２．募金する
　　３．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ　有機農業について、あなたのお考えを伺います。

Ｑ 23　あなたは、これまでに「有機農業」（「オーガニック」を含む）という言葉を聞いた
ことがありますか？（ひとつだけ）

　１　ある
　２　ない

Ｑ 24「有機農業」という言葉から浮かぶ、あなたのイメージに合うものは、以下のうちど
れですか？　あてはまるものをすべて選んでください。（いくつでも）

　１　安全・安心
　２　おいしい
　３　環境にやさしい
　４　健康によい
　５　生き物が豊か
　６　地域の自給を高める
　７　在来野菜や地域の文化
　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　）
　９　よくわからない
　※「9　よくわからない」は他の選択肢と同時選択可。同時選択の場合は他選択肢を優先。

Ｑ 24―SQ「有機農業」という言葉から浮かぶ、あなたのイメージに合うものは、以下のう
ちどれですか？　最も強くあてはまるものを選んでください。（ひとつだけ）

　１　安全・安心
　２　おいしい
　３　環境にやさしい
　４　健康によい
　５　生き物が豊か
　６　地域の自給を高める
　７　在来野菜や地域の文化
　８　その他

Ｑ 25　「有機農業」における化学的に合成された肥料及び農薬の使用は、法律においてど
のように決められていますか。正しいと思うものをお選びください。（いくつでも）

　１　有機質肥料（堆肥など）を使えば、化学肥料も使用してよい。
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　２　有機質肥料（堆肥など）を使えば、合成農薬を使用してよい。
　３　化学的に合成された肥料及び農薬はいずれも使用しない。
　４　正しいと思うものはひとつもない
　５　わからない
　Q25 の正解は、「3　化学的に合成された肥料及び農薬はいずれも使用しない。」です。

Ｑ 26　あなたは、有機食品に付けられている有機 JAS マークを知っていますか？（ひと
つだけ）

　１　知らない。（Ｑ 27 へ）
　２　知っているが、その内容はよくわからない。（ＳＱへ）
　３　知っているし、その内容もよくわかっている。（ＳＱへ）

　Ｑ 26―ＳＱ　有機 JAS マークに関して、あなたが知っているものをすべて選んでくださ
い。（いくつでも）

　１　生産の方法等についての基準を日本農林規格（JAS 規格）で定めている。
　２　有機 JAS 規格は、国際規格にほぼ合わせている。
　３　有機米・野菜等は、２年以上、化学肥料・合成農薬を使っていない田んぼ・畑で栽培

する。
　４　近隣の田畑からの合成農薬の飛来対策や、流通での管理にも基準がある。
　５　登録認定機関による検査と認定が義務付けられている。
　６　有機 JAS マークがないと、実質的に有機農業をおこなっていても「有機農産物」「オ

ーガニック○○」等と表示できない。
　７　輸入食品でも、有機 JAS マークをつけることができる。
　８　知っているものはひとつもない。
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Ⅳ　あなたのお宅での、「有機農畜産物」の購入とスーパーの利用に
　ついて伺います。

※「有機農畜産物」とは、有機農業により作られた農産物のうち、有機 JAS 認定を取得し
たものをいいます。なお、本アンケートでは、便宜上、有機 JAS 認定を取得していない有
機農業で作られた農畜産物も「有機農畜産物」に含めています。「有機食品」は有機農畜産
物やその加工品を指しています。

※この項（Ⅳ）は、Ｑ８で「３. 全く／ほとんど買わない」と回答した人は、スキップするよう

にして下さい。

Q27　お宅の近くにスーパーはありますか？（それぞれひとつずつ）
　（1）歩いて行ける距離（15 分以内程度）にありますか？　　１．ある　２．ない
　（2）自転車で行ける距離（15 分以内程度）にありますか？　１．ある　２．ない

Q28　お宅では、食品の購入に、スーパーを利用しますか？（ひとつだけ）
　１．日常的に利用している
　２．ときどき利用している
　３．全く／ほとんど利用していない→ Q30 へ
　４．よくわからない→ Q30 へ

Q29　お宅で利用するスーパーでは、以下のような有機食品を扱っていますか？
　　（それぞれひとつずつ）
　（1）有機米　　　１．扱っている　２．扱っていない　３．わからない
　（2）有機野菜　　１．扱っている　２．扱っていない　３．わからない
　（3）有機農産物を用いた加工食品
　　　　　　　　　１．扱っている　２．扱っていない　３．わからない

Ｑ 30　有機米の購入についてうかがいます。お宅では、どのような頻度で買っていますか？
　　（ひとつだけ）
　１　日常的に買っている（ＳＱ１へ）
　２　たまに買っている（ＳＱ１へ）
　３　買っていない（以前は買っていた）（ＳＱ２へ）
　４　買っていない（これまで買ったことはない）（Ｑ 31 へ）
　５　わからない（有機かどうかわからない）（Ｑ 31 へ）
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　Ｑ 30―SQ １　有機米を「1. 日常的に買っている」「2. たまに買っている」と回答した
方に伺います。

　（1）買い始めて何年くらいですか？（　　）年くらい　※１年未満の方は「1」と入力
してください。

　（2）お宅で食べる米のうち、どのくらいが有機米ですか？　大まかな割合をお教えくだ
さい。（ひとつだけ）

　　　１．全部
　　　２.　大部分（7 ～ 9 割程度）
　　　３.　半分程度
　　　４.　一部分（２～ 3 割程度）
　　　５.　ごくわずか（1 割未満程度）
　　（3）お宅では有機米をスーパーで買いますか？（ひとつだけ）
　　　・買う（主な購入先である）→ SSQ1 へ
　　　・買う（たまに買う）　　　　→ SSQ1 へ
　　　・買わない　　　　　　　　→ SSQ2 へ
　　　・わからない　　　　　　　→ Q31 へ

　Ｑ 30―SSQ1　有機米をスーパーで購入するのはなぜですか？（いくつでも）
　　１　他の買い物も一緒にできるから
　　２　値段が他の有機米を扱う店より安いから
　　３　取り扱う有機米の種類が多いから
　　４　その場で精米してくれるから
　　５　地元の有機農家のものが手に入るから
　　６　生産者の情報がわかるから（産地や生産者名など）
　　７　具体的な生産方法がわかるから
　　８　環境に果たしている役割等についての情報がわかるから
　　９　生産者と直接会う機会があるから
　　10　店内で十分な情報が得られるから（店員から情報が得られる）
　　11　農家訪問、料理教室などのイベントがあるから
　　12　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）
　　13　わからない

　Ｑ 30―SSQ2―a　有機米の購入先（入手先）はどこですか？あてはまるものをすべて選
んでください。（いくつでも）

　　１　米屋等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４自然食品店などの専門店
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　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分で作る
　　11　親戚等からもらう　
　　12　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　13　わからない

　Ｑ 30―SSQ2―a―SQ　有機米の主な購入先（入手先）はどこですか？（ひとつだけ）
　　１　米屋等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分で作る
　　11　親戚等からもらう　
　　12　その他

　Ｑ 30―SSQ2―b―（１）（ａの主な購入先で 1 ～ 9・12 を選んだ人に）
　　（有機米の主な購入先について）そこで買うのはなぜですか？（いくつでも）
　　１　値段が他の有機米を扱う店より安いから
　　２　取り扱う有機米の種類が多いから
　　３　その場で精米してくれるから
　　４　地元の有機農家のものが手に入るから
　　５　生産者の情報がわかるから（産地や生産者名など）
　　６　具体的な生産方法がわかるから
　　７　環境に果たしている役割等についての情報がわかるから
　　８　生産者と直接会う機会があるから
　　９　店内で十分な情報が得られるから（店員から情報が得られる）
　　10　農家訪問、料理教室などのイベントがあるから
　　11　その他（具体的に　　　　　）
　　12　わからない
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　Ｑ 30―SSQ2―b―（２）　有機米の主な購入場所は、お宅からどのような距離ですか？
　　（ひとつだけ）
　　１　歩いて行ける距離（歩いて 15 分程度以内）
　　２　自転車で行ける距離（自転車で 15 分程度以内）
　　３　自動車でないと行きづらい距離
　　４　自動車でも数時間かかる距離

　Ｑ 30―SSQ3　スーパーで有機米を扱うようになった場合、どのような条件が揃えばス
ーパーで（もっと）買いますか？（いくつでも）

　　１　特に条件は必要ない（売っていれば買う）
　　２　値段が他の有機米を扱う店と同等か安ければ
　　３　取り扱う有機米の種類が増えたら
　　４　その場で精米してくれれば
　　５　地元の有機農家のものが手に入るならば
　　６　生産者の情報がわかれば（地域や生産者名等）
　　７　具体的な生産方法がわかれば
　　８　環境に果たしている役割等についての情報があれば
　　９　生産者と直接会う機会があれば
　　10　店内で十分な情報が得られるならば（店員から情報が得られる）
　　11　農家訪問、料理教室などのイベントがあれば
　　12　その他（具体的に：　　　　　　　　　）
　　13　スーパーでは買わない
　　14　買いに行けるようなスーパーがない（非該当）

　Ｑ 30―SQ2　有機米を「3．買っていない（以前は買っていた）」と回答した方に伺いま
す。

　（1）買っていたときは、主にどのようなところで購入していましたか？（ひとつだけ）
　　１　米屋等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　 生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　
　　11　わからない
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　（2）現在、買っていない理由は何ですか？（いくつでも）
　　１　身近で買えるところがなくなったから。
　　２　値段が高いから（適正な値段とは思うが、自分の予算と比較して高い）。
　　３　値段が高いから（農産物の内容と見比べて、不当に高いと感じる）。
　　４　買いたいと思う種類がないから（品揃えが不十分）。
　　５　期待したほどおいしくなかったから。
　　６　自分で作っている／親戚等からもらうようになったから。
　　７　「有機」などの表示が本当かどうか疑わしく思うから。
　　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　９　わからない。

Q31　有機野菜の購入について伺います。お宅ではどのような頻度で買っていますか？（ひ
とつだけ）

　１　日常的に買っている（ＳＱ１へ）
　２　たまに買っている（ＳＱ１へ）
　３　買っていない（以前は買っていた）（ＳＱ２へ）
　４　買っていない（これまで買ったことはない）（Ｑ 32 へ）
　５　わからない（有機かどうかわからない）（Ｑ 32 へ）

　Ｑ 31―SQ １　有機野菜を「1. 日常的に買っている」「2. たまに買っている」と回答し
た方に伺います。

　（1）買い始めて何年くらいですか？（　）年くらい　※１年未満の方は「1」と入力して
ください。

　（2）お宅で食べる野菜のうち、どのくらいが有機野菜ですか？大まかな割合をお教えくだ
さい。（ひとつだけ）

　　１．全部
　　２．大部分（7 ～ 9 割程度）
　　３．半分程度
　　４．一部分（２～ 3 割程度）　
　　５．ごくわずか（1 割未満程度）
　（3）お宅では有機野菜をスーパーで買いますか？（ひとつだけ）
　　１　買う（主な購入先である）→ SSQ1 へ
　　２　買う（たまに購入する）→ SSQ1 へ
　　３　買わない　　　　　　　→ SSQ2 へ
　　４　わからない　　　　　　→ Q32 へ
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　Ｑ 31―SSQ1　有機野菜をスーパーで買うのはなぜですか？（いくつでも）
　　１　他の買い物も一緒にできるから
　　２　値段が他の有機野菜を扱う店より安いから
　　３　鮮度等の品質が良いから
　　４　取り扱う有機野菜の種類が多いから
　　５　地元の有機農家のものが手に入るから
　　６　生産者の情報がわかるから（地域や生産者名等）
　　７　具体的な生産方法がわかるから
　　８　環境に果たしている役割等についての情報があるから
　　９　生産者と直接会う機会があるから
　　10　店内で十分な情報が得られるから（店員から情報が得られる）
　　11　農家訪問、料理教室などのイベントがあるから
　　12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　13　わからない

　Ｑ 31―SSQ2―a　有機野菜の購入先（入手先）はどこですか？あてはまるものをすべて
選んでください。（いくつでも）

　　１　青果店等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分で作る
　　11　親戚等からもらう　
　　12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　13　わからない

　Ｑ 31―SSQ2―a―SQ　有機野菜の主な購入先（入手先）はどこですか？（ひとつだけ）
　　１　青果店等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
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　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　自分で作る
　　11　親戚等からもらう　
　　1　その他

　Ｑ 31―SSQ2―b―（１）（主な購入先で 1 ～ 9・12 を選んだ人に）
　　（有機野菜の主な購入先について）そこで買うのはなぜですか？（いくつでも）
　　１　値段が他の有機野菜を扱う店より安いから
　　２　鮮度等の品質が良いから
　　３　取り扱う有機野菜の種類が多いから
　　４　地元の有機農家のものが手に入るから
　　５　生産者の情報がわかるから（地域や生産者名等）
　　６　具体的な生産方法がわかるから
　　７　環境に果たしている役割等についての情報があるから
　　８　生産者と直接会う機会があるから
　　９　店内で十分な情報が得られるから（店員から情報が得られる）
　　10　農家訪問、料理教室などのイベントがあるから
　　11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　12　わからない

　Ｑ 31―SSQ2―b―（２）有機野菜の主な購入場所は、お宅からどのような距離ですか？
　　（ひとつだけ）
　　１　歩いて行ける距離（歩いて 15 分程度以内）
　　２　自転車で行ける距離（自転車で 15 分程度以内）
　　３　自動車でないと行きづらい距離
　　４　自動車でも数時間かかる距離

　Ｑ 31―SSQ3　スーパーで有機野菜を扱うようになった場合、どのような条件が揃えば
スーパーで（もっと）買いますか？（いくつでも）

　　１　特に条件は必要ない（売っていれば買う）
　　２　値段が他の有機野菜を扱う店より高くなければ
　　３　鮮度等の品質が良ければ
　　４　取り扱う野菜の種類が増えたら
　　５　地元の有機農家のものが手に入るならば
　　６　生産者の情報がわかれば（地域や生産者名等）
　　７　具体的な生産方法がわかれば

平成23年度　有機農業調査事業実需者（消費者）報告書



-103-

　　８　環境に果たしている役割等についての情報があれば
　　９　生産者と直接会う機会があれば
　　10　店内で十分な情報が得られるならば（店員から情報が得られる）
　　11　農家訪問、料理教室などのイベントがあれば
　　12　その他（　　　　　）
　　13　スーパーでは買わない
　　14　買いに行けるようなスーパーがない（非該当）

　Ｑ 31―SQ2　有機野菜を「3. 買っていない（以前は買っていた）」と回答した方に伺い
ます。

　（1）買っていたときは、主にどのようなところで購入していましたか？（ひとつだけ）
　　１　青果店等の小売店
　　２　スーパーマーケット
　　３　デパート
　　４　自然食品店などの専門店
　　５　生協、提携等の共同購入や宅配
　　６　通販やインターネット販売
　　７　生産者や農協による直売所、朝市
　　８　コンビニエンスストア
　　９　ディスカウントショップ
　　10　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　11　わからない

　（2）現在買っていない理由は何ですか？（いくつでも）
　　１　身近で買えるところがなくなったから。
　　２　値段が高いから（適正な値段とは思うが、自分の予算と比較して高い）。
　　３　値段が高いから（農産物の内容と見比べて、不当に高いと感じる）。
　　４　買いたいと思う品がないから（品揃えが不十分）。
　　５　期待したほどおいしくなかったから
　　６　鮮度が良くないから
　　７　泥付きなどが多く、扱いが面倒くさいから
　　８　虫がいるから
　　９　自分で作っている／親戚等からもらうようになったから。
　　10　「有機」などの表示が本当かどうか疑わしく思うから。
　　11　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　12　わからない。
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Q32　お宅では、どのような有機食品（有機農畜産物やその加工品）を買っていますか？
該当するものをすべて選んでください。（いくつでも）

１　野菜
６　雑穀類
11　粉・麺類

２　果物
７　お茶
12　豆加工品

（豆腐、納豆等）

３　きのこ類
８　牛乳・乳製品
13　調味料（みそ・醤油）

４　豆類
９　卵 
14　調味料

（ケチャップ・マヨネーズ）

５　米
10　肉類

15　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
16　買っていない（Ｑ 34 へ）
17　わからない（Ｑ 35 へ）

Ｑ 33（Ｑ 32 で 16，17 以外の方、対象）有機食品を買っていると回答した方に伺います。
（　1）お宅で有機食品を買っているのは、なぜですか？（いくつでも）
　　１　安全性が気になったから。
　　２　栄養などの質が気になったから。
　　３　農業の環境汚染が気になったから。
　　４　自分や家族の健康のため。
　　５　おいしいから。
　　６　有機農家を応援したいと思ったから。
　　７　地域の農地や自然環境を守りたいと思ったから。
　　８　温暖化など、地球環境問題が気になったから。
　　９　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　10　わからない。
　　
　（2）有機食品の購入に当たって不満がありますか？（いくつでも）
　　１　身近に買えるところがない。
　　２　値段が高い（適正な値段とは思うが、自分の予算と比較して高い）。
　　３　値段が高い（農産物の内容と見比べて、不当に高いと感じる）。
　　４　品揃えが少ない。
　　５　鮮度が良くない
　　６　地場産のものが少ない。
　　７　「有機」などの表示が本当かどうか疑わしく思う。
　　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　９　特にない。
　　10　わからない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→問 33 へ）
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Ｑ 34　（Ｑ 32 で「16．買っていない」を選んだ方対象）
　　有機食品を「買っていない」と回答した方に伺います。
　　有機食品を購入しないのは、なぜですか？（いくつでも）
　　１　どこで買えるのか、よくわからないから。
　　２　ふだん行く店や近くでは売っていないから
　　３　値段が高いから（適正な値段とは思うが、自分の予算と比較して高い）。
　　４　値段が高いから（農産物の内容と見比べて、不当に高いと感じる）。
　　５　買いたいと思う品がないから（品揃えが不十分）。
　　６　見た目がおいしそうでないから。
　　７　泥付きなどが多く、扱いが面倒くさそうだから。
　　８　虫がいそうで嫌だから。
　　９　自分で作っているから
　　10　親戚などからもらっているから
　　11　「有機」などの表示が本当かどうか疑わしく思うから
　　12　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ 35　あなたは、スーパーで有機農産物（米・野菜・果物等）を買うときに、有機 JAS
マークの他に、どのような情報があればよいと思いますか？（いくつでも）

　　１　有機ＪＡＳマークの意味についての説明
　　２　有機ＪＡＳマークの検査認証制度についての説明
　　３　産地の情報
　　４　生産者の名前や顔写真、連絡先等
　　５　具体的な生産方法（使用している資材や餌など）
　　６　不揃いな形状等に関する説明
　　７　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　）　
　　８　何も必要ない
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Ｖ　その他、有機農産物や関連商品の購入に関することを伺います。

Q36　あなたは、以下のようなものを購入あるいは利用したことがありますか？
　　（いくつでも）
　１　有機（オーガニック）コーヒー、オーガニック紅茶などの飲料
　２　有機（オーガニック）レストランなど、有機農産物を使ったレストラン
　３　有機（オーガニック）コットンなどの有機素材の繊維で作った布製品
　４　オーガニック化粧品など、有機素材を利用した化粧品
　５　その他、有機素材を使った製品など（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）
　６　いずれも購入・使ったことはない

Ｑ 37　あなたは、有機農産物を扱っている店や、前問にあったような有機農産物を素材と
した商品やお店についての情報を、どうやって得ていますか？（いくつでも）

　１　店頭で実物を見て。
　２　チラシ・パンフレット類を見て。
　３　口コミで。
　４　テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などから。
　５　有機農産物の即売会など、イベントで。
　６　インターネットで。
　７　講演会、シンポジウム、学習会などで。
　８　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　９9　情報を得る術がない

Ｑ 38　福島第一原発事故の後、あなたの有機農産物の購入・利用の行動は変わりました
か？（いくつでも）

　１　購入する産地が変わった
　２　購入 ( 入手 ) 方法、や購入 ( 入手 ) 先が変わった
　３　有機農産物の消費量が増えた
　４　有機農産物の消費量が減った
　５　その他に変わったことがある
　６　変わらない（Ｑ 39 へ）

　Ｑ 38―ＳＱ　どのように変わりましたか？また、それはなぜですか？（具体的にご記入
ください）

　　変わった内容：
　　理由：
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Ⅵ　「有機農産物」に対するあなたの意向について伺います。

Ｑ 39　お宅では、どのような有機農畜産物及びその加工品を購入したいと思いますか？
（現在購入していて、これからも継続して購入したいものも含める）あてはまるものす
べて選んでください。

１　野菜
６　雑穀類
11　粉・麺類

２　果物
７　お茶
12　豆加工品

（豆腐、納豆等）

３　きのこ類
８　牛乳・乳製品
13　調味料（みそ・醤油）

４　豆類
９　卵 
14　調味料

（ケチャップ・マヨネーズ）

５　米
10　肉類

15　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
16　買いたいものはない
17　わからない

Q40　あなたは、どのような産地で作られた有機農産物（主に野菜）を買いたいですか？
（ひとつだけ）

　　１　地元のものがよい
　　２　国産のものがよい
　　３　輸入のがよい
　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ 41　あなたは、以下のような取り組みで作られた有機農産物を買いたいと思いますか？
（現在購入しているものも含める）

　（1）鳥や魚、虫など、地域の生物多様性を守る活動をしながら生産された有機農産物
　　（ひとつだけ）
　　１　趣旨に賛同するので、価格がある程度高くても購入したい
　　２　価格、味等で納得すれば購入したい
　　３　関心がない

　（2）地域の食文化を守るために生産される、伝統野菜や在来品種などの有機農産物
　　（ひとつだけ）
　　１　趣旨に賛同するので、価格がある程度高くでも購入したい
　　２　価格、味等で納得すれば購入したい
　　３　関心がない
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Ｑ 42　今後、あなたは、「有機農産物等」の購入について、どのような意向をお持ちです
か？（ひとつだけ）

　　１　購入をふやしたい（購入したことがない場合、購入するようにしたい）。
　　２　現状でよい。
　　３　購入を減らしたい。
　　４　購入しない／購入をやめる。
　　５　わからない。

Ｑ 43　有機農産物は、店舗等で購入する以外に、直接、生産者から購入する方法として、
「生産者と消費者の提携（産消提携）」があります。「提携」は、生産者（個人・グルー
プなど）と消費者（個人・グループ・生協など）が相互協力・信頼関係のもとに有機農
畜産物を生産者から消費者に直接届ける取り組みで、「産直」などと呼ばれることもあ
ります。「提携」は、小規模な有機農家や、新しく有機農業を始めた人たちの農産物の
販売経路として役立っています。

　（1）あなたは、このような購入方法があるのを知っていますか？（ひとつだけ）
　　１　よく知っている
　　２　少し知っている。
　　３　知らない

　（2）あなたは、上記のような取り組みについて、どう思いますか？（ひとつだけ）
　　１　現在利用している。→（団体名をお教えください：　　　　　　　　　　　　　）
　　２　関心がある（利用してみたい）
　　３　あまり関心はない
　　４　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　５　わからない
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Ⅶ　「有機農業」についての、あなたの関わりやお考えを伺います。

Ｑ 44　あなたは、実際に有機農業の畑を見たり、有機生産者と話をしたりしたことはあり
ますか？（ひとつだけ）

　１　ある
　２　ない

Ｑ 45　あなたはこれまで、有機農業に関する以下の活動に参加したことがありますか？ま
た、そのうち、あなたのお子さんと一緒に参加したことがあるものはありますか？あて
はまるものをすべて選んでください。（それぞれいくつでも）

　　Ｑ 45　　参加したことにある活動
　　Ｑ 45-SQ お子さんと一緒に参加したことにある活動
　１　「有機農業フェア」など総合的なイベントへの参加
　２　有機農業・環境・食生活などに関する学習会や講演会等の参加
　３　有機農業・環境・食生活などに関する映画会への参加
　４　有機農産物を使った料理講習会への参加
　５　有機農家の訪問、見学会
　６　有機農園への援農
　７　有機農業による家庭菜園・市民農園の実践
　８　学校の授業の一環としての有機農業体験や有機農産物の調理・加工体験など（あなた

のお子さんの体験も含む）
　９　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　10　いずれもない

Ｑ 46　有機農業に関する活動のうち、あなたがやってみたい・これからも続けたいと思う
ものはどれですか？（いくつでも）

　１　「有機農業フェア」など総合的なイベントへの参加
　２　有機農業・環境・食生活などに関する学習会や講演会等への参加
　３　有機農業・環境・食生活などに関する映画会への参加
　４　有機農産物を使った料理講習会への参加
　５　有機農家の訪問、見学会
　６　有機農園への援農
　７　有機農業による家庭菜園・市民農園の実践
　８　学校の授業の一環としての有機農業体験や有機農産物の調理・加工体験など（あなた

のお子さんの体験も含む）
　９　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　10　いずれもない
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Ｑ 47　日本の有機農業で栽培されている土地は農地全体のわずか 0.2％ですが、あなたは
それについてどう思いますか？（ひとつだけ）

　　（※なお、他の先進国をみると、イギリスは 4.6％、ドイツは 5.4％、韓国は 0.7％です）

　１　少なすぎる、もっと増やすべきである
　２　この程度でよい。
　３　もっと少なくてよい。

Ｑ 48　あなたは、国（政府）や地方公共団体が有機農業の理念に基づき総合的な施策で有
機農業を推進することを定めた「有機農業の推進に関する法律（有機農業推進法）」が
2006 年 12 月に制定されたことを知っていますか？（ひとつだけ）

　１　知っているし、その内容もわかっている。
　２　知っているが、その内容はよくわからない。
　３　知らない。

Ｑ 49　あなたは、有機農産物等の入手や消費者の有機農業への理解の促進について行政や
民間などにより、どのような取組みが必要だと思いますか？（いくつでも）

　１　有機農産物等が入手できる場所に関する情報の提供
　２　有機生産者との出会いの場に関する情報の提供
　３　有機生産者との出会いの場を増やす。
　４　有機農産物等が入手できる場所を増やす。
　５　有機農業公園などの、身近に有機農業を体験できる場（有機農業公園、市民農園な

ど）をつくる。
　６　有機農業について体系的かつ実践的に学べる学校、講座などを身近なところで開催す

る。
　７　有機農業について知るための学習会や上映会等を開催する。
　８　学校給食での有機農産物等の利用を推進する。
　９　食育に有機農業体験・学校農園を入れることを推進する。
　10　地域ぐるみ（生産者、消費者、行政）での有機農業を推進・支援する取り組み。
　11　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　12　特に必要ないと思う。
　13　わからない。

Ｑ 50　「有機農産物」の生産は、現実には、なかなか広がらずにいます。あなたは、有機
農業の推進のために、どのようなことができると思いますか？（いくつでも）

　１　有機農産物を、（さらに）積極的に購入するようにする。
　２　友人や知人に有機農産物を勧める。
　３　近所のスーパーや青果店に有機農産物を置くようにリクエストする。
　４　地域の有機農業関連のイベントに参加する。
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　５　学校給食に有機農産物を使うようにリクエストする。
　６　食育に有機農業体験・学校農園をリクエストする。
　７　有機農家の農作業の手伝いをする。
　８　有機農家の支援のための政策に賛同する。
　９　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　10　特に必要ないと思う。
　11　わからない。

最後に

本アンケートや有機農業、有機農産物等にご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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