
○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 1

問 2 あなたの年齢は

問 3

問 4

地区名 該　当　区　域　（ 五 十 音 順 ）

　１．久喜地区 　青葉１～５丁目・青毛・青毛１～４丁目・江面・太田袋・上清久・

　上早見・上町・北青柳・北中曽根・久喜北１～２丁目・久喜新・

　久喜中央１～４丁目・久喜東１～６丁目・久喜本・

　栗原・栗原１～４丁目・古久喜・下清久・下早見・所久喜・

　西・野久喜・原・樋ノ口・本町１～８丁目・南１～５丁目・

　除堀・吉羽・吉羽１～５丁目・六万部

　２．菖蒲地区 　菖蒲町小林・菖蒲町上大崎・菖蒲町上栢間・菖蒲町河原井・菖蒲町三箇・

　菖蒲町柴山枝郷・菖蒲町下栢間・菖蒲町菖蒲・菖蒲町台・菖蒲町新堀

　３．栗橋地区 　新井・伊坂・河原代・北広島・狐塚・栗橋・栗橋北１～２丁目・

　栗橋中央１～２丁目・栗橋東１～６丁目・小右衛門・佐間・

　島川・高柳・中里・間鎌・松永・緑１丁目・南栗橋１～１２丁目

　４．鷲宮地区 　上内・上川崎・久本寺・葛梅・葛梅１～３丁目・栄１丁目・

　桜田１～５丁目・砂原１丁目・外野・中妻・西大輪・

　西大輪１～５丁目・八甫・八甫１～５丁目・東大輪・

　鷲宮・鷲宮１～６丁目・鷲宮中央１～２丁目

問 5

問 6 あなたの職業は

　１．自営業　　　　　　　　　　 　　　　２．会社員（公務員・団体等の職員を含む）　　　　　

　３．パート・アルバイト・派遣等　　　４．学生　

　５．無職　　　　　　　　　　　　　　　　６．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　

　１．１年未満　　　　　　２．１年以上～５年未満　　　　３．５年以上～１０年未満　

　４．１０年以上～２０年未満　　　５．２０年以上～４０年未満　　　６．４０年以上

あなたのお住まいの地区は

あなたの家族構成は

　１．１人暮らし　　　　　　　２．夫婦のみ　　　　　　　３．二世代世帯　

　４．三世代世帯（親、子、孫の三世代）　　　　　　　　　５．その他（　　　　　）　

あなたご自身についてお答えください。

あなたの性別は

　１．男　　　　　　　　　　　　　　　　　２．女　

　１．１９歳以下　　　２．２０～２９歳　　３．３０～３９歳　　４．４０～４９歳

　５．５０～５９歳　　６．６０～６９歳　　７．７０～７９歳　　８．８０歳以上　　　

久喜市における在住年数は

久喜市健康に関する意識調資料５－３ 
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○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 7

問 8

問 9

問 10

問 11

問 12

　１．食べる時間がないから　　　２．食欲がないから　　　３．食べる習慣がないから

　４．ダイエットのため　　　　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　１．ほとんど毎日食べる　　⇒　問１３以降にお進みください

　２．週に４～５回食べる　　⇒　問１３以降にお進みください

　３．週に２～３回食べる　　⇒　問１３以降にお進みください

　４．ほとんど食べない　　　⇒　問１２以降にお進みください

問１１で「４．ほとんど食べない」と答えた方にお聞きします。

その理由は何ですか。（あてはまるものすべてを選ぶ）

　１．海外産を含めて一番低価格のものを購入する

　２．国内産で一番低価格のものを購入する

　３．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

　４．地元産を優先的に購入する

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 あなたは、朝食を食べていますか。（1つを選ぶ）

　12．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あなたは、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ますか。（1つを選ぶ）

　１．いつもしている　　　　　　　　　　　２．時々している　　　　

　３．あまりしていない　　　　　　　　　　４．していない

あなたは、食材を購入する時に何を優先していますか。一番近いものを選んでください。

（１つを選ぶ）

　１．知っている　　　　　　　　　　　　　２．知らない

ふだんの食生活で心がけていることはありますか。（あてはまるものすべてを選ぶ）

　１．塩分を減らす　　　　２．糖分を減らす　　　　　　　３．油・油脂類を減らす　　　

　４．魚を多くとる　　　　５．野菜・果物を多くとる　　　６．大豆・大豆製品を多くとる　　

　７．乳製品を多くとる　　８．量を腹八分目にする　　　　９．規則正しい食事をする

　10．よくかみ、ゆっくり食べる　　　　　11．地元でとれる野菜等を料理する

あなたの食生活についてお答えください。

あなたは、自分にとっての適切な食事の量や内容を知っていますか。（1つを選ぶ）
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○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 13

問 14

問 15

問 16

問 17

問 18

問 19

　２．伝えたい料理があり、今後伝えたい

　３．伝えたい料理があるが、今後伝えるつもりはない　　

　４．伝えたい料理はない

　３．言葉も意味も知らない

※食育とは、「自分の食について考える習慣」や「食に関するさまざまな知識」、「食を選ぶ判断力」を楽しく身
につけるための学習などのことです。

あなたは、子どもたちや次の世代に伝えたいと思う家庭料理や伝統料理、行事料理がありま

すか。自然に（意識していなくても）伝わっていると思うものも含めて回答してください。

（１つを選ぶ）

　１．伝えたい料理があり、伝えている　　

農業に関する体験のあと、あなたの意識に変化がありましたか。（１つを選ぶ）

　１．食べ物への意識が高まった　　　 ２．特に変化はない  　　　　 ３．わからない

あなたは、今後、農業に関する体験をしたいと思いますか。（１つを選ぶ）

　１．したい　　　　　　　　　　２．したくない　　　　　　　　　３．わからない

あなたは、「食育」を知っていますか。（１つを選ぶ）

　１．言葉も意味も知っている　　　　　　　２．言葉は知っているが、意味は知らない

　１．子どもの頃に体験したことがある　　⇒　問１６以降にお進みください

　２．大人になってから体験したことがある　　⇒　問１６以降にお進みください

　３．体験したことがない　　⇒　問１７以降にお進みください

　４．農業に従事している　　⇒　問１８以降にお進みください

問15で 「１．子どもの頃に体験したことがある」「２．大人になってから体験したことが

ある」と答えた方にお聞きします。

【注意】「主食」とは、米、パン、めん類などの穀類。「おかず」とは、主菜（肉や魚、卵、大豆製品などを使った
おかずの中心となる料理）や副菜（野菜などを使った料理）がそろったもの。

あなたは、現在の食生活をどのように思いますか。（１つを選ぶ）

　１．大変よい　　　　　　　　　　　　　　２．よい

　３．尐し問題がある　　　　　　　　　　　４．問題が多い　　

あなたは、農業に関する体験（野菜や米などの栽培・収穫など）をされたことはありますか。

（１つを選ぶ）

あなたは、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）食べていますか。（１つを選ぶ）

　１．ほとんど毎日食べる　　　　　　　　　２．週に４～５回食べる　　　　　　

　３．週に２～３回食べる　　　　　　　　　４．ほとんど食べない

3



○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 20

問 21

問 22

問 23

　１．具体的な運動名１つ（　　　　　　　　　　　　　　）　　　 ２．わからない　

あなたは、1日およそ何歩くらい歩いていますか。

　（　　　　　　　）歩くらい

【換算例】歩数の目安は、歩いた距離を身長から１メートル差し引いた数で割ったものが
　　　　　歩数となります。
　　　　　<例>１メートル７０センチメートルの人が、２キロメートル（２，０００メートル）
　　　　　　　歩いた場合
　　　　　　　　　　　　　２，０００ｍ÷（１．７ｍ－１．０ｍ）＝２，８５７歩

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②　あなたは、今後、定期的に運動をしたいと思いますか。（１つを選ぶ）

　１．はい　　　　　　　　　　　　　　　　２．いいえ

③　②で「1．はい」と答えた方にお聞きします。どのような運動をしたいですか。

　　（１つを選ぶ） 

問２０で｢３．以前はしていたが、現在はしていない｣、｢４．まったくしていない｣と答えた

方にお聞きします。

①　あなたが、運動をしていない理由は何ですか。(あてはまるものすべてを選ぶ）

　１．忙しくて時間がないから　　　　　　　２．運動が得意ではないから　　　

　３．興味・関心がないから　　　　　　　　４．一緒にする仲間がいないから

　５．何をしてよいかわからないから（情報がないから）

　１．ほとんど毎日　　　　　　　２．週に３～４回 　　　　　　３．週に１～２回　

　４．月に２～３回　　　　　　　５．月に１回程度

　６．30分以上の運動はしていない　　　　　７．その他（　　　　　　　　　　　　　）

②　あなたは、どのような運動をしていますか。

　　主な運動を１つご記入ください　→（　　                                         　　　　　　）

※問２３にお進みください

　１．いつもしている　　⇒　問２１以降にお進みください

　２．時々している　　⇒　問２１以降にお進みください

　３．以前はしていたが、現在はしていない　　⇒　問２２以降にお進みください

　４．まったくしていない　　⇒　問２２以降にお進みください

問２０で「１．いつもしている」、「２．時々している」と答えた方にお聞きします。

①　あなたは、１日に３０分以上の運動をどのくらいしていますか。（１つを選ぶ）

あなたの運動習慣などについてお答えください。

あなたは、日常生活の中で、意識的に体を動かすなどの運動をしていますか。

（１つを選ぶ）   例：ウォーキング、ストレッチ、その他の運動など
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○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 24

問 25

問 26

問 27

問 28

問 29

問 30

　１．ある　　                                          　２．ない　　               

あなたは、趣味など楽しみや生きがいをもっていますか。（１つを選ぶ）

　１．もっている　                                       ２．もっていない　

あなたは、地域で行われている催し物やボランティア・団体活動など、何らかの地域活動に

参加していますか。（１つを選ぶ）

　１．参加している　                                    ２．参加していない 

　７．特になにもしていない

この１か月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか。（１つを選ぶ）

　１．十分とれている　　                             ２．まあまあとれている

　３．あまりとれていない                             ４．まったくとれていない 

あなたは、眠れないときに睡眠補助品（睡眠薬・精神安定剤）やアルコールを飲むことが

ありますか。（1つを選ぶ）

　１．家族や友人などに相談する（話を聞いてもらう）　

　２．公共機関等（保健所、市保健センター、病院など）に相談する

　３．食べる、お酒を飲む、買物をするなどで発散する　

　４．趣味や運動などで発散する　　　　　　　

　５．休養をとる（のんびりする）

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　）　

　２．なんとかできている　　⇒　問２６以降にお進みください

　３．あまりできていない　　⇒　問２７以降にお進みください

　４．まったくできていない　　⇒　問２７以降にお進みください

　５．わからない　　⇒　問２７以降にお進みください

問２５で「１．十分できている」、「２．なんとかできている」と答えた方にお聞きします。

あなたはどのように処理していますか。（あてはまるものすべてを選ぶ）

（１つを選ぶ）

　１．大いにあった　　　　　　　　　　　　２．多尐あった

　３．あまりなかった　　　　　　　　　　　４．まったくなかった　　　

あなたは、日ごろの不満、悩み、苦労、ストレスなどを処理できていると思いますか。

（１つを選ぶ）

　１．十分できている　　⇒　問２６以降にお進みください

あなたの休養（こころ）についてお答えください。

あなたは、この１か月間に不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか。
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問 31

問 32

問 33

問 34

　喫煙は、肺がん、喘息、気管支炎、心臓病、脳卒中、胃潰瘍、妊娠に関連した異常、歯周病などに影響が

　あると言われています。

問 35

　受動喫煙は、肺がん、喘息、気管支炎、心臓病、脳卒中、胃潰瘍、妊娠に関連した異常、歯周病などに影響が

　あると言われています。

　１．肺がん　　　　　２．喘息　　　　　３．気管支炎　　　　　　　　４．心臓病

　５．脳卒中　　　　　６．胃潰瘍　　　　７．妊娠に関連した異常　　　８．歯周病 　　

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　10．わからない

影響があると思われるものを選んでください。（あてはまるものすべてを選ぶ）

　１．肺がん　　　　　２．喘息　　　　　３．気管支炎　　　　　　　　４．心臓病

　５．脳卒中　　　　　６．胃潰瘍　　　　７．妊娠に関連した異常　　　８．歯周病 　　

　９．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　10．わからない

あなたは、喫煙がたばこを吸っていない人への健康影響（受動喫煙）について知っていま

すか。影響があると思われるものを選んでください。（あてはまるものすべてを選ぶ）

　３．このままでよいと思っている

※問３４にお進みください

問３１で「２．以前は吸っていたが、今は吸わない」と答えた方にお聞きします。

あなたは、吸わなくなってからどれくらい経ちますか。

　（　　　　）年（　　　　）月

あなたは、喫煙が自分の健康に対する影響（能動喫煙）について知っていますか。

問３１で「１．現在（毎日または時々）喫煙している」と答えた方にお聞きします。

①　あなたは、１日平均何本吸っていますか。　

　（　　　　）本

②　あなたは今後、禁煙または節煙（本数を減らす）をしたいと思いますか。

　　（１つを選ぶ）

　１．禁煙したいと思っている　　　　　　　２．節煙したいと思っている

【「たばこ」、「お酒（アルコール）」の回答にあたって】

　未成年者の喫煙や飲酒は、法律で禁止されています。一方、若年期からの喫煙や飲酒が成長へ悪影響を与え
たり、ニコチンやアルコール依存症、更にはがんなどの生活習慣病への危険性を高めるともいわれています。
　この項目では、未成年者の喫煙や飲酒に対する意識や現状を把握して、行政、学校、家庭やそれを取り巻く地
域全体での今後の取り組みに対する方向性を見出すための資料にしたいと考えておりますので、調査対象者が
未成年者の方についても以下の質問にご回答をお願いいたします。

たばこについてお答えください。

あなたは、たばこを吸いますか。（１つを選ぶ）

　１．現在（毎日または時々）喫煙している 　　⇒　問３２以降にお進みください

　２．以前は吸っていたが、今は吸わない　　⇒　問３３以降にお進みください

　３．以前から（ほとんど）吸わない　　⇒　問３４以降にお進みください

6
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問 36

問 37

問 38

問 39

日本酒なら１合（１８０ｍｌ）、ビールなら中ビン１本（500ｍｌ）程度と言われています。

④　あなたの飲酒は、節度ある適度な飲酒量におさまっていると思いますか。（１つを選ぶ）

　１．思う　　　　　　　　　　　　　　　　２．尐し超えていると思う　

　３．かなり超えていると思う　　　　　　　４．わからない

　　　　　　●ウイスキーシングル２杯（60ｍｌ）　　　●ワイン（200ｍｌ）

③　あなたは、『節度ある適度な飲酒量』とは（日本酒に換算して）どのくらいだと思い

　　ますか。（１つを選ぶ）

　１．１合以内　           ２．２合以内               ３．３合以内              ４．４合以内

　５．５合以内           　６．６合以上               ７．わからない

【節度ある適切な飲酒量とは】

②　あなたは、１日あたり、どれくらいの量を飲みますか。換算例を参考に日本酒に換算

　　してお答えください。（１つを選ぶ）

　１．１合以内　           ２．２合以内               ３．３合以内              ４．４合以内

　５．５合以内           　６．６合以上               ７．わからない

【換算例】日本酒１合（１８０ｍｌ）は、次の量にほぼ相当します。

　　　　　　●ビール中ビン１本（500ｍｌ）　　　　 　●焼酎２０度（135ｍｌ）

　２．やめた（１年以上やめている）　　⇒　問４０以降にお進みください

　３．ほとんど飲まない（飲めない）　　⇒　問４０以降にお進みください

問３８で「１．飲む」と答えた方にお聞きします。

①　あなたのお酒を飲む頻度はどれくらいですか。（１つを選ぶ）

　１．毎日　　              　　 ２．週５～６日                   ３．週３～４日             　

　４．週１～２日                  ５．月に１～３日       　   　６．その他（　　　　　　　）　　　　

ご家族に、小・中学生や高校生のいる方のみお聞きします。あなたは、たばこが健康に及ぼ

す影響についてお子さんと話をしていますか。（１つを選ぶ）

　１．積極的にしている　　　　２．何回かしたことがある　　　　３．まったくない

お酒（アルコール）についてお答えください。

あなたは、お酒を飲みますか。（１つを選ぶ）

　１．飲む　　⇒　問３９以降にお進みください

あなたは、効果の高い分煙について知っていますか。(１つを選ぶ）

　１．知っている　　　　　　　　　　　　　２．知らない　

※効果の高い分煙とは、喫煙室（個室）を設置し、かつ、換気をするなど、他の人のたばこの
　煙を吸わされないための効果的な方法をいいます。
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問 40

あなたの歯の健康についてお答えください。

問 41

問 42

問 43

　３．半分くらいある（１０～１９本）　　　４．ほとんどない（１～９本）

問 44

問 45

あなたの健康づくりについてお答えください。

問 46

問 47

問 48 あなたは、適正な体重を保つため、食事の量や内容に気をつけて食べていますか。

（１つを選ぶ）

　１．はい                                               　２．いいえ

　１．受けた　　　　　　　　　　　　　　　２．受けていない

あなたの身長と体重をご記入ください。おおよそで結構です。

　身長は　→　（　　　　　　）ｃｍ　        体重は　→　（　　　　　　）ｋｇ　

あなたは、ご自身の体型をどう思いますか。（１つを選ぶ）

　１．太っている　　  　     　  ２．尐し太っている                        ３．ちょうどよい

   ４．尐しやせている　         　５．やせている

　１．全部ある（２８本以上）　　　　　　　２．ほとんどある（２０～２７本）　　　　　

　５．まったくない（０本）　　　　　

あなたは、フッ素がむし歯予防に効果があることを知っていますか。（１つを選ぶ）

　１．知っている　　　　　　　　　　　　　２．知らない

あなたは、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ましたか。

（１つを選ぶ）

あなたは、歯磨きを一日に何回しますか。（１つを選ぶ）

　１．３回以上　           ２．２回　           　３．１回　               ４．していない

あなたは、歯を磨くとき、歯ブラシ以外の清掃用具（フロス、歯間ブラシ等）を使用しま

すか。（１つを選ぶ）

　１．使用している　　　　　　　　　　　　２．使用していない

現在、あなたの歯（入れ歯、差し歯でないもの）は何本ありますか。（１つを選ぶ）

ご家族に、小・中学生や高校生のいる方のみにお聞きします。あなたは、飲酒が健康に及ぼ

す影響について、お子さんと話をしていますか。（１つを選ぶ）

　１．積極的にしている　　　　２．何回かしたことがある　　　　３．まったくない

8



○一般向けアンケート H27.7.10　第2回久喜市食育推進会議

問 49

問 50

問 51

問 52

問 53

問 54 あなたは、定期的に健康診断(特定健康診査・健康診査、職場・学校等での健康診断、人間ドックな
ど)を受けていますか（歯科健診を除く）。（１つを選ぶ）

　１．受けている　　⇒　問５５以降にお進みください

　２．受けていない　　⇒　問５６以降にお進みください

(あてはまるものすべてを選ぶ)

　１．食事・栄養に気をつける　　　　　　　２．睡眠や休養を十分にとる　　　　　

　３．適度な運動をする　　　　　　　　　　４．飲酒をひかえる

　５．ストレスの解消や気分転換をする　　　６．たばこを吸わない　　　　　　　

　７．規則正しい生活をする　　　　　　　　８．仲間との交流等を大切にする

　９．その他（　　　　　　　　　　）　　１０．ない　　　

　１．食事・栄養に気をつける　　　　　　　２．睡眠や休養を十分にとる　　　　　

　３．適度な運動をする　　　　　　　　　　４．飲酒をひかえる

　５．ストレスの解消や気分転換をする　　　６．たばこを吸わない　　　　　　　

　７．規則正しい生活をする　　　　　　　　８．仲間との交流等を大切にする

　９．その他（　　　　　　　　　　）　　１０．ない　　　

あなたは、健康の保持増進に必要なことはどのようなことだと思いますか。

あなたが考える「健康な状態」とは、どのようなことですか。（１つを選ぶ）

　１．心身に病気がない　　　　　　　　　　２．心身に疲労がない

　３．体が丈夫である（体力がある）　　　　４．毎日を楽しく過ごすことができる

　５．健康診断の結果がよい　　　　　　　　６．その他（　　　　　　　　　　　）

あなたは、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何ですか。

(あてはまるものすべてを選ぶ)

　２．ある　→　内容を　（　１．知っている　　　　２．知らない　）　

※メタボリックシンドロームとは、「内臓脂肪が蓄積することによって血圧、血糖が高く
　なったり、血中の脂質異常を起こしたりして、食事や運動などの生活習慣を改善しなけ
　れば心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。

あなたは、病気や障害の有無に関わらず、ご自分の心身の状態をどのように感じていますか。

（１つを選ぶ）

　１．非常に健康である　　　　　　　　　　２．健康である　

　３．あまり健康ではない　　　　　　　　　４．健康ではない

あなたは、「メタボリックシンドローム」ということばを聞いたことがありますか。

（１つを選ぶ）

　１．ない　　
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問 55

問 56

問 57

問 58

問 59

問 60

※かかりつけ薬局とは、あなたがお薬等について相談できる薬局です。

※かかりつけ医とは、あなたが病気のときや検診でいつもかかる医療機関（医師）をいいます。

あなたには、 「かかりつけ歯科医」がいますか。（１つを選ぶ）

　１．いる　　　　　　　　　　　　　　　　２．いない

※かかりつけ歯科医とは、あなたが歯の病気や検診でいつもかかる歯科医療機関（歯科医師）を
　いいます。

あなたには、 「かかりつけ薬局」がありますか。（１つを選ぶ）

　１．ある　　　　　　　　　　　　　　　　２．ない

（人間ドック等を含む）。（あてはまるものすべてを選ぶ）

　１．胃　　　　　　　２．肺　　　　　　　３．大腸　　　　　　　４．乳房　

　５．子宮　　　　　　６．前立腺　　　　　７．その他（　　　　　　　　　　　　）

　８．受けていない

あなたには、 「かかりつけ医」がいますか。（１つを選ぶ）

　１．いる　　　　　　　　　　　　　　　　２．いない

　１．受けたいが時間がないから

　２．自覚症状がないから

　３．めんどうだから　

　４．どこで受けたらよいかわからない(情報がない)から

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あなたは、１年から２年に１度のペースで受けている「がん検診」がありますか。

　１．ある　　　　　　　　　　　　　　　　２．ない

②　①で「１．ある」と答えた方にお聞きします。その際、医療機関を受診したり、保健指導を受けまし
たか。（１つを選ぶ）

　１．受けた　　　　　　　　　　　　　　　２．受けようと思ったが受けなかった

　３．受けるつもりはなかった

問５４で「２．受けていない」と答えた方にお聞きします。

受けていない理由は何ですか。（１つを選ぶ）

問５４で「１．受けている」と答えた方にお聞きします。

①　これまで、健康診断の結果、医療機関で受診するようにいわれたことがありますか。

　　（１つを選ぶ）
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　健康づくりに関してのご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。
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