
　・回収率が低く、健康に対する市民の関心度の低さが分かる。「自分の健康は自
分で守る」という意識付けが必要。（保険料についての理解を）→市民一人ひとりが
健康増進計画を理解する必要あり。取組:広報・HP掲載周知を図る。

小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）

・知っている人の割合が、県や国のデータに比べ低い。適正な体重を保つうえでも数値を
上げる必要がある。
・適正体重への意識（P46(8-3)）と関連がある。

・適正な食事の量や内容とは具体的には何なのか分からない。

・年代別にバランスガイドを使った講習会（食育講座）等を通して関心を深める。

・適切な食事の量や内容の認知度を上げていくことも重要だが、９割弱の人が認知して
いる現状なので、さらに認知度を上げていくことは困難に思える。しかし、認知していなが
ら「食事の量や内容に気をつけている」人は５９．４％となっているので、認知した上でど
のように気をつけていけばいいのかを考えることが大切。食事のモデルケースなどの提
示が必要。
・数値を上げるため、多方面で学習の機会が必要。

・年代別、男女別による認知度の差。

・子どもへの食育に対する教育は進んできていると感じるが、一般成人への食育は知識
の普及や実践においても不足していると考える。一般成人、次世代を育てる大人への食
育は重要な課題である。
・３１パーセントの人が知らない状況というのは、低いと考えられる。

・健康を保つためにも、適正な食事量の目安など、イラストを交えＰＲする必要がある。

・適切な食事の量や内容を知っている人の割合が６割以上であるが、自分の体型の認
識（8-2）では、太っていると感じている人も６割以上。
　知っていても実践することは難しいのか？地道な啓発活動を継続することが必要。
・適正な食事の量や内容を知っている人のBMIと、適正な食事の量や内容を知らない人
のBMIをクロス集計して分析。
・「適切な食事量や内容」についての個々の尺度が違うのではないか？適正な体重を保
つために食事量などを気にしている人が６割弱でありながら、自分は（尐しも含む）太って
いる人も５割以上いる。正しい適量の食事について啓発が必要だと思う。
・食事量の集計が１６歳以上であるため、中学生などのデーターも必要。

・適切な食事量を知らない方の割合が３割以上いる。メタボリックシンドロームの予防に
は、適切な食事量は最優先に考えていかなければならないため、健診結果を基に、自身
の食事量を考える機会として、既存の特定保健　指導や個別栄養相談等の充実を考え
ていく必要がある。
・県民調査と比べ認知度が低い。

・食は健康の基本なので、尐しでも認知度を上げる必要がある。

・本市レベルで食事量、内容の認知度の低さが目立つ。

・誰もが結果として自分にとっての食事の量は知っていると考える。個人差があり、一定
の指標で示せるものではない。知らないとした人は、何か指標があると思っていたのでは
・塩分の目安１日１０ｇ以下等の啓発について、塩分目安については、食改の生活習慣
病予防教室等で啓発されている。また、脂質や糖分についても啓発がされている。しか
し、健康保持のためのバランス食の目安等はカロリー以外はあまり示されていない傾向
がある。今後、具体的なバランス食の量を示す基準を提示するできればよい。

・すべての項目を心がける必要があるので、食事バランスも兼ねてすべてをアップさせる
ような周知が必要
・５０％以上の人が心がけていることがあると答えているが、残りの人に対する意識付け
をどのようにしていくか。
・食事をバランスよくとるための心がけをしている人が多いが、「よくかみ、ゆっくり食べ
る」と心がけている人の数値が低い。このとから、食事の状況（２－７）と関連する。
・若い人の糖尿病が増えていると聞いたことがあるので、年代別の認知度の差を分析す
る。
・大枠での理解はできていると思うが、実践のレベルはどうなのか。正しい量、正しい種
類での食生活ができているのか把握が必要である。
・全ての項目に対して重要性を啓発するためには、例えば、塩分を採りすぎると○○の
危険性が高まるなどの、リスクを伝えていく必要がある。
・「塩分や糖分減らす、規則正い食事をする」など、基本的なことは理解している人が多
いが、それを実践するための啓発が必要。
・大枠での理解はできていると思うが、実践のレベルはどうなのか。正しい量、正しい種
類での食生活ができているのか把握が必要である。
・一般的にいわれているもので「○○を減らす」「●●を多くとる」とあるが、基本的な知識
（「食事バランスガイド」の使い方」など）の周知が必要。

　・男女とも年代層が上がるにつれ理解率は上昇傾向にあるが、国の目標に近づ
くにはかなりの努力が必要→児童・生徒に対しては、学校教育の中で「健康づくり
と食事」指導を重視する。あわせて、学校教育と家庭教育の連携を図り、家族全員
が健康を意識した生活に取り組めるようにする。

　・量に対しての認知度は高いが正しく知っているか確認する必要が→県を参考に
しては
　→イベント等の参加者からの聞き取り、「身長と体重それに適切な量は何カロ
リーと思いますか」など。

　
○「１・栄養・食生活」について
・食生活や栄養バランスに対しては、女性より男性の意識の方が低い傾向がある
ように感じる。食に対する興味・関心を高めるため、男の人向けの料理教室などが
開催されているが、照れや恥ずかしさなどから参加するのに抵抗があるという意見
を聞いたことがある。例えば、募集をする時に、実際に参加された男性の感想など
を入れることで、気軽に参加できる雰囲気を作れたらいいのではないか。
また、男性向けの料理教室に限らず、食べたいメニューを募集し、そのメニューを
どうしたらカロリーオフできるのか教えるといった料理教室なども開催されれば、興
味関心が高まるのではないか。
　・自分にとって適切な食事量・内容について、全体としては63.8%の人が知ってい
るという結果だったが、16～19歳、20歳代、30歳代男性と16～19歳女性に理解して
いない人が多いということがわかった。→食事・栄養が健康保持増進に必要と認識
していても実践できないのか、年代的に関心が低いのか、意識改革が必要。
関心を高めるため、興味を持ちそうなわかりやすい方法での情報提供を。

　・野菜と果物の違いを理解させる→甘味で区別すると良い。糖分の摂りすぎにな
らないように。
　・塩分、糖分を減らした薄味の食習慣→市内の飲食店に600kcalヘルシー食メ
ニューの協力依頼。

栄養・
食生
活

1

　自分にとっての適切な食
事の量や内容を知ってい
る人が63.8％で、知らない
人が31.4％である。

・適切な食事の量や内容
の認知度

ふだんの食生活で心が
けていることは、「糖分を
減らす」、「野菜・果物を多
くとる」、「規則正しい食事
をする」、「塩分を減らす」
が50％を超えている。

・食生活で心がけているこ
と

（・食生活で心がけているこ
と）

食生活と栄養

アンケート調査の結果から見える課題等　（健康づくり）

項目

食事の量・内容の認知
　「知っている」　86.8％
　「知らない」　　11.9％
　（H21県民調査）

P12(2-1)

P12(2-2)

アンケート調査結果報告書

（参考）資料１

1



小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・「栄養バランス講座」で基本的な適正な食事量と栄養バランスについて啓発（２３年度講
座）
・１６歳以上のデーターだけでなく、小・中学生はどうなのか。

・塩分・糖分・野菜・果物の摂取に気をつけている回答が５０％を超えている。意識と実際
の摂取量との関係や、気をつけている方とＢＭＩの関係を確認する。
・バランスのとれた食生活を心がける必要性を持つことが大切であることを計画に反映す
べき。
・５０％超の方が普段の食生活で心がけているので、それ以外の方に対する啓発の必要
性がある。
・糖分や塩分を減らすことは、必ずしも良いことではなく、適量があることを認知してもらう
ことが必要。
・なぜ糖分、塩分を減らすのか、野菜・果物を多く取るのか、アンケートからは読み取れ
ない。
・塩分を予防していても高血圧になることもあるなどの認識は尐ない。今後、予防してい
れば絶対安心ではないことも理解してもらうことも総合的な健康づくり対策には必要。
・子どもが健やかに成長する一つとして身体の成長バランスも重要であることから、「魚を
多くとる」、「乳製品を多くとる」の割合が尐ないように思われる。

・外食や食品購入時に栄養成分表示等を気にすることは、食への関心のバロメーター。

・小中学生の栄養成分表示の参考度が低いようであることから、学校の授業の中で取り
入れていくよう働きかけていくことが必要。
・男女別の数値。

・利用している店が積極的に表示をしているかどうかで、アンケートの結果は異なると思
う。子どもは小額のお小遣いなので、この結果になる。
・カロリーだけではなく、添加物への認識を深めるようにすることで、食材購入時の優先
度（２－４）への関心も深められる。
・小・中学生が栄養成分表示を参考にしないのは、成分表示の見方・活用の仕方がわか
らないからではないかと思う。成分表示のどの部分をどのように活用するべきかを知らせ
ていく必要がある。
・自身の食生活の中で、何が正しく必要なのかを判断する知識が不足していると思われ
る。表示を参考にする必要性・利点を伝える必要がある。
・栄養成分の認識については、既に知識のある人は、改めて表示に頼ることは無い。

・食品表示に関心を寄せることは、食への関心を高めるためにも必要。

・外食や食品購入時に栄養成分表示等を気にすることは、食への関心の高さであり、食
への関心を高めるためにも必要である。継続的に周知を図る。
・食生活の中で、何が正しく、また必要なのかを判断する知識が不足していると思われ
る。表示を参考にする必要性・利点を伝える必要がある。
・栄養成分表示や地産地消の意味などの周知も必要。

・外食や惣菜を購入する方も増えており、、知らずに摂取カロリーが上がってしまう傾向
がある。栄養成分表示を確認することで、知らずに取っているカロリーの抑制につながる
のではないか。
・自分自身や家族が口にするものの材料や安全性にもっと関心を持ってほしい。

・健康に関心がある割合に比べ、その参考となる食品の表示には余り関心がないように
見られる。表示が分かりにくいのではないか。
・栄養成分表示等がどのような食品に表示しなければならないかという法令上の限定根
拠も知らないレベルが現実と思います。
・成分表示を参考にしている人は、参考にする目的をバランスのよい栄養摂取のためな
のか、ある一部の成分を摂取しないためなのかわからないので、結果を一概に判断でき
ない。
・アレルギーや栄養価、産地などへの関心があることはわかるが、食品は安全という信
頼に基づいているため、表示内容により食べる食べないを判断するかまでは意識してい
ないように思う。表示により判断するかもアンケートにあるとよかった。
・具体的に添加物が身体にどのような影響があるか分析されれば提示していくことが必
要。
・小・中学生向けの食育について、食改の取り組みの中で啓発していく。

・小・中学生の時期は身体の基礎を成すことから、家庭や学校で原材料表示や栄養成分
表示に関心を持つような周知が必要。

・地産地消を進めるうえで、地元産を優先的に購入する割合が低い。地元産農産物等の
生産の増、特徴を出す、市民へのPRなどを進めることが求められるのではないか。生産
者団体などの関係者との連携、協力体制が重要。
・地産地消を進めるうえで、地元産農産物等の生産の増、特徴を出す、市民へのPRなど
を進めることが求められる。生産者団体などの関係者との連携、協力体制を作ることで、
給食への地元野菜の納品体制を改善していきたい。
・地元産を優先的に購入する人が１割未満であり、「地産地消」を広める動きが必要であ
る。

　・栄養表示の見分けと使い方を。

栄養・
食生
活

1

ふだんの食生活で心が
けていることは、「糖分を
減らす」、「野菜・果物を多
くとる」、「規則正しい食事
をする」、「塩分を減らす」
が50％を超えている。

・食生活で心がけているこ
と

（・食生活で心がけているこ
と）

・栄養成分表示等の参考
度

食材を購入する時は、
「国内産で一番低価格の
ものを購入する」（37.7%）と
「産地や価格にこだわらず
鮮度や味のよさそうなもの
を購入する」（34.5%）がとも
に３割以上となっている。

「地元産を優先的に購入
する」は１割未満である。

食生活と栄養

・食材購入時の優先度

食の安全性
（食品表示
への関心・
理解）

外食や食品を購入する
時に栄養成分表示を参考
にしているのは、「いつもし
ている」（11.1％）、「時々し
ている」（33.6％）を合わせ
て、５割弱である。

中学生・小学生が外食
や食品を購入する時に、
原材料表示、栄養成分表
示、生産地表示を参考に
しているのは、いずれも
20％前後であり「見ても選
ぶ参考にはしない」と「見
たことがない」を合わせた
５割以上（中学生58.4％、
小学生52.1％）が参考にし
ていない。

P13(2-3)

P14(2-4)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・「地元産を優先的に購入する」が１割と尐ない。地元産農産物等の特徴を出した、市民
へのPRなどを進めることが求められる。生産者と消費者の連携を密にして、地元産の食
材で「食の安全性」を目的として事業を展開していくことが重要。
・地産地消を進める上で、大変気になるデータである。

・市では、直売所の整備に対して支援を行っているが、同時に地元産の農産物に対する
ＰＲを進めることが重要。
・価格と品質、購入のしやすさ等によって、購入するものが決まってくるのではないかと考
える。地元産農産物等を地元で販売する店の拡大等、販路を構築する必要がある。
・添加物、保存料など、身体に及ぼす悪影響の理解について、また地産品の安全性に対
する理解についての情報提供が重要。
・地産地消の意味なども啓発は必要。

・国内産イコール安全安心という意識を持つ人が多いのだろうか。

・プラスα の何か、味の良さや｢ここでしか手に入らない」等の特徴があれば地元産を選
ぶ割合が増えるのではないか。かなりのPRが必要。
・価格より産地や鮮度、味にこだわるのは、最近の食の安全に関る問題が多発している
ことによるのではないか。今後は、安くて安全な食品の提供を進めていく必要がある。
・どこの産地で生産されたものかを意識して購入する度合いは低く、地産地消を推進する
のは地元生産者の努力が必要。
・地元産を優先的に購入する人が１割未満であるのは、地元産の食材を置く店が尐ない
のも原因の一つと考える。
・地元食材の普及には、スーパー関係者と連携し、地元コーナーを設置していただく等の
対策が必要。

・朝食の摂食は、成長期の小・中学生にとっては特に重要なので、更なる摂食率の向上
が必要なので、小・中学生はもとより、その親への普及が必要。
・親子で参加できる行事などで普及。

・食べる時間がないや食欲がないは、睡眠との関わりもある。

・男女別、年代別、家族構成による摂食率が違うと思うので、それらによるデータも参考
にする。・朝食は年齢が上がるごとに摂取率が低くなっている。

・朝食が一日のうちで一番大切な食事であることの大切さを広くＰＲしていくことが必要。

・夜型社会が朝食に影響しているのかもしれない。寝る時間や夕食の時間、夜食の有無
も調査する。
・朝食の摂食は、成長期の幼児・小・中学生にとっては特に重要なので、その親への普
及が必要と思う。親子で参加できる行事、給食だより等での普及を努める。
・食べる時間がないや食欲がないは、睡眠との関わりがあることから、紙芝居や給食だ
よりで普及に努める。
・「食べる時間がない」「食欲がない」という理由で朝食を欠食する人が多いが、なぜ「食
べる時間がない」のか、なぜ「食欲がない」のかを究明していく必要があるのではない
か。生活習慣の乱れ等の改善で、朝食を食べられるようになるのであれば、生活習慣の
改善を促すべき。
・１６歳以上の「ほとんど食べない」の数値が高いことから、食べる時間がないや食欲が
ないは、生活リズムの見直しをする必要ある。睡眠による休養が摂れているかと関係し
ている。
・朝食の摂食状況は、きわめて高い数値であるが、栄養バランスが取れた摂食をしてい
るかが重要。
・朝食を食べない理由として、「時間がない」、「食欲がない」が高い数値であるが、規則
正しい生活ができていないのではないか。
・朝食の摂取については、アンケートの回答者の生活サイクルに大きく左右される面があ
り、単に朝食がとられていないからといって、即対策は難しい。
特に中学生は、夜分の勉強後に夜食などをとっているかも同時に調べる必要があるので
はないか。
・子どもの夕食でさえ、コンビニ弁当等を与える親もいるので、まずは、親への教育が必
要。
・小中学生が食べていない原因のもとは大人（親）の食育がない為だろう。学校での指導
や子どもへの自立を促す教育も大切だと考えるが次世代を育てる親世代　一般成人へ
の朝食の必要性や不利益の教育が第一である。
・朝食の大切さ、役割などは家族はもちろんのこと、教育現場でも本人への食育は必要。

・朝食を抜かして２食になっていると脂肪を作りやすいからだになっていくことが予測され
る。朝食を食べている子、食べていない子とＢＭＩの関係を分析。
・独身男性の生活習慣を見直す効果的な方法を考え、啓発する。

・成長途上の青尐年の欠食は、食育の観点からも問題。学校での啓発とともに、ゆっくり
朝食をとれる環境を整えることが、子供、大人とも必要。
・成長期の朝食の必要性は、親への啓発が必要。

・朝食を食べない理由として、「時間がない」が小学生５４．５％、中学生６６．７％と大きい
割合となっているので、朝食の摂食について保護者に啓発する必要がある。

　・成長期にある中学生の12.7%は0%にしたい→学校教育・家庭教育における食育
の実践が必要。
　・朝食をほとんど食べない人が全体としては6.3%で低いように思えるが、20歳代、
30歳代、50歳代男性と20歳代の女性は10～16%と割合が多い。→食事・栄養が健
康保持増進に必要と認識していても実践できないのか、年代的に関心が低いの
か、意識改革が必要。
関心を高めるため、興味を持ちそうなわかりやすい方法での情報提供を。
　・「食べる習慣がない」小学生9.1%、中学生13.3%が気になる→生活習慣が変化し
ている（親の生活習慣）の影響が大きい。
　・「食べる時間がない」・「食欲がない」小学生55%、中学生67%が気になる→「早
寝、早起き、朝ごはん」は、まだ認識が浅いようである。どのように啓発したらいい
か。
　・「早寝、早起き、朝ごはん」運動の推進。

栄養・
食生
活

1

食材を購入する時は、
「国内産で一番低価格の
ものを購入する」（37.7%）と
「産地や価格にこだわらず
鮮度や味のよさそうなもの
を購入する」（34.5%）がとも
に３割以上となっている。

「地元産を優先的に購入
する」は１割未満である。

朝食の摂取状況は、「ほ
とんど毎日食べる」が小学
生で９割を超え多数を占
めているが、１６歳以上と
中学生では９割を割る状
況である。また、「ほとんど
食べない」は１６歳以上が
6.3％、中学生が4.0％であ
る。

朝食を食べない理由は、
「食べる時間がない｣と「食
欲がない｣が多く、特に中
学生と小学生では「食べる
時間がない」が５割を超え
ている。また、食べる習慣
がないが１６歳以上で２
割、中学生と小学生が１
割である。

・食材購入時の優先度

朝食の摂取状況
　「ほとんど毎日食べる」
85.6％
　「週４～５回食べる」
3.6％
　「週２～３回食べる」
3.9％
　「ほとんど食べない」
6.9％
　
（H21食育白書）

・朝食の摂食状況
・朝食を食べない理由

食生活のリ
ズム

食の安全性
（食品表示
への関心・
理解）

P14(2-5)、P15(2-6)

3



小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・１６歳以上と中学生がほとんど毎日食べている割合が８割を超えていることに尐し安心
した。しかし、食べていないの理由で、「食欲がない」、「食べる習慣がない」は大変心配
である。親への食生活のあり方について指導などが必要である。

・食事バランスを意識する割合が増えれば、主食やおかずのそろった食事になる。

・年代別、家族構成によりデータが必要。

・近年、食事の摂取形態が大きく変わってきており、「こ食」（孤食、個食、小食など）と呼
ばれるようになってきている。いろいろな関係も考えられるが、尐なくても1日1回はゆっく
りっと複数で食事か取れる環境を作っていくことが必要。
・ゆっくり食べれるのは、夕食だけではないでしょうか。

・ファーストフード店やコンビニエンスストアの充実により、家庭以外でも簡単に食べ物を
手に入れることができるようになり、それらで食事を済ませている若者が増えているので
はないか。また、中学生などは部活や塾通い等で、きちんとした食事をとる時間がないの
で、簡単なもので済ませているのではないか。
・「ほとんど食べない」の数値で中学生が特に高いが、身長・体重等成長への影響。

・多くの家庭で、午後７時前後に家族全員が揃うような環境が無い中で、このような結果
は、むしろよいデータと考えられる。
・生活のリズムとして、「３食を摂る」習慣を家族で身につけるための啓発活動が必要。

・パソコンやゲームなど個別の時間が優先される中、食事の時間の大切さの認識が薄
い。食べるだけではないこと、団らんやコミュニケーションの場であることへの認識を持た
せる。
・食事バランスを意識する割合が増えれば、主食やおかずのそろった食事になるのでは
ないか。
・「きちんとした食事」と「２人以上で」、「３０分以上かけて」の３つの条件を含む食事状況
質問では細かい状況が把握できないのではないか。
・家族と楽しくゆっくり食事をとる事は理想だが、勉強や部活で忙しい中学生の生活スタ
イルや親世代の労働状況など考えると難しいものがある。
週１回でも２回でも、心豊かな食事の時間を持つことができれば良しとすべきなのかも。
・中学生の割合の低さが気になる。一番成長の著しい時期であるので、家庭で気をつけ
たい。親も年齢的に忙しい時期というのも影響しているのでは。
・職業、世帯別構成で、ゆっくり食べている世帯は尐ない中、７割もきちんと食事している
割合は比較的高い値と思える。
・設問では、パン食等で済ませる割合が高いかまでがわからない。

・家庭の団欒の時間がつくれる割合とも相関関係があるように思う。

・市の調査、国の調査ともに、問題があると認識している人が３割強いる。問題解決への
糸口として、何が問題なのかの理由を調査する必要がある。
・小・中学生の食事が楽しくないとする理由も知りたい。

・食生活の充実度については、多尐問題があるといっているひとが、約４０％近くいること
から、市としても、情報提供や講演会・講座等を開いて、広く市民に呼びかけていく必要
がある。
・小・中学生の食事が楽しくないとする理由を知りたい。

・数字としては食育白書とほぼ同じだが、「尐し問題がある」「問題が多い」と答えた３割
強の人が、何に問題を感じているのかが気になる。
また、「大変よい」「よい」と答えた人も、食事の内容が適切なものなのかわからないの
で、適切な食事の指導も併せて必要になると思う。
・中学２年生では１４．１％の生徒が食事が楽しくないと回答している。久喜市の中学２年
生は、家庭環境のせいなのか。
・食生活の充実については、食事を定時に採ることができるかとの兼ね合いも調べた上
でないと、判断は難しい。
・小学生よりも中学生のほうが、食事が楽しくないと答えている人が多い。また、16歳以
上で、食事に問題があると答えた人はさらに多い。これらの理由を確認し、対処すべき。
・食生活は人生の中で中心的なものであり、さらに食事は人間の生理的欲求としても大
切なものである。楽しさは充実感が高い結果が出たことは望ましいと考える。精神面も大
きく関係する食欲なので食事が楽しめる環境づくりが大切。
・小中学生で９割が楽しく食事が取れているのは、大変よいことだと思う。より楽しく食事
ができるようにしたい。
・食生活の充実度は個人の感じ方で、一定の指導のもとで比較しないと判定は難しい。

・問題がある人が３割以上となっているので、何に問題があるか分析する必要がある。

　・成長期にある中学生の12.7%は0%にしたい→学校教育・家庭教育における食育
の実践が必要。
　・朝食をほとんど食べない人が全体としては6.3%で低いように思えるが、20歳代、
30歳代、50歳代男性と20歳代の女性は10～16%と割合が多い。→食事・栄養が健
康保持増進に必要と認識していても実践できないのか、年代的に関心が低いの
か、意識改革が必要。
関心を高めるため、興味を持ちそうなわかりやすい方法での情報提供を。
　・「食べる習慣がない」小学生9.1%、中学生13.3%が気になる→生活習慣が変化し
ている（親の生活習慣）の影響が大きい。
　・「食べる時間がない」・「食欲がない」小学生55%、中学生67%が気になる→「早
寝、早起き、朝ごはん」は、まだ認識が浅いようである。どのように啓発したらいい
か。
　・「早寝、早起き、朝ごはん」運動の推進。

　・男女とも、若い年代層が健康の基盤となる食事の重要性に気づいていないので
はないか→若い年代層であるからこそ、心身の健康の保持増進に日々の食事が
以下に重要であるかを認識させる手立てを考える。
　・きちんとした食事をほとんど食べない人が20歳代、30歳代、40歳代男性に多い
→食事・栄養が健康保持増進に必要と認識していても実践できないのか、年代的
に関心が低いのか、意識改革が必要。
関心を高めるため、興味を持ちそうなわかりやすい方法での情報提供を。
　・よく噛んで、（30回以上）ゆっくり（30分以上）食べて適量（600kcal程度）で満腹感
を味わう。
　・給食時間に毎日繰り返して食育指導を行う→教員指導用テキストを作成。

　・現在の食生活について3割以上が問題があるとしている。→どんな問題なの
か。

栄養・
食生
活

1

現在の食生活について、
「大変よい」（12.1%）と「よ
い」（49.8%）を合わせた６
割以上がよいとし、「尐し
問題がある」（30.0%）と「問
題が多い」（4.9%）を合わせ
た３割以上が問題あるとし
ている。

また、中学生・小学生
は、「食事が楽しい｣と「ど
ちらかといえば楽しい｣を
合わせると９割前後であ
る。

　きちんとした食事（主食
やおかずがそろったもの）
を２人以上で、楽しくゆっく
り（30分以上かけて）食べ
るは、「ほとんど毎日食べ
る」と「週に４～５回食べ
る」を合わせて、１６歳以
上が68.2％、中学生が
64.5％、小学生が83.5％で
ある。また、「ほとんど食べ
ない」は、１６歳以上が
14.9％、中学生が22.3％、
小学生が6.7％であり、中
学生が特に高い数値であ
る。

・食事の状況

朝食の摂取状況は、「ほ
とんど毎日食べる」が小学
生で９割を超え多数を占
めているが、１６歳以上と
中学生では９割を割る状
況である。また、「ほとんど
食べない」は１６歳以上が
6.3％、中学生が4.0％であ
る。

朝食を食べない理由は、
「食べる時間がない｣と「食
欲がない｣が多く、特に中
学生と小学生では「食べる
時間がない」が５割を超え
ている。また、食べる習慣
がないが１６歳以上で２
割、中学生と小学生が１
割である。

食を通じたコ
ミュニケー
ション

食生活の充実度
　「大変よい」　　　10.8％
　「よい」　　　　　　50.8％
　「尐し問題がある」
　　　　　　　　　　　31.7％
　「問題が多い」　　5.8％
（H21食育白書）

・食生活の充実度

朝食の摂取状況
　「ほとんど毎日食べる」
85.6％
　「週４～５回食べる」
3.6％
　「週２～３回食べる」
3.9％
　「ほとんど食べない」
6.9％
　
（H21食育白書）

・朝食の摂食状況
・朝食を食べない理由

食生活のリ
ズム

P16(2-7)

P17(2-8)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・農業に関する体験をすることも大切であるが、それをどう生かすかが重要である。

・体験後に意識の変化があった、興味がわいたをもっと高める工夫が必要と思う。農地
や指導者など多くの協力を得なければならないなどの課題があると思うが、食の安全性
や地産地消に繋がる大切なことである。
・農業体験は、収穫の喜びだけでなく、体験することにより、食の大切さや物を作ることの
大切さを体験を通して学べることから、学校や地域と連携して、体験していくことを積極的
に呼びかけていくことが必要。
・農作業体験というと、種まき収穫などがメインでそれ以外は、省略されているのが現状
です。最初から最後までの学習をさせる方法が必要。
・農業を教育に取り込む試みは良いことだと思います。農作業から調理まで、総合的に
学べるカリキュラムが今後必要。
・生産者の畑で、大根を掘らせてもらったり、さつま芋やじゃが芋堀りを年間の食育事業
の中で保育園ごとに行っている。園庭で野菜や米の栽培を行ったり、生産者と一緒に給
食を食べてお話をうかがう機会をもうけている。
・中学生は関心が低いので、農業体験は小学生のうちにやらせる必要がある。

・農業体験により食に対する意識を向上させることが大切だと思う。また、農業体験以外
にも四季折々の食べられる野草等の料理教室を行い、四季を感じさせることを行っては
どうか。
・農業体験をしなければ、自然や生産者へ感謝できないとは限らない。

・直売所の充実や、生産者の顔が見える販売の工夫をする。

・直売所の充実や、生産者の顔が見える販売の工夫をする。

・物理的・環境的要因などから食物ができる過程、それに伴う人の活動を自身が経験し
知る機会が減っていることがやむを得ないことかもしれない。しかし普段、食するものの
成り立ちを大切にする想いなど栽培体験には大きな意義がある。
・新市となり、農業体験の機会を作る取組みが幅広くできるようになるのでは。(学校、幼
稚園、保育園、地域など）
・学校活動における体験が増えており、小さいうちから経験することは大変よい影響があ
ると思う。年齢が上がっても体験できる機会を設けられるようにしたほうがよい。
・我々が生きていく上で、基本の食を生産する農業の大切さを子どもの頃から体験、教え
る教育が必要である。
・１６歳以上の体験した事がない人が２２．２％となっているので、農業体験に参加する意
識を高める必要がある。
・食改の栗橋支部では、畑から食宅への運動として、ジャガイモ等を食材に普及を図って
いる。
・小・中学生の料理教室等、食材を作ることから行えたらよい。なお、ジャガイモで３ヶ月
以上の期間が必要なので、教育との連携がキーポイントとなる。
・農業を体験することは大切なことである。米や野菜、畜産がどのようなプロセスで自分
の口に入るかを理解することが重要。また、農業従事者が尐ない今日なので、体験を期
に農業に興味を示してもらうことが必要。

・本市においては、市内において生産現場を容易に見る機会があるため、都会と違っ
て、農業体験の重要度は高くないと考えられるが、３割からそれ以上の方が、農業体験
によって食べ物への意識が高まったと認識していることから、農業体験の機会を引き続
き確保することが必要。
・しみん農園　　学校ファーム　などの利用。

・スーパーに食材として並べられている状態、お金を出して買うだけの経験では食への理
解、関心は不十分である。食物の成り立ちを学ぶことで意識が高まることを望む。
・米や野菜等の生産過程を知り、体験することで生産者への感謝や、食への意識が高ま
ることがわかる。
・継続することにより、より理解が深まるものと思う。

・農業体験の必要性は大いにあると思う。

・農業体験の内容によって、回答に差がでるのではないか。

・農業体験の意向については、年代による意識が気になるところであり、各世代ごとの
データが気になるところである。
・塾・ゲームなど時間に追われる生活の中で、農業体験の必要性への認識が低いと思わ
れる。生きる上で何が大切か必要性の判断を伝えていきたい。
・農業を身近に感じられるものにするには、親子でできる農業体験の機会が増えるとよ
い。
・年齢の高い人に対するやり方を工夫する必要がある。

・農業体験がしたいと思う取り組み（行事や仲間づくり）が効果ある。

・農業体験ができる環境の整備が必要。

栄養・
食生
活

1

農業体験を「したい」との
回 答 は 、 １ ６ 歳 以 上 で
35.8％、中学生は29.2％、
小学生は53.7％である。１
６歳以上と中学生は４人に
１人が「したくない」であ
る。

・農業体験の意向

・農業体験後の意識の変
化

農業体験後の意識の変
化については、「食べ物へ
の 意 識 が 高 ま っ た 」
（47.1％）との回答が約半
数である。

中学生は３割が食べ物
への「興味がわいた」と回
答しており、小学生は４割
以上が「興味がわいた」と
回答している。

農業に関する体験につ
いては、１６歳以上では
「子どもの頃に体験した事
がある｣が４割、「大人に
なってから体験した事があ
る」が４人に１人強である。
「体験した事がない」とす
る人は２割以上である。
中学生は、「学校の活動で
体験した事がある」が５割
を超え、「学校以外の活動
で体験した事がある」を合
わせると８割以上、小学生
は、「学校の活動で体験し
た事がある」が６割を超
え、「学校以外の活動で体
験した事がある」を合わせ
ると９割以上が農業を体
験している。

自然の恩恵
等への感

謝・
生産者等へ

の感謝

・農業体験の有無

P19(2-10)

P20(2-11)

P18(2-9)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・食育が知られていない（認知されていない）と思う。

・どういうこと（事業など）が食育なのか、具体的な例をあげてＰＲしていけば、認知度は
上がる。
・認知度が低いと思われる。現在保育所では、保育所保育指針に示されているとおり「食
を営む力」の育成にむけ、その基礎を培うことを目標に食育計画を作成しいます。「何を」
「どれだけ」食べるかということだけではなく「いつ」「どこで」「誰と」「どのように」食べるか
ということを、成人した際、適切に判断し、実行できる力を身につけるための基礎づくりと
して取り組んでいくことが今後の課題。
・中学生の認知度が低い。心身の発達が盛んな中学生の時期に食育を認識し、適切な
食生活をすることは大変重要なことだと思うので、周知に力を入れるべき。
・小学５年生と中学２年生を比べると、小学５年生の方が「食育」について知っている。小
学５年生が立派なのか中学２年生が駄目なのかわからないが、中学２年生にはもっと教
育すべき。
・多くの方が食育という言葉は認識しているが、意味まで知っている人が尐ないという現
状から、言葉と同時に意味についてもセットでＰＲする必要がある。
・食育の重要性を、継続して周知していく必要がある。

・食生活の重要性、毎日の積み重ねの理解が乏しいのではないか。正しく食事を摂取す
る知識を持とうとする意識、次世代や周囲に伝えていこうとする認識が食育につながる。
・どういうこと（事業など）が食育なのか、具体的な例をあげてＰＲしていけば、認知度は
上がる。
・意味の知らない児童。学生が多い。教育の場でも「食育」が必要。

・成人に関しては、「食育」ということばだけを啓発するのではなく、意味に加え実践する
人も増やす啓発の仕方が必要。
・小学生の方が学校の授業で学習していたり、家族との会話の中で、｢食育」に親しんで
いるのかもしれない。
・食育という言葉は漠然としていて、分かりにくい。意義を説くことにより、分かりやすく、
関心も高まると思う。
・食育の知識は年齢ごとに段々深めていく学校教育が必要。

・中学生の認知度が１８．６％と低いので、中学生への食育の認知度を高める対忚が必
要。
・食育についての学習、周知を積極的に進める必要がある。

・どんな伝統料理や行事料理があるのか、どうつくるかを伝える機会を設けることで効果
が上がる。
・どこにでも、古くから地域に伝わる文化や伝統はあり、それらは同時に後世に伝えてい
かなくてはならないものである。料理も同様であり、料理を通して、地域文化を知ることも
できることから、あらゆる機会を通して、食文化の伝承を行っていくべきである。
・男女別、年代別のデータからの分析をしたらよいと思う。

・給食では、行事食にちなんだ絵本を使って継承している。

・「伝えたい料理がない」という人が、３割近くいるが、その中には料理を知らない人もい
ると思う。大人も含め、伝統的な日本の料理など、料理教室などの機会にそのような方
に知ってもらいたい。
・その土地の伝統料理や行事料理を知らない人が増えているのではないか。伝えていく
べきだと思う。
・調査対象が１６歳以上ということから、伝えたい料理は無いとする回答者の世代が気に
なるところであるが、伝統料理や行事などの料理など、どのようなものがあるのか、まず
は洗い出した上で、継承するべきかの意識調査が必要なのではないか。
・料理教室の開催（親子教室なども含む）。

・食文化が風土的ではなく、変わってきている中で和食という日本の食文化を伝えていく
ことは困難も出ているように感じる。その地にあった食品があり、それに慣れた生活をし
てきており、その食文化を伝える責任を感じなければならない。
・伝統料理や行事食など食文化の継承の利点なども含め啓発する必要はある。

・個々の家庭で食文化を伝承していくことはある程度は期待できるが、家庭以外の場（学
校、地域、生涯学習などいろいろな場面で）での取組みが必要。
・なぜ伝えていかなければならないのかを説明していく必要がある。伝統料理や行事食
の長所を調べる。
・食文化というものは長い歴史の中で先人から培ってきた文化であり、実体験に基づい
た食のあり方として大切にしなければならない。
・伝えたい料理があっても、時間も含め、機会をつくることが難しくなってきていると思う。
家庭以外で伝える機会をつくる必要がある。
・「伝える料理はない｣は、伝えたい料理を知らない人が多いのではないか。

・食改の委託事業（平成２２年度）の一つに伝承料理として「小麦まんじゅう作り」、「にぼ
し出しみそ汁」などを、小学生対象に実施。
・食改の自主事業として「お正月料理」教室を一般対象に行っている。（久喜地区で実施）

　

栄養・
食生
活

1

・食育の認知度

・食文化継承の意識
食文化の継
承

食育の「言葉も意味も
知っている」は、１６歳以上
が 46.8 ％ 、 中 学 生 が
18.6％、小学生が25.5％で
あり、中学生は「言葉も意
味も知らない」が４人に１
人いる。

食育の認知
　「言葉も意味も知ってい
る」
　　　　　　　　　43.4％
　「言葉は知っているが、
意味は知らない」
　　　　　　　　　32.4％
　「言葉も意味も知らない」
　　　　　　　　　24.2％
（H21食育白書）

子どもたちや次の世代に
「伝えたい料理があり、伝
えている」（21.1%）と「伝え
たい料理があり、今後伝
えたい」（38.0%）を合わせ
た６割が伝えている・伝え
たいであるが、「伝えたい
料理があるが、今後伝え
るつもりはない」（6.5%）と
「伝えたい料理 はな い」
（29.6%）を合わせた３割超
が伝える意思がない。

食に関する
基本的な知
識

食文化の伝承
　「伝えたい料理があり、
伝えている」
　　　　　　　　　　　　19.1％
　「伝えたい料理があり、
今後伝えたい」
　　　　　　　　　　　　43.0％
　「伝えたい料理がある
が、今後伝える
　つもりはない」
　　　　　　　　　　　　 6.2％
　「伝えたい料理はない」
　　　　　　　　　　　　26.7％
（H21県民調査）

P20(2-12)

P21(2-13)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・食事のバランスと定期的な運動は、健康維持に重要であり、基本である。運動は、年連
や職業等で差がある。運動習慣を意識させるために、運動の重要性、楽しさなどをわ
かってもらう環境づくりが必要。

・日常的に運動をしている人をさらに増やすための方策を進め、運動推進の町を目指す
のもひとつの手である。
・実施割合、希望者の多いウォーキングのためのマップづくりやサークルづくりが効果が
ある。
・遊歩道、公園の運動遊具を整備する。

・年代別の運動習慣や運動種目、１日の歩数を分析する。

・運動と食事をバランスよく実践していけるよう、これらに関する情報提供を市民等に対し
積極的に発信する。
・忙しい方でも気軽にできるウォーキングのすすめなどを提唱する。

・年代別の歩数や、年齢に合った運動量があると考えられるので、積極的にそれらを公
表する。
・年齢、性別、職業等により、運動の実践状況を分析し、事業の企画に役立てる。

・運動するきっかけ作りの運動教室や、多くの方が参加できる大会の開催、各種スポー
ツの情報提供等を行う。
・小・中学生が運動できる施設整備が必要。（公園などで球技が禁止されているため。）

・遊歩道、自転車道の整備がなされれば、自動車に頼るのではなく、通勤や買い物など
普段の生活の中で体を動かせると思う。
・運動をしていると答えた人、していないと答えた人の年代、性別の分析。

・ウォーキング、散歩をしている年代、性別の分析。

・運動している人としていない人のＢＭＩの状況。

・忙しくて運動の時間がないと答えた人のストレスの有無。

・運動できないと答えた人も、運動したいと思っている人が６割いるので、時間をかけず
にできる運動メニューなどをＰＲ（情報提供）する。改善の余地があるため。
・調査回答者の４割は６０才以上なので、１００００歩以上歩いているのはその人達ではな
いか。働き盛り（３０・４０歳代）はどうなのか。
・運動習慣がある人とＢＭＩの関係、運動習慣がある人とストレスの関係を分析する。

・歩数を伸ばすため、既存のウォーキング教室やウォーキングの効果について広く情報
提供する。
・市で観光ウォーキングマップを作成する。（２２年度）

・運動と食事は関連があるので、ウォーキングなど簡単にできる運動を紹介する。

・運動は習慣が必要。一律に運動をしようというのではなく、個人ごとの運動メニューが
あって良いのではないでしょうか。
・日常運動習慣で「まったくしていない」人が１９．９％となっているので、運動習慣の啓発
が必要。

・健康づくり運動教室を実施（各保健センター）

・運動指導、栄養指導、口腔衛生指導、医師の指導などを実施（各保健センター）

・栄養内容も含めた運動指導の講座を実施（生活習慣病、メタボ予防の対策　　保健セン
ター）
・ウォーキング講座、中国健康体操、アンチェイシング講座、歯周病予防などの講座を実
施。（保健センター）
・運動は継続性が大切であるため、ＰＲが必要。また、運動グループ化の促進を図る。

・ストレス等を感じている人の割合が高い。本人の考え方や周りの人のサポート（理解）、
相談機関等の充実、その周知により、低くすることができる。
・うつなどへの偏見をなくなれば、家族や相談機関への相談がしやすくなる。

・不安や悩みなどを抱いている方（７割以上）に対して、市としてもいろいろな相談業務を
各課で実施しているので、今後はこれらの更なる充実が必要である。
・睡眠と健康は大きな関わりがあるため、地域医師会とも連携しながら専門の医師によ
る講演会や講座等を積極的に開催する。
・不満や悩み、苦労、ストレスの質の検証が必要である。

・行政が積極的にかかわる必要があるものは、健康維持に支障が出ないよう、深い悩み
やストレスに対し、即対忚できるような体制や、カウンセリング機関の整備など。
・年齢、性別、職業、理由等により、分析し、相談事業等の企画に役立てる必要がある。

・学校生活などでは話しやすい雰囲気づくりが重要。

　・16歳以上では7割以上の人が持っている。中学生は2人に1人、小学生は3人に1
人が持っている。日常生活の中では、避けて通れない誰もが抱えていることであ
る。どのように対処すべきかは個人差があり、絶対的な対処法はないかもしれな
い。→友人や家族と話し合いが出来ない。カウンセリング機関へも行けないが多く
なってきているように思う。ストレスを処理できる人、出来ない人の環境（生活）が違
うのかどうか。

　・男女とも国の平均を大きく下回っている。→年代差、個人差を考慮した上で、そ
れぞれの年代層の方々が無理なく日常生活の中で歩くことができる機会をつくる。
　・国の目標値と比べると約3割尐ないことが分かる。歩くことは誰にでも出来る身
近な身体活動であり増加させる必要がある。→1日の歩数を増やすこと。取組:①市
内のあらゆる団体に歩くことを推進してもらう②楽しく歩き易い方法を作り歩くし手
段として提供する。③地域ごとにウォーキングコースを作る。④現在実施している
「レッツゴー！ウォーキングめざせ日本一周！」のＰＲ。
　・高齢者の運動習慣の割合を増やし転倒防止・閉じこもり防止と生きがいづくりに
役立てる。課題:運動を心がける。取組:①地域の公園にラジオ体操の時間に集ま
り、ラジオ体操をする習慣を増やす。併せて散歩・ウォーキングにつなげ習慣づけ
をする。②公園にストレッチ・体操器具の設置。

　・高齢者の歩行数が極端に尐ないと感じた。一方で、公園やコスモスロードなど
歩くための環境は身近なところに整備されているように思う。こうした環境が十分活
用されるために、公園やコスモスロードを紹介する記事を掲載してはどうか。公園
の中には高齢者遊具を備えているところもあるが、どのような遊具がどの公園にあ
るのかを紹介したりすることも活用につながるのではないか。
また、それらの公園や遊具をどのように活用しているのかと言った意見なども合わ
せて掲載することも活用につながると思う。例えば、最近、新聞等で節電をするた
めにどのような工夫をしているのか一般の人からのお便りを載せている記事などを
よく見かける。こうした記事を読むと、とても刺激になり、また自分でも試してみよう
と思えることが多い。同じように、市民から日頃どういうところで運動しているのか、
また運動する時のコツなど意見を募集し、『久喜だより』などに掲載してはどうか。
　・意識的に運動していない人の割合が男女ともに20歳代、30歳代、40歳代に多
い。運動をしない理由は、忙しくて時間がない、運動が得意ではない、何をしていい
か分からないとの回答が多い。→毎日の生活に終われ、時間に余裕もなく、体力
的に衰えを実感することもない年齢なので、運動が健康保持増進に必要と認識し
ていても実践できないのではないか。毎日の生活の中で出来る運動の紹介。年代
を絞った事業の企画。
　・運動習慣のない人が3割以上いるが、そのうちの6割は定期的に運動したいと
思っていることから、気軽に取り組める運動を紹介してはどうか。ウォーキングを進
めてはどうか。→運動習慣のある人を増やす。１日の平均歩数を増やす。
　取組:市内のウォーキングマップを作る。単発の運動教室を何回か開き（忙しくて
時間がないという理由が挙げられているため）、自宅で継続してできる運動を啓発
していく。
　・6割以上が日常の運動習慣あり（半数がウォーキング）（小・中学生は8割以上
が運動習慣があり、運動が楽しいとするのは8割以上）年代別で運動習慣が尐な
い年代男性30歳代・40歳代（80歳代より多い）女性20歳代・40歳代（80歳代25%より
多い）→働き盛りの年代は運動習慣が尐ない。
　・体を動かしているが、歩数については実際に測定した人は尐ないと思う。意識
的な運動習慣の推進→歩数計をつける。ウォーキングマップの作成。
　・日常生活の中でも体を動かす習慣を推進→買い物はこまめに毎日。エスカレー
ター等は使わず階段。
　・手軽に出来る筋力運動→就寝前の簡単体操。布団の中で出来るストレッチ。テ
レビを見ながら簡単体操。
　・仲間を作って一緒に運動既存の団体等に対して行政から積極的に推進を働き
かける。団体に対して表彰制度など。
　・久喜市の目標　　意識的に体を動かす人を63%維持、8500歩/1日。
　・小・中学生にたいして、「我が家のウォーキング」等のテーマで作文や絵のコン
クール
　・運動効果について市民の目線で分かりやすく指導。
　・ウォーキングマップを作成して市民キャンペーンを実施。

不満、悩み、苦労、ストレ
スの有無
　「大いにあった」
　　　　　　　　　16.8％
　「多尐あった」
　　　　　　　　　44.3％
　「あまりなかった」
　　　　　　　　　28.7％
　「まったくなかった」
　　　　　　　　　10.2％
（H19国民栄養調査）

１日の平均歩数は5,040
歩である。10,000歩以上
は13.8％であるが、３人に
２ 人 は 6,000歩 未 満 で あ
る。

１日の歩数

運動習慣
身体・
運動

・運動の有無
・運動の頻度、種目
・運動をしていない理由
（運動の意向、運動種目）

2

不満、悩み、
苦労、ストレ
ス等

栄養・
食生
活

1

・食文化継承の意識
食文化の継
承

子どもたちや次の世代に
「伝えたい料理があり、伝
えている」（21.1%）と「伝え
たい料理があり、今後伝
えたい」（38.0%）を合わせ
た６割が伝えている・伝え
たいであるが、「伝えたい
料理があるが、今後伝え
るつもりはない」（6.5%）と
「伝えたい料理 はな い」
（29.6%）を合わせた３割超
が伝える意思がない。

食文化の伝承
　「伝えたい料理があり、
伝えている」
　　　　　　　　　　　　19.1％
　「伝えたい料理があり、
今後伝えたい」
　　　　　　　　　　　　43.0％
　「伝えたい料理がある
が、今後伝える
　つもりはない」
　　　　　　　　　　　　 6.2％
　「伝えたい料理はない」
　　　　　　　　　　　　26.7％
（H21県民調査）

日常運動習慣について
は 、 「 い つ も し て い る 」
（25.4％）と「時々している」
（37.6％）を合わせた６割
以上が運動習慣がある。
また、その内１日に３０分
以上の運動をしている人
は 、 「 ほ と ん ど 毎 日 」 が
30.6％、「週に３～４回」が
24.6％、「週に１～２回」が
26.2％で、合わせると８割
以上となる。

運動習慣がない人（「以
前はしていたが、現在はし
ていない」15.1％、「まった
くしていない」19.9％）は３
割を超えており、その理由
は「忙しくて時間がない」
が最も多く半数近くであ
る。しかし、定期的に運動
をしたいと思っている人が
６割いる。

実施する運動について
は、運動している人も運動
したいと思っている人も、
ともに半数近くがウォーキ
ング・散歩と回答してい
る。

中学生・小学生の日常
運動習慣については、「い
つ も し て い る 」 （ 中 学 生
65.3％、小学生49.5％）、
「時々している」（中学生
17.8％ 、 小 学 生 35.0％ ）
で、合わせるとともに８割
以上が運動習慣がある。
また、運動に対して｢とても
楽しい｣と「楽しい｣とを合
わせると、ともに８割を超
えている。

運動習慣の有無
　「いつもしている」
27.1％
（H19国民栄養調査）

休養・
こころ

3

　この１か月間の不満、悩
み、苦労、ストレスについ

ては、「大いにあった」
（22.1％）と「多尐あった」
（47.8％）を合わせてた７
割が悩みなどを持ってい

る。
　心配事や悩みがあると

回答した中学生は２人に１
人であり、小学生は３人に

１人である。

・不満、悩み、苦労、ストレ
ス等の有無

P26(3-2)

P27(4-1)

P22(3-1)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・ストレスを処理できている人、処理できない人の年代、性別。

・不満や悩み・ストレスなどは誰にでもあると思うが、まず身近な人に話すことや、相談で
きる場所があると良い。地域の人がコミュニケーションを図れるような環境を整えることも
必要。
・県・国の平均と比較してもストレスを感じている方が多い。自殺につながることも予測さ
れるため、既存の「心の健康講座」や「心の健康相談」など、広くＰＲし、何でも相談できる
場として相談場所の周知等が必要。
・睡眠との関連。

・ストレス解消策を広く周知していく方法をとっていく必要性を感じるものがある。

・精神保健福祉士による「心の健康相談」を実施（各保健センター）

・社会の中では、不満、悩み、苦労、ストレスは不可欠である。それを解消できない人へ
の心のケアが必要。今日増えているのは、家庭環境、社会環境などによるものなのか。

・睡眠で休養がとれていない人の割合は、国の計画の目標値を達成している。しかし、睡
眠で休養がとれない人が睡眠補助品等を服用している割合が高いので、悩み等を抱え
ている人の重症化が懸念されます。早期対忚のための啓発事業、生活習慣の改善の普
及などが必要。
・睡眠がとれていない２割近くであり、これらの人に対しての睡眠時間のデータ、生活環
境を把握し、対忚を分析する必要がある。
・睡眠補助品の使用があるが、適切な知識の啓発が下地にあり、その上での一定程度
の睡眠補助は必要と考えられるため、一概にこれらの使用を否定できない。
・睡眠への影響として、テレビやゲームなど家庭生活での悪影響があるのだと思う。

・医療機関での相談などをしやすくすればよい。

・1/5～1/4の児童・生徒は、布団に入ってもなかなか眠れないと言うのは、問題だと思
う。運動習慣との関連性、もしくはストレスの有無との関連を分析する。
・質のよい睡眠が取れているかは、朝食摂取にも関連するのではないか。

・大人、子供ともよく寝られていない人がかなり多く、生活スタイルの変化による生活のリ
ズムの乱れが大きく影響しているのではないか。
・睡眠補助品等の使用は、ストレス等の影響が大きいのではないか。

・睡眠の質を問うことが重要と思う。長時間睡眠をとればよいというものではないと思う。

・アルコールを飲んでも熟睡はできないのではないか。

・寝不足は、年齢や生活環境、学校、仕事のうえでの悩み等が影響していると思う。心の
ケアにつとめることにより、睡眠が十分とれ、休養が図れる。

　・16歳以上では7割以上の人が持っている。中学生は2人に1人、小学生は3人に1
人が持っている。日常生活の中では、避けて通れない誰もが抱えていることであ
る。どのように対処すべきかは個人差があり、絶対的な対処法はないかもしれな
い。→友人や家族と話し合いが出来ない。カウンセリング機関へも行けないが多く
なってきているように思う。ストレスを処理できる人、出来ない人の環境（生活）が違
うのかどうか。

・うつ病や介護予防に関する問題は、それらに直面している本人の努力だけでな
く、家族のサポートが不可欠と思われる。家族としては、どのようなことができるの
か様々な情報を知る機会が増えることが望ましい。そのため、講演会や講習会な
どもこれまで実施されていると思うが、さらに情報を入手しやすい環境を作るため、
各テーマに沿った推薦図書を市内の図書館で紹介したり、推薦図書を紹介する記
事などを広報誌に掲載したりしてはどうか。
　・小・中学生ではスポーツがストレス解消にとても大切であることが理解できる。
（スポーツ=仲間づくり・健康づくり）。
　・小・中学生の場合の問題点　①コミュニケーション不足②1人遊びで充分③忙し
く、時間がない④遊ぶ場所が尐ない⑤親との会話が尐ない、兄弟が尐ない

不満、悩み、苦労、ストレ
スの有無
　「大いにあった」
　　　　　　　　　16.8％
　「多尐あった」
　　　　　　　　　44.3％
　「あまりなかった」
　　　　　　　　　28.7％
　「まったくなかった」
　　　　　　　　　10.2％
（H19国民栄養調査）

不満、悩み、
苦労、ストレ
ス等

睡眠で休養が摂れている
か
　「十分とれている」
　　　　　　　　　　24.1％
　「まあまあとれている」
　　　　　　　　　　53.0％
　「あまりとれていない」
　　　　　　　　　　20.3％
　「まったくとれていない」
　　　　　　　　　　 2.5％
（H19国民栄養調査）

平日の起床時間
中学生　「午前6時から7
時」　　　　　　　　　65.1%
小学生  「午前6時から7
時」　　　　　　　　　72.3%

平日の就寝時間
中学生　「午後11時から午
前0時」　　　　　　　37.1%
小学生　「午後9時から午
後10時」　　　　　　　51.6%
中学生　「午前0時以降」
　　　　　　　　　　　12.2%
（H17児童生徒の食生活
実態調査）

睡眠と休養

日ごろの不満、悩み、苦
労、ストレスなどの処理に
ついては、「十分できてい
る」（10.6％）と「なんとかで
きている」（63.2％）を合わ
せた７割以上が処理でき
ているが、５人に１人（「あ
まりできていない」15.1％、
「まったくできていない」
4.2％）はできていない。

処理方法は、半数近くが
「趣味や運動などで発散
する｣、「家族や友人など
に相談する」、「休養をと
る」としており、「食べる、
お酒を飲む、買い物をする
などで発散する」も３人に
１人いる。

休養・
こころ

3

・睡眠による休養が摂れて
いるか

　睡眠で休養が十分とれ
ているかについては、「十
分とれている」（30.4％）と

「まあまあとれている」
（49.6％）を合わせた８割

がとれていると回答してい
るが、とれていないが２割
弱（「まったくとれていな

い」1.6％、「あまりとれてい
ない」16.6％）いる。

　中学生は「よく眠れる」が
３人に１人の割合にとどま
り、「学校の授業中に眠く

なる」（57.3％）、「寝不足で
朝起きるのがつらい」

（46.4％）、「寝ても疲れが
とれない」（35.8％）が高い
割合となっている。小学生
は「よく眠れる」が２人に１
人の割合で、「学校の授業
中に眠くなる」（31.6％）、

「寝不足で朝起きるのがつ
らい」（27.8％）、「寝ても疲
れがとれない」（20.7％）、
「ふとんに入ってもなかな
か眠れない」（25.5％）が２
割から３割となっている。
　平日（学校のある日）の
起きる時間は、中学生は

「午前6時から7時」
（67.4%）、小学生は「午前6
時から7時」（77.8%）が最も
多く、平日（学校のある日）
の寝る時間は、中学生は
「午後11時から午前0時」
（37.1%）、小学生は「午後9
時から午後10時」（51.6%）
が多くなっている。また「午
前0時以降」との回答が中
学生では２割（21.2%）、小
学生でも若干（1.7%）いる。

・不満、悩み、苦労、ストレ
ス等の解消状況
・解消方法

P30(4-3)

P28(4-2)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・楽しみや生きがいを持っている人は、比較的多いと思うが、地域活動をしている人の割
合が、国や県のデータと比較するとかなり下回っている。
・男女別、年代別、地域別のデータから分析してみる必要があると思う。

・地域活動は災害時の対忚（特に高齢者）とも関連する。

・趣味があるということは、人生をより楽しく送るひとつである。趣味をもっている方（７
３％）に対して、市としての環境整備や補助などをできるだけ利用者の立場に立って実施
する。
・地域活動への参加（参加率が低い。）について、詳細を分析する必要がある。

・地域での催しや団体活動、ボランティア活動など啓蒙して地域のコミュニケーションを活
発にすることが必要。
・地域での催しや団体活動、ボランティア活動への参加と睡眠との関係。

・個人の趣味や楽しみには力を入れるが、団体活動等には消極的である。個人の関心を
どう団体活動につなげるか。
・本市の傾向として、地域活動参加の低さが目立つ。

・個人差があり、地域活動に参加することにストレスを感じる人がいるので、地域活動へ
参加する人の割合を増やすことが楽しみ、生きがいに繋がるとは限らない。

・国のデータと比較した場合、喫煙割合は低く、また今後禁煙したいと思っている人の割
合は高い、さらに禁煙対策を進めていくことが必要。
・男女別、年代別のデータからの分析が必要。

・喫煙している人は以前に比べ減尐していると感じるが、もっと分煙できる環境が必要。

・禁煙に成功した人が262人いる中で、1年未満のまだやめて間もない人が約30人程お
り、たばこを吸っている人182人の仲でも、約70人程度は止めたいと思っている。禁煙支
援は、仲間作りの部分もあるので、医療と連携して支援していけばよい。
・健康によくないという面だけ強調しても、なかなか難しい。ストレス等が影響している面
が大きいと思うので、いきいきと生活できる家庭や社会、職場作りが大切。
・禁煙したい割合が２９．２％となっているので、禁煙する本人の自覚を高める方策を見
出せればよい。
・禁煙は２００６年から健康保険の適用を受け、禁煙治療ができるようになった。ＰＲして
いく。・喫煙は統計でも身体に良くない数値がでていることから、今後も禁煙対策を講じる必要
がある。

・能動喫煙及び受動喫煙による健康への影響について、認知度が低い。すべての項目
が影響するのだから、すべて100％に向けた普及啓発が必要。
・喫煙者以外へ影響のある受動喫煙による影響の認識が低いことに問題がある。

・タバコによる健康への影響については、吸わない人への影響もあることを広く市民に周
知していくことが必要。
・禁煙できていない方に対して、実際に健康被害があった状況（実例）を紹介し、特に禁
煙を目指す方に対してピンポイントで啓発ができる施策の検討が必要。
・家族の受動喫煙について、その影響の周知が必要。

・小中学生の９割は喫煙が健康に害のあることは認識しているが、家族で話をしている
家庭は約６割であることから大人と一緒に、健康に及ぼす影響について考えていく必要
・児童、生徒の家庭内の約半分にたばこを吸う人がいる。保護者等をターゲットにした教
育の機会をもつ。

　・総合的にも、男女別、年代別にも国の目標をかなり下回っている。→各年代層
の方々が参加しやすい仕組みづくりを考える。

喫煙状況
　「喫煙している」
　　　　　　　　　　　24.1％
　「以前喫煙、現在禁煙」
　　　　　　　　　　　13.2％
　「以前から吸わない」
　　　　　　　　　　 62.7％
（H19国民栄養調査）

喫煙者の1日本数（平均）
　久喜市　　15.7本
　国　　　　　19.7本
（H19国民栄養調査）

禁煙・節煙の意向
　「禁煙したい」　　　29.2％
　「節煙したい」　　　33.2％
　「このままでよい」 25.9％
（H19国民栄養調査）

健康影響

楽しみ・生きがいの有無
　「もっている」　　　68.7％
　「もっていない」　 21.1％
（H21県民調査）

地域の行事、ボランティア
等活動への参加
　「している」　　　36.6％
　「していない」　 62.0％
（H21県民調査）

趣味など楽しみや生きが
いをもっている人は73.5％
である。また、地域で行わ
れる催し物やボランティ
ア・団体活動などの地域
活動に参加している人は
24.3％である。

・楽しみや生きがいの有無
・地域活動、ボランティア
活動等への参加

楽しみ・生き
がい

・能動喫煙による健康影
響
・受動喫煙による健康影
響

・睡眠補助品等の使用

眠れないときの対忚とし
て、睡眠補助品（睡眠薬・
精神安定剤）やアルコー
ルを飲むことがある人は
19.2％である。

・喫煙状況

「現在（毎日または時々）
喫煙している」は17.1％、
吸わないは78.7％（「以前
は吸っていた｣24.6％、「以
前から（ほとんど )吸わな
い｣54.1％）である。

「現在（毎日または時々）
喫煙している」と答えた人
の１日の喫煙本数は「１０
本以上～２０本未満」が
36.8％、次いで「２０本以
上～３０本未満」が27.5％
であり、その８割近くが「今
後、禁煙または節煙（本数
を減らす）をしたい」と答え
ている。

また、「以前は吸ってい
たが、今は吸わない｣と答
えた人は、吸わなくなって
「２０年以上～４０年未満」
が24.0％、「１年以上～５
年未満」が21.8％、「10年
以 上 ～ ２ ０ 年 未 満 」 が
19.8％となっている。

喫煙状況

睡眠で休養が摂れている
か
　「十分とれている」
　　　　　　　　　　24.1％
　「まあまあとれている」
　　　　　　　　　　53.0％
　「あまりとれていない」
　　　　　　　　　　20.3％
　「まったくとれていない」
　　　　　　　　　　 2.5％
（H19国民栄養調査）

平日の起床時間
中学生　「午前6時から7
時」　　　　　　　　　65.1%
小学生  「午前6時から7
時」　　　　　　　　　72.3%

平日の就寝時間
中学生　「午後11時から午
前0時」　　　　　　　37.1%
小学生　「午後9時から午
後10時」　　　　　　　51.6%
中学生　「午前0時以降」
　　　　　　　　　　　12.2%
（H17児童生徒の食生活
実態調査）

睡眠と休養

4

休養・
こころ

3

たばこ

・市内の臨床医の先生に、初診患者さんに喫煙確認の声かけ運動をお願いしては
どうか。

喫煙による健康への影
響については、能動喫煙
も受動喫煙も「肺がん」が
８割を超え、「気管支炎」、
「喘息」、「妊娠に関連した
異常」が高い数値となって
いる。また、能動喫煙と受
動喫煙との数値に大きな
開きがないことから、たば
こを吸わない人への健康
被害についての認識も高
い。

中学生・小学生は、喫煙
による健康への影響につ
いて、９割近くが「大いに
害がある｣と回答し てい
る。なお、家族に喫煙者が
いるとの答えが約半数で
ある。

家族に小・中学生や高
校生のいる人のうち、たば
こ が 健 康 に 及 ぼ す え い
きょうについて、「積極的
に 話 を し て い る 」 が
16.1％、「何回か話をした
こ と が あ る 」 が 48.4％ 、
「まったく話をしていない」
が35.5％である。

P33(5-1)

P35(5-2)

P32(4-5)

P32(4-4)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・小・中学生の中に、酒・たばこが禁止されていることを知らない児童、生徒がいるが、問
題だと思う。
・喫煙者と肺がん検診受診の関係。

・禁煙希望者の禁煙への取り組み状況。（取り組みの有無）

・自分だけではなく、家族等周囲の人に悪影響を及ぼすということを強く訴え、医療面を
含めた禁煙の道筋をわかりやすく啓発する。
・喫煙の被害は吸う人も、吸わない人も影響があることを周知する必要がある。

・たばこと肺がんとの関係等を今後も継続して啓発していく。

・小・中学生の９割が喫煙が健康に害があると認識していることは良いことであり、大人
になっても忘れず成長してほしい。

・分煙の認知度が低いので、受動喫煙も併せて分煙を周知する必要がある。

・国のデータでは、職場での分煙実施率が低い。

・効果の高い分煙については、周知が必要。若い年代から。

・分煙の制度やシステムを整備する。

・分煙、禁煙の周知を公共的施設から広めていく必要がある。

・多量に飲酒（３合以上）する人の割合が国のデータを上回っている。

・節度ある適度な飲酒量（１合以内）を認識している人が尐ない（37.8％）。

・節度ある適度な飲酒量におさまっていると思っている人が67.9％に対し、実際におさ
まっている人は、42.9％である。認識にズレがある。
・男女別、年代別のデータの分析が必要。

・飲酒の量と頻度については、セットで判断しないといけないと考えられる。例えば、三合
を飲酒している人が週１回であるのか、頻度が高いのかによって対忚は異なる。
・節度ある適度な飲酒量は本来１合未満であるが、１合超としている人が51.3％いる。間
違って認識である。適切な飲酒量について、ＨＰや広報等で周知するとともに、既存の健
康相談や運動教室等で情報提供する必要がある。
・酒・たばこが禁止されていることを知らない児童、生徒がいるのは問題。

・飲酒量を適正にするよう啓発するとともに、趣味やスポーツ等、それに変わるものを見
つけられるよう、機会や場所の整備が必要。
・尐量でも毎日飲酒することが健康に影響を与えることを啓発する必要があると思いま
す。

飲酒の有無
　「毎日飲む」
　　　　　　　　　  18.9％
　「週５～６日飲む」
　　　　　　　　　　 6.4％
　「週３～４日飲む」
　　　　　　　　　 　6.0％
　「週１～２日飲む」
　　　　　　　　　　 8.1％
　「月１～３日飲む」
　　　　　　　 　　　9.9％
　「やめた」
　　 　　　　　　　　2.0％
　「ほとんど飲まない」
　　　　　　　　　　48.7％
（H19国民栄養調査）
飲酒量
　「１合以内」　　38.9％
　「２合以内」　　34.4％
　「３合以内」　　16.1％
　「３合以上」　　10.7％
（H19国民栄養調査）
節度ある飲酒量の認識
　「１合以内」　　31.5％
　「２合以内」　　34.7％
　「３合以内」　　10.1％
　「３合以上」　　　2.5％
（H21県民調査）

健康影響

・飲酒の有無、頻度、量
・節度ある適度な飲酒の
認識度

飲酒状況

飲酒については、「飲む」
が 45.9％ 、 飲 ま な い が
50.1％（「やめた（1年以上
やめている）」3.8％、「ほと
んど飲まない（飲めない）」
46.3％）である。「飲む」と
答えた人の４割は毎日飲
んでいる。

また、お酒を飲む人の飲
酒量は、日本酒に換算し
て「１合以内」（42.9％）が
最も多く、次いで「２合以
内」（30.5％）である。節度
ある適度な飲酒量は、「２
合以内」（43.4％）が最も多
く 、 次 い で 「 １ 合 以 内 」
（37.8％）である。

さらに、「節度ある適度な
飲酒量におさまっていると
思う」が67.9％で、「かなり
超えていると思う｣が5.1％
である。

未成年者の飲酒が法律
で禁止されていることの認
知度については、中学生・
小学生ともにほとんどが
禁止されていることを知っ
ている。

アル
コール

5

・能動喫煙による健康影
響
・受動喫煙による健康影
響

効果の高い分煙につい
て「知っている」は７割弱
で、「知らない」は２割強。

・分煙の周知度

4 たばこ

喫煙による健康への影
響については、能動喫煙
も受動喫煙も「肺がん」が
８割を超え、「気管支炎」、
「喘息」、「妊娠に関連した
異常」が高い数値となって
いる。また、能動喫煙と受
動喫煙との数値に大きな
開きがないことから、たば
こを吸わない人への健康
被害についての認識も高
い。

中学生・小学生は、喫煙
による健康への影響につ
いて、９割近くが「大いに
害がある｣と回答し てい
る。なお、家族に喫煙者が
いるとの答えが約半数で
ある。

家族に小・中学生や高
校生のいる人のうち、たば
こ が 健 康 に 及 ぼ す え い
きょうについて、「積極的
に 話 を し て い る 」 が
16.1％、「何回か話をした
こ と が あ る 」 が 48.4％ 、
「まったく話をしていない」
が35.5％である。

P37(5-3)

P38(6-1)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・飲酒に対する健康影響の認識は高いと考えられるが、引き続きこれらの啓発は必要で
あると考えられる。
・「大いに害がある」と考える数が飲酒可能年齢に近づく中２のほうが尐ない。

・飲酒の害等について、家族、学校等で積極的に話し合う環境を整える。

・過度な飲酒は肝機能障害や内臓脂肪の蓄積により脳梗塞や心筋梗塞などの脳・血管
疾患につながるので、過度な飲酒が身体に及ぼす影響を周知する。
・飲酒の害について健康面だけでなく、交通事故、脳、動作への影響面も認識されるよう
啓発が必要。

・すべての年代で、1日３回の歯磨きを促進する。

・昼食後の歯磨きを徹底している。（小・中学校）

・昼食後の歯磨き指導を行っている。（保育園）

・１日に２回の方と１回の方について、食事の後の歯磨きの啓発。

・特にお昼（お昼休み）には歯磨きをしよう！を徹底することで、習慣づけさせることにより
朝や夜についてもするようになっていくのではないか。しいては、１日３回が定着するので
はないか。
・すべての年代で、３回の歯磨きが必要と思う。

・学校だけではなく、家庭で実行する生活習慣が必要。

・３回以上歯磨きをしている人は１６歳以上では中２の約半数になっている。これは、１６
歳以上になると外食の回数が増えたり、また欠食によってによるものなのかも検討する
必要あり。
・１日３回の歯磨きを定着する運動を市で推進したらいかがでしょうか。

・１６歳以上の方で歯磨き３回以上実施しているが２４．９％であり、小・中学生の半分の
実施率であり、３回以上の実施の啓発が必要。

・歯に隙間のできはじめる中高齢者の歯間ブラシの使用が効果的。歯磨き回数とともに、
歯間ブラシ使用のPR等が必要。
・年代別データの分析が必要。

・歯間ブラシの重要性は、世代によっても違うと考えられるので、実際の効果が見てわか
るような啓発が必要。
・歯ブラシ以外の使用が約３割であり認知度が低いのではないか。

・口腔衛生の啓発事業の必要性があると思う。

・認知度は県のデータを上回っているが、幼尐期からの使用状況が分かれば、対策へと
繋がる。
・就学前の児がいる親への周知が効果がある。

・フッ素に関する認知度は高いと考えられるが、その対忚方法（歯医者さんでやってくれ
る）とかがよくわからないのではないか。また、保険が利くのか、周知が必要。また、健康
保険が利かないのであれば、補助などの検討も必要。
・幼稚園や保育所、学校、歯科医、家庭、行政が連携した事業の実施が必要。

・歯磨き粉にも入っているため認知度は高いと考える。

・どういう効果があるか、問題はないのか、等の周知が必要。

・フッ素塗布は保険対象外であるが、効果、問題は何か知らせていく必要がある。

・国や県のデータと比較して、高い受診率となっている。

・歯科健診については、小中学生は定期的に実施しているが、一般の方は定期的に健
診が行われず、受診率が低くなっているので、歯科医師会と連携して、定期歯科健診の
受診の呼びかけが必要。
・この１年間で歯科健診や歯石除去、ブラッシング指導を受けた人は約半数であり、高い
水準であると認識しているが、きっかけが気になるところである。
・年代別のデータを分析が必要。成人は殆ど検診を受けていないのではないか？

・平成２１年県民調査より高いが約半数の人が受けていないため、周知が必要。

この１年間に歯科健診や
歯石除去、ブラッシング指
導を受けた人は47.4％で
ある。

・歯科健診等の受診

歯科健診等の受診の有無
　「受けた」　　　　　31.3％
　「受けていない」　67.8％
（H21県民調査）

歯ブラシ以外の清掃用具
使用の有無
　「使用している」
31.5％
　「使用していない」
68.5％
（H19国民栄養調査）

歯ブラシ以外の清掃用
具（フロス、歯間ブラシ等）
の使用については、「使用
している」が３割である。

・歯ブラシ以外の清掃用具
の使用

6

中学生・小学生は、飲酒
による健康への影響につ
いて、５割以上が「大いに
害がある｣と回答し てい
る。

家族に小・中学生や高
校生のいる人のうち、飲酒
が健康に及ぼす影響につ
いて、「積極的に話をして
いる」が8.8％、「何回か話
を し た こ と が あ る 」 が
46.8％、「まったく話をして
いない」が44.4％である。

・飲酒による健康影響

歯の管理
（ケア）

歯磨きについては、「して
いない」がすべての年代で
１％台であり、ほとんどの
人が１日に１回以上してい
る 。 １ ６ 歳 以 上 は ２ 回
（48.5％）、中学生は３回以
上（50.7％）、小学生は３回
以 上 （ 48.5％ ） が 最 も 多
い。・歯磨きの回数

健康影響

アル
コール

5

・フッ素効果の認知度

フッ素効果については、
「知っている」が83.0％であ
る。

フッ素効果の認知
　「知っている」　　79.3％
　「知らない」　　　19.7％
（H21県民調査）

歯の
健康

・幼児期のフッ素塗布を１歳６月児健診で行い、フッ素塗布の理解ときっかけづくりを行っ
ている。

P40(6-2)

P42(7-1)

P42(7-2)

P43(7-4)

P44(7-5)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・かかりつけ歯科医がいる人739人のうち、約500人程は、歯科健診やブラッシング指導、
歯石除去などを受けている。全員ではない！？
・成人になると歯科健診がないので、受けている人はほとんどないものと思います。歯の
健康を守るには、市独自で歯科健診を実施し、効果を上げる必要がある。
・大人の歯の健康教室を開催し、歯周病やその対策、ブラッシング指導、健診を行ってい
る。
・幼児２歳児を中心に、むし歯予防教室を実施し、栄養と歯科健診、ブラッシング指導と
保護者を対象とした歯周疾患予防教室を実施。

・小中学生のデータであるが、歯周病に認知度は高いと考えられる。しかし、約２０％の
子どもたちが知らない現状は、歯磨き回数を増やすためにも、学校での歯周病予防の啓
発が重要と考えられる。
・検診の必要性と併せて、周知・啓発が必要。

・歯周病は大人だけの病気でないため、小中学生もきちんとした知識を持たせることが必
要。
・歯への影響とともに、健康全体に対する影響を説明したほうがよい。

・歯周病予防の啓発を小さい時からする必要性がある。

・小・中学生以外の成人の方の歯周病の認知度について、どのようになっているのか分
析する必要がある。

・80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の割合が、国データよりかなり务っている。壮
年期（老年期含む）からの歯のケアの啓発が必要。
・男女別、年代別のデータを分析。

・年代ごとに減っていくのが予想されるが、どの世代が顕著かによって、対象世代を絞っ
た啓発ができる。
・約４割の人が２０本以上、歯が残っていないため、歯が尐なくならないような教育・指導
が必要。
・歯周疾患の心配になってくる30代から60代くらいの年代別の歯の本数を分析する。

・８０２０運動を啓発していく必要がある。

・１６歳以上の方の歯周病の怖さを周知して、歯のケアにつなげる。

・肥満のうち、BMIが30以上が特に生活習慣病の危険度が高くなるといわれているので、
男女別、年代別のBMI値データを分析する。
・BMI値の高い人の健康管理、健康意識の状況を分析する。

・身長と体重の別個のデータでは利用価値が低いため、ＢＭＩと年代別、男女別データが
必要。
・肥満者の割合的には県・国と比較しても大差はないと感じるが、肥満者の減尐が健康
寿命の延長にも結びつくと考えられるため、今後も肥満者の減尐のための働きかけは必
要となってくる。肥満者の中で肥満であることの自覚がどのくらいあるのかが重要。
・BMIの分析をみたい。BMIの基準、日本肥満学会では、２５以上（肥満）、１８．５未満（低
体重）
・自分の体型で感じていること（太っている、ちょうどよいなど）と適正体重との意識のズレ
についての分析をする。
・無理なダイエットが健康に与える影響を周知。

・適切な食事の周知、運動の習慣化への活動。

・過食の戒めを子どものうちから啓発して、肥満にならないようにしていく必要がある。

・自分の体型で感じていること（太っている、ちょうどよいなど）と適正体重への意識度と
のズレについての分析をする。
・ＢＭＩ値をどう意識するかが必要。

・約６割の方が、適正体重を保つために食事やその量に気をつけているとのデータがあ
るが、残り４割の方の「いいえ」の理由が気になる。
・自分を太っていると思っている人が53.3％となっているが、この人たちは、やせたいと
思っているのか、やせようとして注意していることがあるのか、行動を何かしているのか、
行動しようとしても何をしてよいかわからない人がいるのか等を調査し、ニーズにあった
行政サービス（やせるだけの事業ではなくて、健康になるためのメニュー）を企画する必
要がある。
・自己評価の厳しい人が多いことが予測されるが、実際の体型と標準的な体型への認識
に差がある。
・太っていると答えた人のBMI、尐し太っていると答えた人のBMI、ちょうどよいと答えた人
のBMI、尐しやせていると答えた人のBMI、やせていると答えた人のBMIを分析する。
・食事の量や内容に気をつけている人（６割）のBMIはどうなのか。

　・定期的な歯科健診の受診者は多いが、80歳以上で20歯を有する人の割合が尐
ないため、中高年からなりやすい歯周病とも関連し、口腔、歯科衛生に関する啓発
が必要と思われる。→80歳以上で20歯を有する人の割合を増やす。取組:巡回検
診や歯・口腔に関する指導を広く行う（健康診査と合わせて実施するなど）。

BMI値
　「低体重（18.5未満）」
　　　　　　　　　　 7.3％
　「標準（18.5～25.0未
満）」　　　　　　 70.5％
　「肥満（25.0以上）」
　　　　　　　　　　19.7％
（H21県民調査）

BMI値
　「低体重（18.5未満）」
　　　　　　　　　　 6.5％
　「標準（18.5～25.0未
満）」　　　　　　　69.7％
　「肥満（25.0以上）」
　　　　　　　　　　20.6％

・身長・体重

健康意識

この１年間に歯科健診や
歯石除去、ブラッシング指
導を受けた人は47.4％で
ある。

・歯科健診等の受診

歯科健診等の受診の有無
　「受けた」　　　　　31.3％
　「受けていない」　67.8％
（H21県民調査）

自分の体型について、
太っている（「太っている」
19.0％、「尐し太っている」
34.3％）と思っている人が
５割以上いる。「ちょうどよ
い」と思っている人は３割
強である。

・自分の体型の認識

6

歯の本数については、
「 ほ と ん ど あ る （ 20～ 27
本）」（32.7％）が最も多く、
次いで「全部ある（28本以
上）」（29.7％）であり、６割
以上の人が２０本以上の
歯がある。

歯の数
　「全部ある」　　　　26.0％
　「ほとんどある」　 33.1％
　「半分くらいある」 18.1％
　「ほとんどない」　 13.2％
　「まったくない」　　  7.9％
（H21県民調査）

歯の数

歯の管理
（ケア）

・歯周病の認知度

歯周病について知ってい
る中学生は80.4％、小学
生は72.6％である。

健康
意識・
健康
管理

7

・歯の数

歯の
健康

P44(7-6)

P43(7-3)

P46(8-2)

P45(8-1)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・太っているの基準をどう捉えているのか？

・栄養バランス、適量など基本的な食事の啓発が必要。

・体型と健康の関係を、個々に把握できるよう、その機会を増やす必要がある。

・自分の体重に対する意識は、かなり高まっている。専門家により判定ができる場が多け
ればよい。
・過度のダイエットの防止の観点から、どれだけ落としたいのか、どれだけ落としたことが
あるのかなど、ダイエット調査が参考になる。
・体型の認識は、個人の価値判断が影響するので、一概に太っている、やせている等の
データは比較にならないのではないか。
・適正体重のため常に食事量等に気をつける、生活習慣を身につける啓発が必要。

・適正な体重を保つため、食事の量や内容をどのように気をつけてたべているかを分析
する必要がある。
・適正体重をどのように捉えているか分析が必要。

・過度なダイエットの防止の啓発が必要。

・メタボリックシンドロームが認識されている。

・メタボリックシンドロームを、小・中学生のほとんどで知っているようだが、小・中学生の
生活習慣病は食生活と密接に関係があることから、早いうちから対策に取り組むことが
必要である。
・メタボリックシンドロームが認識されているが、どういうものなのかも知ってもらえるとよ
いと思う。講習会などを開き、認知度をあげていったらいいのではないか。
・メタボリックシンドロームが及ぼす影響についてどう考えるか?

・啓発の効果がでている。今後、メタボリックシンドロームをどう解消していくかを周知して
いく必要がある。
・メタボの啓発は、ある｣程度進んでいる状況にあると思います。メタボにならない対策を
進めていく必要が特に必要です。
・メタボリックシンドロームの認知度は、すべての年代で認識されている。

・運動を中心に、栄養バランス等も実践指導するメタボ予防教室を実施。また、体重、腹
囲、ＢＭＩ等の目標を持たせ、教室終了後の３ヶ月後効果をみる同窓会を開催。（保健セ
ンター）

・健康でない人の運動習慣、喫煙、飲酒、ストレス度、睡眠の状況を分析する。

・男女別、年代別の傾向を加えると、原因の傾向が見えてくるのではないか。

・今後の対策を考える上では、健康ではないと認識している方が、なぜそう認識している
かの理由がセットで必要。
・健康であると答えた人でも、実際は自覚症状がないだけのケースもあると思われる。
「健康」又は「健康ではない」と答えたそれぞれの人の喫煙や飲酒、食事、運動などの生
活習慣を調査する。
・早期（健康であるうち）に、生活習慣の改善に取り組む。

・それぞれの人が何を基準に健康・不健康を判断しているか、不健康と答えた方は医療
の利用など対処しているのかということにもよるが、不健康な人へはもちろんのこと、健
康な人へも今後も健康を維持できるような支援は必要である。
・健康でないと思っている人の理由。

・心身の健康状態の判断基準は、明確なものがない。個人の感じ方による。

・あまり健康ではないが２５．１％あり、健康でないことを自覚している。

・年代によって感じる健康に違いがあるのかを分析するとよい。

・健康な状態の認識は様々と考えられるが、男女別などのデータがあるとよい。

・各項目は、全て関連している。

・身体的、精神的に社会的にも良好な状態にあることが、健康な状態に繋がっていくもの
と考える。

　・男女とも国の目標に対して低いが、女性のほうが認識していることが数値からう
かがえる。

メタボリックシンドロームの
認識
　「ない」　　 2.8％
　「ある」　　97.2％
（H21食育白書）

自分の心身の状態につ
いて、「非常に健康であ
る」（4.6％）と「健康である」
（63.9％）を合わせた約７
割の人が健康を自覚して
いる。健康でないと感じて
いる人は約３割（「健康で
ない」4.6％、「あまり健康
でない」25.1％）である。

・健康状態の把握

・理想の健康状態

適正体重のための食事量
等
　「気をつけている」
　　　　　　　　　　55.6％
　「気をつけていない」
　　　　　　　　　　29.5％
（H21県民調査）

適正な体重を保つため、
食事の量や内容に気をつ
けている人は59.4％であ
る。

・適正体重への意識

・メタボリックシンドローム
の認識度

メタボリックシンドローム
という言葉について、「聞
いたことがある」が１６歳
以上と中学生で９割を超
え、小学生でも８割を超え
ている。また、その内「内
容を知っている」が、１６歳
以上で約８割強、中学生
で８割弱、小学生で６割弱
となっている。

健康意識

健康
意識・
健康
管理
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自分が考える健康な状
態については、「心身に病
気がない」（39.3％）が最も
多く、次いで「毎日を楽しく
過 ご す こ と が で き る 」
（27.0％）である。

P48(8-6)

P47(8-4)

P48(8-5)

P46(8-3)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・病気予防、健康維持並びに健康の保持増進には、取り組みすべてが必要と思うので、
数値の増を目指す。
・認識している割合と実行している割合の差があるので縮める。

・男女別、年代別を分析し、関心度の傾向を見る。

・病気の予防や健康の維持には、睡眠や適度な運動及び規則正しい食事の摂取が最も
重要である。広く市民に情報を周知する必要がある。
・健康の保持増進については、日頃からの食事に関する取り組みや睡眠に関することに
ついて、一人ひとりの取り組みが大切である。これらは、学校生活の中でも大切ですが、
家庭における個々の取り組みがそれ以上に大切になってくることから、それらの周知徹
底を市としては積極的にやっていかなければならない。
・日ごろ取り組んでいること（特に意識しなくても取り組んでいるもの）は、回答時に除外さ
れる可能性があり、全てを100％とすることを目標にする内容の設問ではない。
・多くの回答から、健康保持のための認識は高いと考えられる。

・男女別、年代別を分析し、関心度の傾向を見るとよいと思う。

・取り組みやすいものから取り組めていると考える。意識をもって健康の維持には努めた
方が良いので、病気の予防・健康維持の方法の認識を深めることが重要であり、行動に
つなげるための働きかけが必要である。
・今後も小・中学生の認識が維持・向上できる取り組みが必要。

・健康への取り組みと必要なことを照らし合わせ、割合の差を見てみると、おもしろい。一
番差があるのは、運動の２５．７ポイント、次いで規則正しい生活２１．５ポイント、睡眠や
休養20ポイント、飲酒１８ポイント、たばこ16.1ポイント、ストレス解消気分転換１５．８ポイ
ント、食事１４．２ポイント、仲間との交流６．４ポイントとなっている。飲酒やたばこは、吸
わない飲まない人も必要だと思う人もいると思うので、ズレがあっても仕方がないと思う
が、それ以外は、ズレが大きいほど、実行しにくいのではないだろうか。運動は、大事だ
と思っても、取り組みにくい、食事は大事だと思い、実行に移しやすい取り組みやすいと
いう傾向が伺われるのではないか。
・児童、生徒ともに睡眠や休養を見直したいと思っている人が多い。（５～６割）

・小学生は、睡眠に次いで、運動習慣を見直したいと思っている児童が多い。食事は、自
分で用意できないが、運動は自分でできるからか？
・分かっていて実行できない部分が多いと思う。実行できる環境、条件の整備が重要で
ある。
・各項目を実行できる環境、条件の整備が重要である。

・病気予防、健康維持のため、自分なりに自分に合った方法をもって取り組めばよいので
はないか。
・市としては、市民の健康保持増進のため、自分でできるものは自分の日常不断の努力
でできるものが多くあるので、自助努力の必要性を感じます。自分の健康は、自分でつく
ることが大切との意識啓発を図ることが重要。
・けんこう大学を開催し、総合健康講座として、生活習慣病予防改善を目的に、医師の指
導、栄養指導、運動指導、口腔衛生指導などを取り組み、自分自身の健康づくりだけで
なく、家族や知人の健康など身近な方の健康を意識し、行動できることを目指す。

・健康診断・がん検診の受診及び要検査の受診の受診率の増となるようにしなければな
らない。周知が必要。
・受診の必要性を持ってもらうような方策が必要。

・男女別、年代別の状況。

・定期的な健康診断は必要なので啓発が必要。

・がんについては、早期発見が治癒までのキーポイントになることから、積極的な啓発が
必要。
・かかりつけ医については、年代によっても、その意識に差があると思われるため、年代
別のデータと考察が必要。
・年齢、性別、職業別などの受診状況を集計し、それぞれの状況に忚じた検診の実施を
計画する必要がある。
・特定健康診査や各種がん検診、人間ドック補助制度等について、より周知を図る必要
がある。
・健康診断を受診し、その後の生活を自分自身で考え行動することが必要である。医療
機関の受診を指導されても行動する人は８５％ということであり、本来であれば１００％で
あってほしいところではある。健康診断は異常の早期発見・治療のためのものであるとい
う認識に、意義を含めた周知が重要。

・健康の保持増進に必要
なこと

定期的に健康診断を受
けているは71.0％である。
その内、医療機関を受診
するよう指導されたのが
50.7％あり、その際、医療
機関を受診したり、保健指
導を受けたのは85.1％で
ある。なお、健康診断を受
けていない（27.3％）の理
由は、「自覚症状がない」
（ 27.1％ ） 、 「 め ん ど う 」
（20.6％）、「どこで受けた
ら よ い か わ か ら な い 」
（15.1％）、「受けたいが時
間がない」（14.1％）などで
ある。

・健康診断の受診の有無

健康の保持増進に必要
と思うことについては、「睡
眠や休養」と「食事・栄養」
が８割超で、「適度な運
動」が７割超、「ストレス解
消・気分転換」と「規則正し
い生活」が６割前後であ
る。

中学生・小学生では、心
身の健康に食生活や運
動、休養（睡眠）などの生
活習慣が関係していること
を８割以上が知っている
（「よく知っている」と「知っ
ている」の合計が、中学生
80.1％、小学生83.1％）。

また、自身に健康的な生
活習慣が身についている
と、中学生62.6％、小学生
78.1％が回答しており、見
直したいと思う生活習慣に
ついては、中学生、小学
生ともに、「睡眠や休養」、
「運動」、「食生活」の順と
なっている。

さらに、毎日の生活につ
いては、中学生、小学生と
もに、８割以上（「とても楽
しい」と「どちらかといえば
楽しい」の合計が、中学生
83.5％、小学生84.8％）が
楽しいと回答している。

・病気予防・健康維持の取
り組み

病気の予防や健康の維
持のために日ごろ取り組
んでいることは、「睡眠や
休養」と「食事・栄養」が６
割超で、「適度な運動」と
「 ス ト レ ス 解 消 ・ 気 分 転
換」、「規則正しい生活」が
５割前後である。また、「取
り組んでない」は3.2％であ
る。

健康意識

健康
意識・
健康
管理

健康管理

7

・食事、運動、休養（ストレスも含めて）約８割前後が共通認識である。煙草につい
て４５．９％ですが、喫煙者が対象の１７．１％に限定しているためと思われます。

P49(8-7)

P50(8-8)

P52(8-9)
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小項目
アンケート質問事項

久喜市の現状
(意識調査から)

県・国その他関連資料
アンケート調査結果等から見えたこと・気になること

（庁内会議で出た意見）
推進会議・アンケート調査結果等から見えたこと

（気になること）
項目

アンケート調査結果報告書

・歯科健診を受けている人４７．４％と比較してもがん検診を受けている人は低い。

・年齢別、男女別の数字が知りたい。就労や男女差が出るのではないか？

・自覚症状がないから受診しない方が３割弱いる。自覚症状では健康を判断できないこ
とをＨＰ、広報紙、ポスター等で周知し、予防できる病気の予防として、血管を守る生活を
していけるよう情報提供していく必要がある。
・がん検診を受けない理由が確認したい。がん検診受診率の向上としてＨＰ、広報紙、ポ
スター等で周知していく必要がある。
・健康診断で受診を指示された人の受診率が８５％というのは、健康診断が病気の発見
等に有効であることを示している。受診率の向上のため、補助制度や気軽に受けられる
環境の整備が必要。
・受診率の向上のため、補助制度や気軽に受けられる環境の整備が必要。

・病気の早期発見や、予防に大きな役割が期待される。近所の医療機関の情報提供が
必要。
・健康診断は、定期的に長期間続ける必要が大切であることを周知していくことが重要。

・男女特有のがん検診の重要性を強調した啓発が必要。

・かかりつけ医を作っておくことの大切を啓発していくことが必要。

・健康診断を受けていないが２７．３％で、その内どこで受けたらよいかわからないが１
５．１％である。健康診断の受診場所の周知が必要。
・がん検診を受けていないが４８．１％なので、受診率向上のための周知が必要。

・がん検診の重要性と必要性を再認識してもらう取り組みとして、「がん検診キャンペーン
事業」を実施している。（保健センター）
・民生委員、愛育会等と連携して啓発事業を展開。（保健センター）

・自分の健康は自分で守る視点から、定期的に健康診断を受診する必要がある。市民
の受診の意識向上に努める。
・がんの怖さとがんの早期発見により生命が助かることなどを周知する。

定期的にがん検診を受
けているのは46.5％で、そ
の内、「胃」（24.9％）、「大
腸 」 （ 23.9 ％ ） 、 「 肺 」
（19.1％）が高く、女性特有
の「子宮」（15.8％）、「乳
房」（14.1％）及び男性特
有の「前立腺」（7.6％）は
やや低い。

・がん検診の受診の有無

・かかりつけ医療機関等
の有無

「かかりつけ医がいる」
人は64.0％、「かかりつけ
歯 科 医 が い る 」 人 は
69.4％、「かかりつけ薬局
がある」人は32.2％であ
る。

健康
意識・
健康
管理

健康管理
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P54(8-10)

P54(8-11)
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