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○美幌町健康増進計画推進委員会設置要綱          

(平成 29 年 6 月 1 日制定) 
 

(設置) 

第 1 条 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 8 条第 2 項の規定に基づく美

幌町健康増進計画（以下「計画」という。）の策定及び推進を図るため、美幌

町健康増進計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) 計画の推進に関すること。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、計画に係る事項に関すること。  

(組織) 

第 3 条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱した 10 人以内の委員を

もって組織する。 

(1) 保健、医療、福祉関係機関の関係者 

(2) 学校教育関係機関の関係者 

(3) 商工及び労働関係機関の関係者 

(4) 公募による者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が認める者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、委嘱の日から平成 34 年 3 月 31 日までとする。ただし、

委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は前任者の残任期間

とする。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。  

(会議) 

第 6 条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。  

3 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

(部会) 
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第 7 条 委員会は、第 2 条に掲げる事項に関し調査及び検討を図るため、必要

と認めるときは、専門部会を設けることができる。 

(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、民生部保健福祉グループにおいて処理する。  

(補則) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成 29 年 6 月 1 日から施行し、平成 29 年 5 月 1 日から適用す

る。 

(要綱の失効) 

2 この要綱は、平成 34 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 
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ヘルスリーダー検討委員会  　 庁内検討委員会

4月

ヘルスリーダーの会総会時
 健康増進計画策定趣旨、体系及び
スケジュールについて

5月

第１回検討会

　成人期の健康課題(健診結果と生
活習慣病）背景・要因と対策の検
討

6月

第２回検討会

　乳幼児期から学齢期、高齢期の
健康課題（食生活）背景・要因と
対策

7月

第１回推進委員会

  健康増進計画策定趣旨、体系及び
スケジュールについて
  美幌町の概況及び各世代別の状況
について
  意見交換

第３回検討会

　喫煙と口腔の生活健康課題から
対策の検討

第１回庁内検討委員会

　計画策定及び各部局の取組状況
まとめ依頼

8月

第４回検討会

 乳幼児期から学齢期、高齢期の身
体活動・運動の生活課題や対策の
検討
 こころの健康、飲酒に関する生活
課題や対策の検討

9月

第２回推進委員会

　Ⅱ期計画領域別目標達成状況及
び対策の取り組み状況について
  2期計画の対策案について

第5回検討会

　今後の取り組みの検討

第２回庁内検討委員会

　アンケート調査結果、ヘルス
リーダーの検討結果から見えた課
題について

10月

11月

第６回検討会
　
 重点的な課題と今後の取り組みに
ついて

第３回庁内検討委員会
　
　重点的な課題と今後の取り組み
について

12月

第３回推進委員会

 　健康増進計画案について意見交
換

1月

2月

3月

美幌町健康増進計画策定の経緯  

推 進 委 員 会

検　討　委　員　会
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(敬称略）

団        体         名 氏           名

美幌医師会 平　間　　圭　介

美幌歯科医師会 池　田　 　　 哲

美幌町老人クラブ連合会 杉　原　　掬　也

美幌町自治会連合会 大　平　　幸　雄

美幌町農業協同組合 城  　　　裕　幸

美幌商工会議所 横　山　　清　美

美幌町ヘルスリーダーの会 髙　橋　　勇　孝

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室 濱　中　　昌　一

一般公募 小　野　　百　合

美幌町立国民健康保険病院（アドバイザー） 松　井　　寬　輔

【事務局】

美幌町民生部長 高　崎　　利　明

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進主幹 武　田　　孝　司

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当主査 大　場　　圭　子

美幌町民生部保健福祉グループ健康担当 稲　葉　　祥　平

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 小　成　　由　香

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 立　花　裕　美　子

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 菅　野　　　　雅

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 大　野　　かおり

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 砂　原　　　泉

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 内　村　　花　菜

美幌町民生部保健福祉グループ健康推進担当 如　澤　　恵　子

美幌町健康増進計画推進委員名簿
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高齢者福祉担当

介護保険担当

保育指導担当

子育て支援センター

保育園

環境生活グループ 医療給付担当

まちづくりグループ 住民活動担当

総務グループ 職員担当

学校教育担当

社会教育担当

スポーツ振興担当

旭小学校兼学校給食センター

商工観光グループ 商工労政担当

農政グループ 農政担当

国保病院 医事担当

ヘルスリーダー検討委員会名簿（所属：美幌ヘルスリーダーの会）

阿部　多意子 山田　貴美 遠山　トモ子

高橋　惠子 阿保　知惠子 采女　祐美子

高橋　勇孝 浦富　真砂代 大江　雅子

長村　シゲ子 影山　ヒロ子 岡田　成子

中山　輝美 加藤　千鶴子 紺野　民子

藤村　陽子 小比類巻　遥 武田　美智子

南出　可奈子 清水　弘子

森下　茂子 吉田　雅美

教育委員会

主　査　　　沖　崎　　寿　和

主　事　　　中　村　　俊　介

主　査　　　野　村　　太　一

庁内検討委員会委員名簿

所　　　　　属

主　査　　　瀬　口　　正　幸

主　査　　  荒　木　　直　美

委　　員　　名

保健福祉グループ

児童支援グループ

主　査　　　澤　田　　孝　洋

栄養教諭　　川　畑　　亜矢子

主　査　　  佐　藤　　茂　樹

主　査　　　喜　来　　正　吉

主　査　　　大　内　　聡　子

主　査　　　関　　　　裕　子

主　査　　　中　尾　　和　代

主　査　　　楠　原　　玉　美

主　査　　　早　坂　　ト　シ

主　査　　　佐　藤　　隆　太
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あてはまるところに○、または記入をお願いいたします。 

 

設問１．あなた（お父さま）の年代をおしえてください。 

 

設問２．あなたは、毎朝、朝食を食べますか。（※お菓子やジュースは入りません。） 

 

 

 

 

設問３．毎食、主食（ごはん、パン、めん）と主菜（肉・魚・卵・大豆製品のおかず）と副

菜（野菜のおかず）をそろえたバランスのよい食事を心がけていますか？ 

 

 

 

設問４．寝る 2時間前に飲食をすることがよくありますか？ 

 

 

 

 

設問５．あなたは、現在タバコを吸いますか。 

 

設問６．「吸う」と答えた方にお聞きします。 

 

(1)何歳から吸い始めましたか。 

 

(2)家庭でたばこを吸う場合、お子さんのいる場所で吸いますか。 

 

(3) (2)でいいえと答えた方はどこで吸いますか。 

20代 30代 40代 50代 

だいたい毎日 

食べる 
週に２～３日 

食べない日がある 

週に 4日以上 

食べない日がある 

心がけている あまり気にしていない 

よくある あまりない 

吸う  

→設問６へ 

吸わない 

→アンケートは終了です 

以前吸っていたがやめた 

→設問 7 へ 

           歳 

はい いいえ 

換気扇の前 屋外 
その他 

(                              ) 

乳幼児期から学齢期アンケート 
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設問７．「以前吸っていたがやめた」方にお聞きします。やめた理由はなんですか？（重複可） 

 

設問 8．美幌町子育て世帯禁煙サポート事業を知っていますか。 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

記入もれがないか今一度ご確認いただき、同封の返信用封筒にて切手を貼らずにご投函下さい

ますようお願いいたします。 

 

 

 

妻の妊娠 健康のため 子どものため 経済的理由 
その他 

(                        ) 

はい いいえ 
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あてはまるところに○、または記入をお願いいたします。 

 

設問１．あなた（お母さま）の年代をおしえてください。 

 

設問２. お子さんの年齢（月齢）を教えてください（4歳未満のお子さん全て） 

 

設問３． 1 歳～3 歳のお子さんがいる方にお聞きします。お子さんは毎朝、朝食を食べます

か？（＊お菓子やジュースは入りません） 

 

 

 

 

設問４．あなた（お母さま）は毎朝、朝食を食べますか。（※お菓子やジュースは入りません。） 

 

 

 

 

設問５．毎食、主食（ごはん、パン、めん）と主菜（肉・魚・卵・大豆製品のおかず）と副

菜（野菜のおかず）をそろえたバランスのよい食事を心がけていますか？ 

 

 

 

設問６．寝る 2時間前に飲食をすることがよくありますか？ 

 

 

 

設問７．あなたは(お母さま)は現在タバコを吸いますか。 

」 

20歳未満 20代 30代 40代 50代 

1歳未満 

(   )か月 
1歳 2歳 3歳 

だいたい毎日 

食べる 
週に２～３日 

食べない日がある 

週に 4日以上 

食べない日がある 

だいたい毎日 

食べる 
週に２～３日 

食べない日がある 

週に 4日以上 

食べない日がある 

心がけている あまり気にしていない 

よくある あまりない 

吸う  

→設問 8 へ 

吸わない 

→アンケートは終了です 

以前吸っていたがやめた 

→設問 9 へ 

乳幼児期から学齢期アンケート 
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設問８．「吸う」と答えた方にお聞きします。 

 

(1)何歳から吸い始めましたか。 

 

(2)家庭でたばこを吸う場合、お子さんのいる場所で吸いますか。 

 

(3) (2)でいいえと答えた方はどこで吸いますか。 

 

設問９．「以前吸っていたがやめた」方にお聞きします。やめた理由はなんですか？（重複可） 

 

設問１０．美幌町子育て世帯禁煙サポート事業を知っていますか。 

 

 

 

 

        

 

 

ご協力ありがとうございました。 

記入もれがないか今一度ご確認いただき、同封の返信用封筒にて切手を貼らずにご投函下さい

ますようお願いいたします。 

 

 

 

           歳 

はい いいえ 

換気扇の前 屋外 
その他 

(                              ) 

妻の妊娠 健康のため 子どものため 経済的理由 
その他 

(                        ) 

はい いいえ 

101 



  

Ⅰ．食生活についてお聞きします。 

（１）食事は１日に３食とっていますか。                はい     いいえ 

（２）食事時間は規則正しいですか。                  はい     いいえ 

（３）朝食は必ず毎日食べますか。                   はい     いいえ 

（４）甘いお菓子や菓子パンをよく食べますか。             はい     いいえ 

（５）バラ肉、ひき肉、ハンバーグ、ウインナー、ベーコンをよく食べますか。 

はい     いいえ 

（６）甘い飲み物（ジュースや炭酸飲料、スポーツドリンクなど）、砂糖入りのコーヒー、缶コーヒー 

などをほぼ毎日飲みますか。                   はい     いいえ 

（７）食べ方は速いほうですか。                    はい     いいえ 

（８）ついついお腹いっぱい食べるほうですか。             はい     いいえ 

（９）漬物以外の野菜を毎食（１日３回）食べますか。          はい     いいえ 

（１０）味付けは濃いほうですか。                   はい     いいえ 

（１１）みそ汁などの汁物を１日２杯以上飲みますか。          はい     いいえ 

（１２）味付けをしたおかずに、しょう油や塩などをかけますか。     はい     いいえ 

（１３）麺類の汁は半分以上飲みますか。                はい     いいえ 

（１４）塩漬けの魚、塩辛、たらこなどの塩蔵品を週３回以上食べますか。 

はい     いいえ 

（１５）自分の１日の食事量(目安量)を知っていますか。         はい     いいえ 

（１６）食事は１人分ずつ盛り付けていますか。             はい     いいえ 

（１７）寝る２時間前に飲食することがよくありますか。（水やお茶は除く） 

はい     いいえ 

（１８）栄養バランスについて関心がありますか。            はい     いいえ 

（１９）外食や惣菜を選ぶときは、カロリー表示を参考にしますか。    はい     いいえ 

（２０）食事作りを行っている、もしくは参加していますか。       はい     いいえ 

（２１）調理教室や栄養講話に参加したことがありますか。        はい     いいえ 

（２２）今後、調理教室や栄養講話に参加してみたいと思いますか。    はい     いいえ 

該当する回答に○をつけて下さい。 
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（２３）１日に食べる野菜の量は、見本に比べてどうですか？ 

      多い   同量  少ない 

 

 

 

 

（２４）１日に食べるお菓子の量は、平均すると上限の 200kcal よりも多いですか？ 

    多い     200kcal以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．運動についてお聞きします。 

（１）普段、1 日にどれくらいの時間歩いていますか？  

３0 分未満  30 分以上 1 時間未満  1時間以上  

（２）仕事以外の時間に運動をしていますか？夏と冬についてそれぞれお答え下さい。 

  夏：ほぼ毎日  週４～5 回  週２～3 回  週 1 回程度  ほとんど運動していない  

冬：ほぼ毎日  週４～5 回  週２～3 回  週 1 回程度  ほとんど運動していない  

（３）週 1 回以上運動されている方は、どんな運動をされていますか？ 

         種目（                                    ） 

（４）日常生活の中で、健康のために意識的に身体を動かすようにしていますか？ 

はい     いいえ 

（５）自分は運動不足だと感じますか？                 はい     いいえ 

「はい」と答えられた方は、その理由についてもお答え下さい。（いくつでも） 

ａ. 仕事・育児などで忙しい   ｂ. 運動する場所がない    ｃ. 運動が嫌い 

ｄ. 一緒に運動する仲間がいない ｅ. どうやって運動をすればよいかわからない 

ｆ. 運動する必要性を感じない  ｇ. 運動する機会がない  ｈ. 病気があって運動できない 

ｉ. その他（                             ） 

120ｇ 

1 日の目安（合わせて 350ｇ） 

230ｇ 

と
り
す
ぎ 

こ
こ
ま
で 

1 日の目安（200kcal まで） 

103 



（６）学生時代の部活動など、過去に継続した運動の経験はありますか？ 

はい     いいえ 

（７）この 1年間に運動の教室やサークルに参加したことはありますか？ 

はい     いいえ 

（８）しゃきっとプラザやトレーニングセンターのトレーニングルームを利用したことはありますか？ 

はい     いいえ 

（９）普段万歩計をつけていますか？                  はい     いいえ 

 

Ⅲ．歯のお手入れについてお聞きします。 

（１）歯磨きの頻度を教えて下さい。 

   毎食後   1日 1～２回   1日 1 回も磨かないことがある   歯磨き習慣はない  

（２）デンタルフロス（糸ようじ）や歯間ブラシなどの清掃用具で歯の間の清掃を行っていますか？ 

毎日    週１回以上     月２～３回     ほとんど行っていない 

（３）夕食後の歯磨きは、時間をかけて丁寧に磨いていますか。      はい     いいえ 

（４）定期的に歯科検診を受けていますか？ 

  半年に 1 回は受けている   年 1回は受けている   受けていない  

 

Ⅳ．お酒についてお聞きします。 

（１）普段酒類を飲みますか。                     はい     いいえ 

（２）お酒を飲まれる方のみにお聞きします 

ⅰ．1 週間に何日くらい飲みますか？ 

     ほぼ毎日   週４～5回   週２～３回   週１回程度   それ以下 

ⅱ．１日に平均して飲む量は、日本酒に換算してどれくらいですか？ 

  ＊日本酒１合＝ビール 500ml＝ウイスキーＷ1 杯＝焼酎(原液)コップ 7 分目(100ml)＝ワイン 180ml 

     1 合未満   1 合～2 合未満   2 合～3 合未満   3合以上 

（３）お酒を飲む方も飲まない方も、「節度ある適度な飲酒」としては１日平均 20g（日本酒 1 合） 

程度であることを知っていますか？  

知っている    知らなかった 

 

 

                         ＊それぞれ 1 つが２０ｇです。 
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Ⅴ．たばこについてお聞きします。 

（１）喫煙状況についてお聞きします。   現在吸っている   やめた   もともと吸わない  

（２）禁煙席のある施設では、積極的に禁煙席を活用しますか？      はい     いいえ 

（３）たばこを吸うと下記の病気にかかりやすくなったり、影響があると言われていますが、 

あなたが知っているものはどれですか？（いくつでも） 

ａ．がん（肺・胃・食道・咽頭・喉頭・肝臓・膵臓・膀胱など） ｂ．脳卒中  ｃ．心臓病 

ｄ．胃潰瘍  ｅ．歯周病  ｆ．ぜんそく  ｇ．気管支炎  ｈ．慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

ｉ．胎児への影響                   

（４）たばこを吸う方のみにお聞きします。 

  ⅰ．たばこをやめたいと思いますか？                はい     いいえ 

ⅱ．どういうきっかけがあれば、たばこをやめられる（やめたい気持ちになる）と思いますか。 

（いくつでも） 

    ａ．自分が病気になる  ｂ．家族が病気になる  ｃ．職場で吸えなくなる 

    ｄ．たばこが値上がりする･･･いくらくらいに上がれば？（一箱       円） 

    ｅ．家族に勧められる  ｆ．医療従事者（医師や看護師･保健師など）に勧められる 

    ｇ．たばこの害について、詳しく知る機会がある 

    ｈ．その他（                                 ） 

ⅲ．たばこを吸うときは、どの程度吸わない人への配慮をしますか？ 

ａ．決められた場所でしか吸わない  ｂ．たばこを吸わない人の前では絶対に吸わない 

ｃ．妊婦や子どもの前では吸わない  ｄ．どこでもかまわず吸う 

ｅ．その他（                        ） 

 

Ⅵ．睡眠やこころの健康についてお聞きします。 

（１）よく眠れていますか。                      はい     いいえ 

（２）朝起きたときでも、疲れを感じることが多いですか。        はい     いいえ 

（３）早寝早起きを心がけていますか。                 はい     いいえ 

（４）この 1ヵ月の間に、不満や悩み、苦労、ストレスなどを感じたことがありますか。 

頻回にあった   時々あった   多少はあった   ほとんどなかった 

（５）ストレス解消につながる趣味等を持っていますか。         はい     いいえ 

（６）上手に気分転換が出来ていると思いますか。            はい     いいえ 

（７）メンタルヘルス（こころの健康）について、関心はありますか。   はい     いいえ 

（８）こころの健康に関する相談先を知っていますか。          はい     いいえ 
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Ⅶ．現在の健康状態等についてお聞きします。 

（１）自分の現在の健康状態をどのように感じていますか？ 

よい   まあよい   ふつう   あまりよくない   よくない  

（２）定期的に通院をされていますか？                 はい     いいえ 

（３）通院をされている方は、何科に通院されていますか？ 

内科   外科   整形外科   脳神経外科   耳鼻科   眼科   精神科   歯科 

その他（           ）     

（４）年に 1回は健康診断を受けられていますか？            はい     いいえ 

（５）健康診断を受けられている方にお聞きします。 

ⅰ．何の健診・検診を受けられていますか？ 

ａ．特定健診（生活習慣病健診）  ｂ．胃がん検診  ｃ．肺がん検診  ｄ．大腸がん検診 

ｅ．前立腺がん検診  ｆ．乳がん検診  ｇ．子宮がん検診  ｈ．脳ドック 

ｉ．その他（            ） 

ⅱ．どこで健診・検診を受けられていますか？ 

ａ．職場健診   ｂ．病院(通院中)  ｃ．病院(通院中ではない)  ｄ．町の健診 

ｅ．JA の巡回ドック  ｆ．病院の人間ドック  ｇ．その他（            ） 

（６）健康診断を受けられていない方にお聞きします。 

健康診断を受けられない理由をお聞かせ下さい。（複数回答可） 

ａ．自覚症状がないから  ｂ．面倒だから  ｃ．忙しくて時間がないから  ｄ．通院中だから 

ｅ．健診結果を聞くのが心配だから  ｆ．必要性を感じないから  ｇ．日程が合わないから 

ｈ．料金が高いから ｉ．きっかけがないから  ｊ．どこで健診を受けられるのかわからないから 

ｋ．その他(                           ) 

（７）健康に関する情報は、どのようなところから入手していますか？(複数回答可) 

   ａ．テレビ   ｂ．新聞   ｃ．雑誌   ｄ．書籍   ｅ．インターネット   ｆ．広報 

   ｇ．知人   ｈ．医療従事者（医師・看護師・保健師など） 

   ｉ．その他（                  ）   ｊ．関心がない 

（８）週 1回以上は体重を測っていますか。                はい     いいえ 
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Ⅷ．最後にあなた自身のことについておたずねします。 

（１）年齢  35～39歳   40～44歳  45～49 歳  50～54歳  55～59歳  60～64歳 

（２）性別        男性    女性 

（３）同居されている方は何人ですか。      （      ）人（自分も含めて） 

同居されている方に○をつけて下さい。  

配偶者   子ども   孫   兄弟・姉妹   その他   いない 

（４）職業  有 ( 常勤   非常勤   自営   農・林・漁業 )     無 

（５）日常生活の活動状況はどのくらいですか。 

ａ．大部分が座っての活動が中心 

ｂ．座位中心だが、立位での作業や移動・通勤・スポーツなどで動く機会がある 

ｃ．移動や立位の多い仕事をしていたり、余暇で活発な運動習慣がある 

（６）身長と体重をご記入下さい。（おおよそで結構です） 

        身長（         ）cm      体重（         ）kg 

（７）20歳頃と比べて、どれくらい体重の変化がありますか。 

        変わらない   （     ）kg くらい増えた    （     ）くらい減った 

（８）仕事以外に参加されている社会活動(自治会活動やサークルなど)はありますか？ 

はい     いいえ 

 

健康づくりについて、ご意見等がございましたら、ご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

記入もれがないか今一度ご確認いただき、同封の返信用封筒にて切手を貼らずにご投函下さいますようお願いい

たします。 
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Ⅰ．食生活についてお聞きします。 

（１）食事は１日に３食とっていますか？                はい     いいえ 

（２）食事時間は規則正しいですか？                  はい     いいえ 

（３）うす味を心がけていますか？                   はい     いいえ 

（４）毎食、主食(ごはん、パン、麺)と主菜（肉・魚、卵・大豆製品のおかず）と副菜（野菜のおかず）

をそろえた食事を心がけていますか？                  はい     いいえ 

（５）牛乳・乳製品は１週間のうち、何回食べていますか？  

週に 4 回以上   週に 3 回以下   

（６）卵は１週間のうち、何個くらい食べていますか？ 

週に 4 個以上   週に 3 個以下   

（７）肉類は一週間のうち、何回食べていますか？  

週に 4 回以上   週に 3 回以下   

（８）魚介類は一週間のうち、何回食べていますか？  

週に 4 回以上   週に 3 回以下   

（９）「低栄養」を防ぐために、どのような食事をとればよいか知っていますか？ 

＊「低栄養」とは、エネルギーやタンパク質が不足した状態のことです。   

          はい     いいえ   

（１０）調理をすることはありますか？ 

主に自分でする   自分ですることもある  ほとんどしない   

（１１）スーパーやコンビニの総菜を利用することはありますか？ 

週 5 回以上  週２～4 回  週 1 回以下  ほとんど買わない    

（１２）家族や友人などと食事をする機会はありますか？ 

週 3 回以上  週１～2 回  週 1 回以下  ほとんどない    

（１３）調理教室や栄養講話に参加したことがありますか？        はい     いいえ 

（１４）今後、調理教室や栄養講話に参加してみたいと思いますか？ 

はい     いいえ 

該当する回答に○をつけて下さい。 

高齢期アンケート 
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Ⅱ．運動についてお聞きします。 

（１）定期的に運動する機会はありますか？夏と冬についてそれぞれお答え下さい。 

  夏：ほぼ毎日  週４～5 回  週２～3 回  週 1 回程度  ほとんど運動していない 

冬：ほぼ毎日  週４～5 回  週２～3 回  週 1 回程度  ほとんど運動していない 

（２）運動する機会のある方にお聞きします。どんな運動をされていますか？（いくつでも） 

ｱ. ウォーキング  ｲ. ジョギング  ｳ. ノルディックウォーキング  ｴ. パークゴルフ 

ｵ. ゴルフ  ｶ. ミニバレー  ｷ. 卓球  ｸ. スキー  ｹ. 歩くスキー  ｺ．水泳 

ｻ．水中運動  ｼ．ストレッチ体操  ｽ．ラジオ体操  ｾ．踊り・ダンス 

ｿ．筋トレ  ﾀ．その他（                     ） 

（３）ほとんど運動をされていない方にお聞きします。運動されない理由を教えて下さい。 

ｱ.忙しい   ｲ. 運動する場所がない   ｳ. 運動する場所まで行くことが出来ない 

ｴ. 一緒に運動する仲間がいない ｵ. 何の運動をすればよいかわからない ｶ．運動が嫌い 

ｷ. 運動する機会がない ｸ. 運動する必要性を感じない ｹ. 病気があって運動できない 

ｺ. 足腰の痛みがあって運動できない ｻ.転倒が怖くて、外に出られない 

ｼ．トイレの心配(失禁など)があって、運動できない 

ｽ. その他（                             ） 

（４）この 1 年間に運動の教室やサークルに参加したことはありますか？   はい   いいえ 

（５）つまづきやすくなったと感じますか？               はい    いいえ 

 

Ⅲ．歯や口の状態についてお聞きします。 

（１）現在、自分の歯は何本ありますか？               20 本以上  19 本以下 

    ＊わかる方は具体的な本数を書いて下さい  （     ）本 

（２）歯磨きの頻度を教えて下さい。 

   毎食後   1 日 1～２回   1 日 1 回も磨かないことがある   歯磨き習慣はない  

（３）定期的に歯科検診を受けていますか？ 

  半年に 1 回は受けている   年 1 回は受けている   受けていない  

（４）入れ歯はありますか？                      はい     いいえ 

（５）入れ歯のある人のみにお聞きします。 

  ⅰ．噛み合わせは良いですか？                   はい     いいえ 

  ⅱ．毎日入れ歯をはずして寝ていますか？              はい     いいえ 

  ⅲ．入れ歯をブラシで磨いていますか？               はい     いいえ 

（６）口の状態についてお聞きします（複数回答可） 

    特に問題はない  固い物が食べにくい  むせやすい  口が渇く 

高齢期アンケート 
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Ⅳ．お酒についてお聞きします。 

（１）普段酒類を飲みますか？                     はい     いいえ 

（２）お酒を飲まれる方のみにお聞きします 

ⅰ．1 週間に何日くらい飲みますか？ 

     ほぼ毎日   週４～5 回   週２～３回   週１回程度   それ以下 

ⅱ．１日に平均して飲む量は、日本酒に換算してどれくらいですか？ 

  ＊日本酒１合＝ビール 500ml＝ウイスキーＷ1 杯＝焼酎(原液)コップ 7 分目(100ml)＝ワイン 180ml 

     1 合未満   1 合～2 合未満   2 合～3 合未満   3 合以上 

（３）お酒を飲む方も飲まない方も、「節度ある適度な飲酒」としては１日平均 20g（日本酒 1 合） 

程度であることを知っていますか？  

知っている    知らなかった 

 

 

 

 

                         ＊それぞれ 1 つが２０ｇです。 

 

 

Ⅴ．たばこについてお聞きします。 

（１）喫煙状況についてお聞きします。   現在吸っている   やめた   もともと吸わない  

（２）たばこを吸うと下記の病気にかかりやすくなったり、影響があると言われていますが、 

あなたが知っているものはどれですか？（いくつでも） 

ｱ．がん（肺・胃・食道・咽頭・喉頭・肝臓・膵臓・膀胱など） ｲ．脳卒中  ｳ．心臓病 

ｴ．胃潰瘍  ｵ．歯周病  ｶ．ぜんそく  ｷ．気管支炎  ｸ．慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

ｹ．胎児への影響                   

（３）たばこを吸う方のみにお聞きします。 

  ⅰ．たばこをやめたいと思いますか？                はい     いいえ 

ⅱ．どういうきっかけがあれば、たばこをやめられる（やめたい気持ちになる）と思いますか。 

（いくつでも） 

    ｱ．自分が病気になる  ｲ．家族が病気になる  ｳ．職場で吸えなくなる 

    ｴ．たばこが値上がりする･･･いくらくらいに上がれば？（一箱       円） 

    ｵ．家族に勧められる  ｶ．医療従事者（医師や看護師･保健師など）に勧められる 

    ｷ．たばこの害について、詳しく知る機会がある 

    ｸ．その他（                                 ） 

高齢期アンケート 
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Ⅵ．現在の健康状態等についてお聞きします。 

（１）自分の現在の健康状態をどのように感じていますか？ 

よい   まあよい   ふつう   あまりよくない   よくない  

（２）現在の気持ちの状態についてお聞きします。 

以下の気持ちが２週間以上続いているものに○をつけて下さい（複数回答可） 

  ｱ. 毎日の生活に充実感がない  ｲ.これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 

ｳ. 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 

ｴ. 自分が役に立つ人間だと思えない  ｵ. わけもなく疲れたような感じがする 

（３）定期的に通院をされていますか？       はい   いいえ 

（４）通院をされている方は、何科に通院されていますか？ 

内科   外科   整形外科   脳神経外科   耳鼻科   眼科   精神科   歯科 

その他（           ）     

（５）現在、関節等の痛みはありますか？ 

膝  肩  肘  手首  腰  首  足首  股関節  その他（      ）  

（６）年に 1 回は健康診断を受けられていますか？            はい     いいえ 

（７）健康診断を受けられている方にお聞きします。 

ⅰ．何の健診・検診を受けられていますか？ 

ｱ．特定健診（生活習慣病健診）  ｲ．胃がん検診  ｳ．肺がん検診  ｴ．大腸がん検診 

ｵ．前立腺がん検診  ｶ．乳がん検診  ｷ．子宮がん検診  ｸ．脳ドック 

ｹ．その他（            ） 

ⅱ．どこで健診・検診を受けられていますか？ 

ｱ．職場健診   ｲ．病院(通院中)  ｳ．病院(通院中ではない)  ｴ．町の健診 

ｵ．JA の巡回ドック  ｶ．病院の人間ドック  ｷ．その他（            ） 

（８）健康診断を受けられていない方にお聞きします。 

健康診断を受けられない理由をお聞かせ下さい。（複数回答可） 

ｱ．自覚症状がないから  ｲ．面倒だから  ｳ．忙しくて時間がないから  ｴ．通院中だから 

ｵ．健診結果を聞くのが心配だから  ｶ．必要性を感じないから  ｷ．日程が合わないから 

ｸ．料金が高いから ｹ．きっかけがないから  ｺ．どこで健診を受けられるのかわからないから 

ｻ．その他(                           ) 

（９）健康に関する情報は、どのようなところから入手していますか？(複数回答可) 

   ｱ．テレビ   ｲ．新聞   ｳ．雑誌   ｴ．書籍   ｵ．インターネット   ｶ．広報 

   ｷ．知人   ｸ．医療従事者（医師・看護師・保健師など） 

   ｹ．その他（                  ）   ｺ．関心がない 
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Ⅶ．社会参加等についておたずねします。 

（１）定期的に外出する機会はありますか？ 

   ほぼ毎日  週 1 回以上  ほとんど外出していない 

（２）地域活動等に参加されていますか？（いくつでも） 

ｱ．お祭り・行事  ｲ．自治会活動  ｳ．運動や趣味のサークル・グループ  ｴ．老人クラブ 

ｵ．明和大学  ｶ．ボランティア活動  ｷ．お寺等の行事 

ｸ．その他（                               ） 

ｹ．参加していない   

（３）普段話し相手になる人はいますか？（いくつでも） 

ｱ．配偶者  ｲ．息子  ｳ．娘  ｴ．子の配偶者  ｵ．孫  ｶ．兄弟・姉妹 

ｷ．友人・知人  ｸ．近所の人  ｹ．医療従事者（医師・看護師等） 

ｺ．介護職（ケアマネ・ヘルパー等）  ｻ．その他（                 ） 

ｼ．いない   

（４）何かあったときに相談になってくれる人はいますか？（いくつでも） 

ｱ．配偶者  ｲ．息子  ｳ．娘  ｴ．子の配偶者  ｵ．孫  ｶ．兄弟・姉妹 

ｷ．友人・知人  ｸ．近所の人  ｹ．医療従事者（医師・看護師等） 

ｺ．介護職（ケアマネ・ヘルパー等）  ｻ．その他（                 ） 

ｼ．いない   

（５）趣味や楽しみごとを持って生活されていますか？         はい     いいえ 

（６）生きがいと思えることはありますか？              はい     いいえ 

（７）新聞や本・雑誌を読んでいますか？               はい     いいえ 

 

Ⅷ．最後にあなた自身のことについておたずねします。 

（１）年齢  ６５～６9 歳   ７０～７4 歳  ７5～７9 歳  ８０歳以上 

（２）性別  男性    女性 

（３）同居されている方は何人ですか。    （      ）人（自分も含めて） 

同居されている方に○をつけて下さい。  配偶者  子ども  孫  兄弟・姉妹  その他  いない 

（４）職業  有 ( 常勤   非常勤   自営   農・林・漁業 )     無 

（５）身長と体重をご記入下さい。（およそで結構です） 

        身長（         ）cm      体重（         ）kg 

健康づくりについて、ご意見等がございましたら、ご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。記入もれがないか今一度ご確認いただき、同封の返信用封筒にて切手を貼らず

にご投函下さいますようお願いいたします。 
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