
 

平成 23 年社会生活基本調査 調査票Ｂの詳細行動分類（案）について 

 

 

調査票Ｂの「生活時間について」は、調査票に記入された行動の内容により、大

分類（６）、中分類（22）、小分類（85）に格付けして生活行動を把握しているが、

生活行動をより詳細に把握すること及び国際比較性を高めるために、以下のような

見直しを図ることとしたい。 

 

１ 小分類の分割 

 (1) 「21A 乳幼児以外の家族の介護・看護」、「21B 家族の身の回りの世話」 

及び「53A ゲーム」について 

   これまで大人と含めて分類を行っていた乳幼児（就学前の子供）以外の子供 

に対する介護・看護、身の回りの世話及び子供と一緒に遊んでいる状況を明 

らかにするために、それぞれ新たに以下の小分類を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 「413 療養」について 

   これまで自分自身で行う薬の服用や家族や友人からの傷の手当てなどの健 

康上の世話も小分類「413 療養」に含まれていたが、身体的ケアの状況をよ 

り明らかにするために、「413 療養」から分割して新たに小分類「425 療養 

のための世話（自分自身や家族等が行うもの）」を設定する。 

 

 (3) 「539 趣味」について 

   これまでコンピュータの使用は小分類「539 趣味」に含まれていたが、コン 

   ピュータを日常的に使用する機会が増えていることから、「539 趣味」から 

   分割して新たに小分類「53D コンピュータの使用」を設定する。 

 

 

 

（平成 18 年調査 小分類）      （平成 23 年調査 小分類） 

① 「21A 乳幼児以外の家族の介護・看護」⇒ 「21D 子供の介護・看護」と「21E 子供 

                      以外の家族の介護・看護」に分割 

② 「21B 家族の身の回りの世話」    ⇒ 「21F 子供の身の回りの世話」と「21G  

                      子供以外の家族の身の回りの世話」に 

                      分割 

③ 「53A ゲーム」           ⇒ 「53A ゲーム」と「227 子供と遊ぶ」に 

分割 

資料３ 



 

２ 細分類の設定 

ＨＥＴＵＳデータベースの行動分類（49 分類）との組み替え集計を行うために、

国際比較用の細分類を新たに設定することとする。具体的には以下の小分類を細

分類に分割する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 18 年調査 小分類）       （平成 23 年調査 細分類） 

① 「211 食事の管理」      ⇒ 「2111 食事の準備」と「2112 食事の後片付け」

に分割 

② 「214 住まいの手入れ・整理」 ⇒ 「2141 室内の掃除」と「2142 その他の住まい 

の手入れ・整理」に分割  

③ 「215 衣類等の手入れ」    ⇒ 「2151 衣類等の洗濯」と「2152 衣類等のアイ 

ロンがけ・整理」と「2153 その他の衣類等の手

入れ」に分割  

④ 「21C その他の家事」     ⇒ 「21C1 家畜の世話」と「21C その他の家事」に

分割  

⑤ 「231 買い物」        ⇒ 「2311 買い物」と「2312 商品の注文」に分割 

⑥ 「241 家事関連に伴う移動」  ⇒ 「2411 家事に関連した移動」と「2412 育児に 

関連した移動」と「2413 買い物・サービスの利

用に関連した移動」に分割 

⑦ 「251 ボランティア活動」   ⇒ 「2511 社会や組織のためのボランティア活動」

と「2512 他の家族のためのボランティア活動」

に分割 

⑧ 「522 人と会って行う交際・付き合い」 

                 ⇒ 「5221 友人・隣人等との親睦」と「5222 その 

他の友人・隣人等との付き合い」に分割 

⑨ 「523 家族とのコミュニケーション」 

                 ⇒ 「5231 家族との団らん」と「523２ 家族との電

話によるコミュニケーション」と「5233 家族と

の電子メール等によるコミュニケーション」と

「5234 家族とのその他のコミュニケーション」

に分割 

⑩ 「53A ゲーム」        ⇒ 「53A1 テレビゲーム」と「53A2 その他のゲー 

ム」に分割 

⑪ 「541 エアロビクス系スポーツ」⇒ 「5411 ウオーキングとハイキング」と「5412 エ

アロビクス系スポーツ」に分割 

⑫ 「612 その他の移動」     ⇒ 「6121 その他の趣味に伴う移動」と「6122 学業

に関連した移動」と「6123 出張・研修に伴う移

動」と「6124 その他の移動」に分割 



　

1 有償労働

11 主な仕事関連

111 主な仕事 111 主な仕事 1110 主な仕事 4 主な仕事と副業
112 主な仕事中の移動 112 主な仕事中の移動 1120 主な仕事中の移動 4 主な仕事と副業

12 副業関連

121 副業 121 副業 1210 副業 4 主な仕事と副業
122 副業中の移動 122 副業中の移動 1220 副業中の移動 4 主な仕事と副業

13 通勤
131 通勤 131 通勤 1310 通勤 42 職場へ／からの移動

14 その他の仕事関連
141 仕事中の休憩 141 仕事中の休憩 1410 仕事中の休憩 5 就労に関連した活動
142 求職活動 142 求職活動 1420 求職活動 5 就労に関連した活動

2 無償労働
21　家事

211　 食事の管理 211　 食事の管理 2111 食事の準備 9 食事の準備
2112 食後の後片付け 10 皿洗い

　 212　 菓子作り 212　 菓子作り 2120 菓子作り 9 食事の準備
213　 園芸 213　 園芸 2130 園芸 16 庭仕事
214　 住まいの手入れ・整理 214　 住まいの手入れ・整理 2141 室内の掃除 11 室内の掃除

2142 その他の住まいの手入れ・整理 12 その他の世帯維持
215　 衣類等の手入れ 215　 衣類等の手入れ 2151 衣類等の洗濯 13 洗濯

2152 衣類等のアイロンがけ・整理 14 アイロンがけ
2153 その他の衣類等の手入れ 15 手芸

216　 衣類等の作製 216　 衣類等の作製 2160 衣類等の作製 15 手芸
21７ 建築・修繕 21７ 建築・修繕 2170 建築・修繕 20 建築と修繕
2１8 乗り物の手入れ 2１8 乗り物の手入れ 2180 乗り物の手入れ 20 建築と修繕
219　 世帯管理 219　 世帯管理 2190 世帯管理 24 その他の家事
21A　 乳幼児以外の家族の介護・看護 21D 子供の介護・看護 21D0 子供の介護・看護 22 身体的ケアと子供の監督

21E 子供以外の家族の介護・看護 21E0 子供以外の家族の介護・看護 24 その他の家事
21B　 家族の身の回りの世話 21F　 乳幼児以外の子供の身の回りの世話 21F0 乳幼児以外の子供の身の回りの世話 22 身体的ケアと子供の監督

21G 子供以外の家族の身の回りの世話 21G0 子供以外の家族の身の回りの世話 24 その他の家事
21C　 その他の家事 21C その他の家事 21C1 家畜の世話 17 家畜の世話

21C2 その他の家事 24 その他の家事
22　育児

221　 乳幼児の介護・看護 221　 乳幼児の介護・看護 2210 乳幼児の介護・看護 22 身体的ケアと子供の監督
222　 乳幼児の身体の世話と監督 222　 乳幼児の身体の世話と監督 2220 乳幼児の身体の世話と監督 22 身体的ケアと子供の監督
223　 乳幼児と遊ぶ 223　 乳幼児と遊ぶ 2230 乳幼児と遊ぶ 23 子供に教える，本を読む，子供と話す

224　 子供の付き添い等 224 子供の付き添い等 2240 子供の付き添い等 22 身体的ケアと子供の監督
小分類「225子供の教育」から学校行事への参加等を分割し、「224子供の付き添
い等」に含める。

225　 子供の教育 225 子供の教育 2250 子供の教育 23 子供に教える，本を読む，子供と話す

226　 子供の送迎移動 226 子供の送迎移動 2260 子供の送迎移動 45 子供の送迎

227 子供と遊ぶ 2270 子供と遊ぶ 23 子供に教える，本を読む，子供と話す
これまで小分類「53Ａゲーム」に含まれていた「就学後から学齢17歳以下の子供と
遊ぶ」を分割し、小分類「227子供と遊ぶ」を設定。中分類については「乳幼児と遊
ぶ」「子供の付き添い等」と同じ「22育児」に変更。

23　買い物・サービスの利用
231　 買い物 231　 買い物 2311　 買い物 21 買い物とサービス

2312 商品の注文 24 その他の家事
　 232　 公的サービスの利用 232　 公的サービスの利用 2320 公的サービスの利用 21 買い物とサービス
233　 商業的サービスの利用 233　 商業的サービスの利用 2330 商業的サービスの利用 21 買い物とサービス

24　家事関連に伴う移動
241　 家事関連に伴う移動 241　 家事関連に伴う移動 2411 家事に関連した移動 46 その他の家事に関連した移動

2412 育児に関連した移動 45 子供の送迎

2413 買い物・サービスの利用に関連した移動 44 買い物に関連した移動

25　ボランティア活動関連
251　 ボランティア活動 251　 ボランティア活動 2511 社会や組織のためのボランティア活動 25 団体・協会の仕事

2512 他の家族のためのボランティア活動 26 他の世帯に対する日常的な手助け

252　 ボランティア活動に伴う移動 252　 ボランティア活動に伴う移動 2520 ボランティア活動に伴う移動 47 余暇に関連した移動

別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査票B行動分類（平成18年調査、平成23年調査）及びHETUSデータベース行動分類の対応表

小分類 細分類
(90) (108)

平成18年社会生活基本調査　調査票B　行動分類
備　　考

HETUSデータベース
行動分類

(49)

平成23年社会生活基本調査　調査票B　行動分類（案）

大分類 小分類
(6) (22)

中分類
(85)

小分類「215衣類等の手入れ」を分割し、細分類「2151衣類等の洗濯」、「2152衣類
等のアイロンがけ・整理」及び「2153その他の衣類等の手入れ」を設定。

小分類「21A乳幼児以外の家族の介護・看護」及び「21B家族の身の回りの世話」
に含まれていた「就学後から学齢17歳以下の子供」を分割して、それぞれ「21E子
供以外の家族の介護・看護」及び「21G子供以外の家族の身の回りの世話」を設
定。

小分類「21Cその他の家事」を分割し、細分類「21C1家畜の世話」及び「21C2その
他の家事」を設定。「家畜の世話」は自家消費を賄う場合のみ。

小分類「211食事の管理」を分割し、細分類「2111食事の準備」及び「2112食事の
後片付け」を設定。なお、「食事の準備」には食物の保存に関連した行動を含む。

小分類「231買い物」を分割し、細分類「2311買い物」」及び「2312商品の注文」を設
定。

小分類「214住まいの手入れ・整理」を分割し、細分類「2141室内の掃除」及び
「2142その他の住まいの手入れ・整理」を設定。

小分類「251ボランティア活動」を分割し、細分類「2511社会や組織のためのボラン
ティア活動」及び「2512他の家族のためのボランティア活動」を設定。

小分類「241家事関連に伴う移動」を分割し、細分類「2411家事に関連した移動」、
「2412育児に関連した移動」及び「2413買い物・サービスに関連した移動」を設定。
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小分類 細分類
(90) (108)

平成18年社会生活基本調査　調査票B　行動分類
備　　考

HETUSデータベース
行動分類

(49)

平成23年社会生活基本調査　調査票B　行動分類（案）

大分類 小分類
(6) (22)

中分類
(85)

3 学業，学習・研究
31 学業

311 学校での授業・その他学校での行動 311 学校での授業・その他学校での行動 3110 学校での授業・その他学校での行動 6 学校又は大学
312 学校の宿題 312 学校の宿題 3120 学校の宿題 7 宿題
313 家庭教師による勉強,学習塾・予備校での勉強等 313 家庭教師による勉強,学習塾・予備校での勉強等 3130 家庭教師による勉強,学習塾・予備校での勉強等 6 学校又は大学
314 学校での学習（学業）中の休憩 314 学校での学習（学業）中の休憩 3140 学校での学習（学業）中の休憩 6 学校又は大学
315 通学 315 通学 3150 通学 43 学業に関連した移動

32 学習・研究（学業以外）
321 学習・研究（学業以外） 321 学習・研究（学業以外） 3210 学習・研究（学業以外） 8 自由時間の学習

4 個人的ケア

41 睡眠関連

411 睡眠 411 睡眠 4110 睡眠 1 睡眠
412 うたたね 412 うたたね 4120 うたたね 1 睡眠

413 療養 413 療養 4130 療養 1 睡眠
これまで「413療養」に含まれていた「家族または友人から健康上の世話を受けるこ
と」を分割し，小分類「425療養のための世話（自分自身や家族等が行うもの）を設
定。中分類については「42身体的ケア」に変更。

42 身体的ケア
421 受診 421 受診 4210 受診 21 買い物とサービス
422 入浴（自分自身や家族等が行うもの） 422 入浴（自分自身や家族等が行うもの） 4220 入浴（自分自身や家族等が行うもの） 3 その他の個人的ケア
423 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの） 423 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの） 4230 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの） 3 その他の個人的ケア
424 身の回りの用事（個人サービスの利用） 424 身の回りの用事（個人サービスの利用） 4240 身の回りの用事（個人サービスの利用） 21 買い物とサービス

425
療養のための世話
（自分自身や家族等が行うもの）

4250
療養のための世話
（自分自身や家族等が行うもの）

3 その他の個人的ケア
これまで「413療養」に含まれていた「家族または友人から健康上の世話を受けるこ
と」を分割し，小分類「425療養のための世話（自分自身や家族等が行うもの）を設
定。中分類については「42身体的ケア」に変更。

43 食事
431 朝食 431 朝食 4310 朝食 2 食事
432 昼食 432 昼食 4320 昼食 2 食事
433 夕食 433 夕食 4330 夕食 2 食事
434 夜食 434 夜食 4340 夜食 2 食事
435 軽飲食 435 軽飲食 4350 軽飲食 2 食事

5 自由時間

51 社会参加・宗教活動
511 社会参加活動 511 社会参加活動 5110 社会参加活動 27 参加活動
512 礼拝・読経 512 礼拝・読経 5120 礼拝・読経 27 参加活動

52 交際
521 冠婚葬祭 521 冠婚葬祭 5210 冠婚葬祭 28 訪問と冠婚葬祭
522 人と会って行う交際・付き合い 522 人と会って行う交際・付き合い 5221 友人・隣人等との親睦 28 訪問と冠婚葬祭

5222 その他の友人・隣人等との付き合い 29 その他の社会生活
523 家族とのコミュニケーション 523 家族とのコミュニケーション 5231 家族との団らん 29 その他の社会生活

5232 家族との電話によるコミュニケーション 29 その他の社会生活
5233 家族との電子メール等によるコミュニケーション 35 その他のコンピューター使用
5234 家族とのその他のコミュニケーション 24 その他の家事

524 電話による交際・付き合い 524 電話による交際・付き合い 5240 電話による交際・付き合い 29 その他の社会生活
525 電子メールによる交際・付き合い　 525 電子メール等による交際・付き合い　 5250 電子メール等による交際・付き合い　 35 その他のコンピューター使用 電子メールのみではなくskype等の音声通話を含むため名称を変更。
526 手紙等による交際・付き合い 526 手紙等による交際・付き合い 5260 手紙等による交際・付き合い 36 その他の趣味とゲーム

53 教養・趣味・娯楽
531 教養・娯楽 531 教養・娯楽 5310 教養・娯楽 30 娯楽と文化
532 創作 532 創作 5320 創作 36 その他の趣味とゲーム

　 533 趣味としての菓子作り 533 趣味としての菓子作り 5330 趣味としての菓子作り 9 食事の準備
534 成果物を得る趣味・娯楽 534 成果物を得る趣味・娯楽 5340 成果物を得る趣味・娯楽 33 その他のスポーツと野外活動

535 趣味としての園芸 535 趣味としての園芸 5350 趣味としての園芸 16 庭仕事
536 ペットの世話 536 ペットの世話 5360 ペットの世話 18 ペットの世話
537 犬の散歩等 537 犬の散歩等 5370 犬の散歩等 19 犬の散歩

538 趣味としての衣類等の作製 538 趣味としての衣類等の作製 5380 趣味としての衣類等の作製 15 手芸

小分類「522人と会って行う付き合い・交際」を分割し、細分類「5221友人と隣人等と
の親睦」及び「5222その他の友人・隣人等の付き合い」を設定。

小分類「523家族とのコミュニケーション」を分割し、細分類「5231家族との団らん」、
「5232家族との電話によるコミュニケーション」、「5233家族との電子メール等による
コミュニケーション」及び「5234家族とのその他のコミュニケーション」を設定。
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小分類 細分類
(90) (108)

平成18年社会生活基本調査　調査票B　行動分類
備　　考

HETUSデータベース
行動分類

(49)

平成23年社会生活基本調査　調査票B　行動分類（案）

大分類 小分類
(6) (22)

中分類
(85)

5 自由時間（つづき） 53 教養・趣味・娯楽（つづき） 539 趣味 539 趣味 5390 趣味 36 その他の趣味とゲーム

53D コンピューターの使用 53D0 コンピューターの使用 35 その他のコンピューター使用

53A ゲーム 53A ゲーム 53A1 テレビゲーム 34 コンピューター（ビデオ）ゲーム

53A2 その他のゲーム 36 その他の趣味とゲーム

(227 子供と遊ぶ) (2270 子供と遊ぶ) (23 子供に教える，本を読む，子供と話す)
これまで小分類「53Ａゲーム」に含まれていた「就学後から学齢17歳以下の子供と
遊ぶ」を分割し、小分類「227子供と遊ぶ」を設定。中分類については「乳幼児と遊
ぶ」「子供の付き添い等」と同じ「22育児」に変更。

53B ドライブ 53B ドライブ 53B0 ドライブ 47 余暇に関連した移動
53C 他に分類されない趣味・娯楽 53C 他に分類されない趣味・娯楽 53C0 他に分類されない趣味・娯楽 47 余暇に関連した移動

54 スポーツ
541 エアロビクス系スポーツ 541 エアロビクス系スポーツ 5411 ウオーキングとハイキング 32 ウォーキングとハイキング

5412 その他のエアロビクス系スポーツ 33 その他のスポーツと野外活動
542 球技 542 球技 5420 球技 33 その他のスポーツと野外活動
543 ウォーター系スポーツ 543 ウォーター系スポーツ 5430 ウォーター系スポーツ 33 その他のスポーツと野外活動

544 成果物を得るスポーツ 544 成果物を得るスポーツ 5440 成果物を得るスポーツ 33 その他のスポーツと野外活動
545 他に分類されないスポーツ 545 他に分類されないスポーツ 5450 他に分類されないスポーツ 33 その他のスポーツと野外活動

55 マスメディア利用
551 読書 551 読書 5510 読書 37 読書
552 新聞・雑誌 552 新聞・雑誌 5520 新聞・雑誌 38 その他の読み物
553 テレビ 553 テレビ 5530 テレビ 39 テレビとビデオ
554 ビデオ・ＤＶＤ 554 ビデオ・ＤＶＤ 5540 ビデオ・ＤＶＤ 39 テレビとビデオ
555 ラジオ 555 ラジオ 5550 ラジオ 40 ラジオと音楽
556 ＣＤ・カセットテープ 556 ＣＤ・カセットテープ 5560 ＣＤ・カセットテープ 40 ラジオと音楽

56 休養・くつろぎ
561 休養・くつろぎ 561 休養・くつろぎ 5610 休養・くつろぎ 31 休養

6 その他

61 移動

611 家事的趣味に伴う移動 611 家事的趣味に伴う移動 6110 家事的趣味に伴う移動 46 その他の家事に関連した移動
612 その他の移動 612 その他の移動 6121 その他の趣味に伴う移動 47 余暇に関連した移動

6122 学業に関連した移動 43 学業に関連した移動
6123 出張・研修に伴う移動 4 主な仕事と副業
6124 その他の移動 48 特定されない移動

62 調査・その他

621 社会生活基本調査に関連する行動 621 社会生活基本調査に関連する行動 6210 社会生活基本調査に関連する行動 49 特定されない時間使用
622 他に分類されない行動 622 他に分類されない行動 6220 他に分類されない行動 49 特定されない時間使用

小分類「612その他の移動」を分割し、細分類「6121その他の趣味に伴う移動」、
「6122学業に関連した移動」、「6123出張・研修に伴う移動」及び「6124その他の移
動」を設定。「その他の趣味に伴う移動」には、これまで「家事的趣味に伴う移動」と
して分類していた「成果物を得るスポーツ」に伴う移動を含む。

小分類「541エアロビクス系スポーツ」を分割し、細分類「5411ウオーキングとハイキ
ング」及び「5412その他のエアロビクス系スポーツ」を設定。

これまで小分類「539趣味」に含まれていた「コンピュータの使用」を分割し、小分類
「53Dコンピューターの使用」を設定。

小分類「53Aゲーム」を分割し、細分類「53A1テレビゲーム」及び「53A2その他の
ゲーム」を設定。
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（参考） 　　 HETUSデータベース行動分類一覧

データベース
符号

1 睡眠

2 食事

3 その他の個人的ケア

4 主な仕事と副業

5 就労に関連した活動

6 学校又は大学

7 宿題

8 自由時間の学習

9 食事の準備

10 皿洗い

11 室内の掃除

12 その他の世帯維持

13 洗濯

14 アイロンがけ

15 手芸

16 庭仕事

17 家畜の世話

18 ペットの世話

19 犬の散歩

20 建築と修繕

21 買い物とサービス

22 身体的ケアと子供の監督

23 子供に教える，本を読む，子供と話す

24 その他の家事

25 団体・協会の仕事

26 他の世帯に対する日常的な手助け

27 参加行動

28 訪問と冠婚葬祭

29 その他の社会生活

30 娯楽と文化

31 休養

32 ウォーキングとハイキング

33 その他のスポーツと野外活動

34 コンピューター（ビデオ）ゲーム

35 その他のコンピューター使用

36 その他の趣味とゲーム

37 読書

38 その他の読み物

39 テレビとビデオ

40 ラジオと音楽

41 特定されない余暇

42 職場へ／からの移動

43 学業に関連した移動

44 買い物に関連した移動

45 子供の送迎

46 その他の家事に関連した移動

47 余暇に関連した移動

48 特定されない移動

49 特定されない時間使用

データベース行動分類名

就労

学習

余暇

移動

家事

個人的ケア
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