
令和３年度 第１回 すこやか大阪推進検討会議 

 

 

日 時 ： 令和４年２月３日 (木）午後１時 30分～ 

場 所 ： 大阪市役所 地下１階 第 11共通会議室 

 

 

次    第  

 

 

１ 議 題 

 

（１）すこやか大阪２１（第２次後期）の進捗状況について 

① すこやか大阪２１（第２次後期）概要版 

② すこやか大阪２１（第２次後期）目標値の推移について 

 

（２）すこやか大阪２１（第２次後期）の評価について            

  ① アンケート調査関連スケジュール 

  ② 市民アンケート調査について 

   ③ 中学生・高校生アンケート調査について  

 

２ その他 
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（厚生労働省「骨粗しょう症予防マニュアル」より改編）
ライフステージごとの骨粗しょう症対策
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大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」目標項目
○健康寿命の延伸と健康格差の縮小

分野 項  目
指標の
詳細

現状値 目標値 直近値 データソース

男性 77.14年 77.96

女性 82.63年 83.22

男性 13区 5区

女性 13区 7区

男性 13区 19区

女性 10区 15区

男性 12区 19区

女性 13区 13区

男性 10区 22区

女性 11区 18区

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底及びこころの健康づくり

分野 項目
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

目標項目の指標
指標の
詳細

現状値 目標値 直近値 データソース

1 - 男性 120.8 104.2以下

2 - 女性 63.8 54.0以下

3 男性 35.2%

4 女性 28.5%

5 男性 32.8%

6 女性 27.5%

7 男性 40.1%

8 女性 31.1%

9 子宮頸がん検診（20歳以上） 女性 33.6%

10 乳がん検診（40歳以上） 女性 31.0%

11 胃がん検診（40歳以上） -
29,249

人
46,500人以上 20,417人

12 大腸がん検診（40歳以上） -
65,525

人
109,400人以上 56,785人

13 肺がん検診（40歳以上） -
49,103

人
69,700人以上 46,480人

14 子宮頸がん検診（20歳以上） 女性
50,957

人
75,900人以上 56,353人

15 乳がん検診（40歳以上） 女性
33,347

人
53,700人以上 34,662人

16 - 男性 41.2 30.2以下

17 - 女性 18.6 9.2以下

18 - 男性 41.9 34.1以下

19 - 女性 14.2 9.6以下

20 男性 48.5% 48.5%以下 51.3%

21 女性 36.6% 36.6%以下 37.9%

7 血圧コントロール不良者割合の減少 22
収縮期180 mmHgまたは
拡張期110 mmHg 以上の者

- 1.02% 0.80%以下 1.10%

23 男性 43.6% 43.6%以下 44.7%

24 女性 55.2% 55.2%以下 55.0%

25 男性 44.9% 41%以下 51.1%

26 女性 13.0% 12%以下 15.2%

10 特定健康診査の受診率の向上 27 - - 21.6% 30%以上 20.6%

11 特定保健指導の実施率の向上 28 - - 2.3% 10%以上 6.6%

29 男性 15.7% 15.7%以下 17.3%

30 女性 7.4% 7.4%以下 7.9%

血糖コントロール不良者の割合の
減少

13 血糖コントロール不良者割合の減少 31 HbA1c8.4 %以上の者 - 1.08% 1.00%以下 1.12%

COPD COPDの認知割合の増加 14 COPDの認知割合の増加 32 20歳以上 - 42.4% 50%以上 市民アンケート

骨粗
しょう症

骨粗しょう症検診受診者の増加 15 骨粗しょう症検診受診者の増加 33 18歳以上 -
16,728

人
19,000人以上 5,969人

骨粗しょう症検診
受診者数
※令和２年度

こころの
健康

自殺率の減少傾向の維持 16
自殺率の減少傾向の維持
（人口10万対）

34 - - 22.0 22.0以下 15.7
人口動態統計
※令和元年度

＊は、平成27年度の大阪市国民健康保険特定健診受診者の年齢構成に年齢調整しています。

肺がん検診（40歳以上）

3 大阪市がん検診受診者

国保特定健診
※令和２年度

大阪市がん検診
受診者数
※令和２年度

目標項目 目標項目の指標

健康寿命に影響する要因の格差の縮小
（大阪市を下回る区の減少）*

喫煙率

各項目につい
て大阪市（策
定時）を下回
る区の減少

国保特定健診
(40～64歳)
※令和２年度

高血圧有病者割合

糖尿病有病者割合

肥満者割合

LDLコレステロール140
mg/dl以上の者及び服薬者

高血圧者の増加の抑制

6* 高血圧有病者割合の増加の抑制
収縮期140 mmHg 以上の者
及び服薬者

8*

がん

全体
目標

健康寿命の延伸 健康寿命の延伸
健康寿命
（要介護認定者数を用いて算出）

平均寿命の延
びを上回る健
康寿命の延び

人口動態統計
介護保険認定者数
※令和元年

健康格差の縮小

75歳未満のがんの年齢調整死亡
率の減少

1
75歳未満のがんの年齢調整死亡率
の減少（人口10万対）

人口動態統計

がん検診の受診率の向上

2 市民全体

胃がん検診（40歳以上）

50%以上 市民アンケート

大腸がん検診（40歳以上）

循環器
疾患

脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢
調整死亡率の減少

4
脳血管疾患年齢調整死亡率の減少
（人口10万対）

人口動態統計

5
虚血性心疾患年齢調整死亡率の
減少（人口10万対）

脂質異常症者の増加の抑制

12* 糖尿病有病者割合の増加の抑制
空腹時血糖126 mg/dlまた
はHbA1c6.5 %以上の者及び
服薬者 国保特定健診

※令和２年度

メタボリックシンドローム該当者
及び予備群の減少

9*
メタボリックシンドローム予備群及び
該当者割合の減少

メタボリックシンドローム予備
群及び該当者

特定健康診査・特定保健指導の
実施率の向上

脂質異常有病者割合の増加の抑制

糖尿病

糖尿病有病者の増加の抑制

資料２
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分野 取組みの柱
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

現状値 目標値 直近値 データソース

35 32.4% 29.2%以下 38.9%

17 適正体重を維持している者の増加 36 17.1% 15.4%以下 19.3%

37 ※18.7% 20.%以下 市民アンケート

18
主食・主菜・副菜を組み合わせた食
事が1日2回以上の日がほぼ毎日の
者の割合の増加

38 39.4% 57.7%以上 市民アンケート

39 32.2% 15%以下 市民アンケート

40 8.9% 6.8%以下

41 20.7% 15%以下

　共食の増加
（家族・友人と一緒に食事をする）

20 昼食を1人で食べる人の割合の減少 42 27.8% 26%以下 市民アンケート

栄養成分表示等を参考にしている者
の割合の増加

43 41.8% 46%以上 市民アンケート

栄養成分表示やヘルシーメニューの
提供等に取り組む飲食店の数の増
加

44 1,595店 2,070店以上 2,259店

「うちのお店も健康
づくり応援団の店」
登録店舗数等
※令和２年度

45 25.0% 31%以上

46 33.0% 39%以上

47 17.3% 23.3%以上

48 27.5% 33.5%以上

23
ロコモティブシンドロームの認知割合
の増加

49 39.0% 50％以上

24 運動に取り組む機会の提供 50 13区 24区
社会環境の整備に
関する取組状況調
査

25 運動に取り組む人の増加 51 36.6% 65％以上
スポーツと健康に
関する実態調査

休養 睡眠による休養の確保 26
睡眠で休養が十分に取れていない
者の減少

52 25.1% 20%以下 市民アンケート

53 5.2% 4.2%以下

54 1.2% 1.0%以下

55 1.4%

56 1.1%

57 7.5%

58 4.7%

妊娠中の飲酒防止 29 妊娠中の飲酒をなくす 59 1.1% 0% 産婦アンケート

60 32.0% 28.2%以下

61 13.4% 11.8%以下

62 0.5%

63 0.1%

64 2.5%

65 1.0%

妊娠中の喫煙防止 32 妊娠中の喫煙をなくす 66 2.7% 0% 産婦アンケート

67 4.0% 0% 大阪府独自調査

68 13.9% 8%以下 市民アンケート

栄養・
食生活

住民が運動しやすい環境づくり

65歳未満

国保特定健診
※令和２年度

適正体重の維持

男性

指標の詳細

20歳代女性のやせの者の割合

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善

アル
コール

適正な飲酒 27
多量飲酒者（毎日3合以上の飲酒を
する者）の割合の減少

28

19 朝食欠食率の減少

食をとりまく環境の整備 21

身体活動量の増加

22 軽く汗をかく運動の継続者の増加

20～64歳男性

65歳以上男性

20～64歳女性

65歳以上女性
身体
活動・
運動

高校生女性

40～60歳代男性の肥満者割合

40～60歳代女性の肥満者割合

20歳以上

20～39歳男性

たばこ

たばこをやめたい人の禁煙 30 成人の喫煙率の減少

未成年者の喫煙防止 31
未成年者の喫煙をなくす
（この1ヶ月間で喫煙したことのある
者の割合）

20歳以上

適切な量と質の食事の摂取

未成年者の飲酒防止

20歳以上

未成年者の飲酒をなくす
（この1ヶ月間で飲酒したことのある
者の割合）

高校生

20歳以上

20歳以上

-

中学生

高校生女性

妊婦

家庭
（受動喫煙を受けている者の割合）

受動喫煙防止 33
受動喫煙の機会を有する者の割合
の減少

中高生アンケート

市民アンケート

市民アンケート

中高生アンケート

市民アンケート

中高生アンケート0%

妊婦

学校
（建物内禁煙を実施していない割合）

男性

女性

中学生男性

中学生女性

中学生男性

20歳以上

0%

高校生男性

女性

中学生女性

高校生男性
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分野 取組みの柱
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

現状値 目標値 直近値 データソース

34 3歳児でう蝕がない者の割合の増加 69 80.8% 83%以上 84.7%
３歳児
歯科健康診査
※令和２年度

35 12歳児の一人平均う歯数の減少 70 0.86歯 0.84歯未満 0.68歯
学校保健統計
※令和２年度

定期的な歯科健診の受診 36
過去1年間に歯科健診を受診した者
の割合の増加

71 49.3% 61%以上 市民アンケート

歯周病予防 37
40歳代で進行した歯周炎を有する者
の割合の抑制

72 44.9% 44.9%以下 48.7%
歯周病検診
※令和２年度度

口腔機能の維持・向上 38
60歳代における咀嚼良好者の割合
の増加

73 68.4% 80%以上 市民アンケート

歯の喪失予防 39
80歳で20歯以上の自分の歯を有す
る者の割合の増加

74 42.5% 50%以上 市民アンケート

分野 取組みの柱
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

現状値 目標値 直近値 データソース

40
地域のつながりが強い方だと思う者
の割合の増加

75 20歳以上 32.1% 42.1%以上 市民アンケート

41

ボランティア活動（自治会・PTA活動
など）や趣味（運動・文化活動）など
に自主的に取り組む者の割合の増
加

76 20歳以上 28.3% 35%以上 市民アンケート

※　20～29歳女性の回答者数は少なく、1人の回答が与える影響が大きいため参考値とする。

人とつながり健康を育む地域づくり

健康を
支え、
守るた
めの地

域 づくり

60～69歳

75～84歳

指標の詳細

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善

-

40歳以上

40～49歳

歯・口腔
の健康

う蝕予防

（3）健康を支え、守るための地域づくり

指標の詳細

-

○現状値の調査年

・人口動態統計

・市民アンケート

・大阪市がん検診受診者数

・国保特定健診

・骨粗しょう症検診受診者数

・「健康づくり応援団の店」登録店舗数等

・社会環境の整備に関する取組状況調査

・スポーツと健康に関する実態調査

・中高生アンケート

・産婦アンケート

・大阪府独自調査

・3歳児歯科健康診査

・学校保健統計

・歯周病検診

平成27年

平成28年8月「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」

平成28年度

平成27年度

平成28年度

平成28年度「うちのお店も健康づくり応援団の店」登録店舗数等

平成28年度

平成24年度

平成28年7月 「すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」

平成29年7月

平成28年度

平成27年度

平成27年度

平成26・27年度
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R３年度 R４年度

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

調査票の
概要を作
成

調査方法・
調査票の
案を作成

推進会議

検討会議

●開催

●開催 ●開催 ●開催

ワーキング ●開催 ●開催

アンケート調査関連スケジュール

市民アン
ケート調査
係る調整
等

中学生・高
校生アン
ケート調査
に係る調整
等

・住民基本
台帳の利
用（市民
局）

・統計法に
基づく届
出関連

・業務委託
業者への
契約事務

・入札 ・業者決定 ・調査実施 ・調査デー
タの納品

分析

・中高校長
会への依
頼、事前調
整

・調査協力
校へ調査
票の送付

・調査の実
施

・調査票の
回収

・回答入力
（事務局）

分析

●開催

調査方法・
調査票の
確定

資料３
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市民アンケート調査の概要 

令和４年度 平成 28 年度 
 

- 15 - 

 

１ 調査方法 

 (1) 調査の対象 

20歳～84歳の大阪市民（外国人住民含む） 

 (2) 調査の方法 

   自記式郵送法（「行政オンラインシステム」からの回答も可） 

 (3) 調査期間 

   7/20  調査票の発送（回答期限 8/10） 

   8/10  礼状兼督促状（はがき）の発送（回収率に応じて実施） 

8/31  調査票の回収終了 

 

 (4) 標本数 

 8,000標本 

①母集団（住民基本台帳【日本人・外国人】）を 24の行政区のグループ（層）

に分ける。 

②区別人口割合（20 歳～84歳）に応じて比例配分した区別標本数を決定 

③各区の日本人・外国人割合に応じて、②で割当てられた区別標本数により比

例配分した日本人・外国人別の標本数を決定 

④区ごとの日本人・外国人別に割当てられた標本数だけの標本を無作為抽出／

系統抽出法 

２ 調査票の仕様 

・サイズ  A4 判（A3 判二つ折）の 12頁 

・内容   調査のお願い、記入上の注意、問い合わせ先（1 頁） 

調査票（11 頁） 

１ 調査方法 

 (1) 調査の対象 

20歳～84歳の大阪市民（外国人住民含む） 

 (2) 調査の方法 

   自記式郵送法 ※粗品（ボールペン）あり 

 (3) 調査期間 

   8/1  調査票の発送（回答期限 8/16） 

   8/22  １回目督促状発送（はがき） 

   9/7   ２回目督促状発送（調査票再送付） 

9/30  調査票の回収終了 

 (4) 標本数 

 5,000標本 

①母集団（住民基本台帳【日本人・外国人】）を 24 の行政区のグループ（層）

に分ける。 

②区別人口割合（20 歳～84歳）に応じて比例配分した区別標本数を決定 

③各区の日本人・外国人割合に応じて、②で割当てられた区別標本数により

比例配分した日本人・外国人別の標本数を決定 

④区ごとの日本人・外国人別に割当てられた標本数だけの標本を無作為抽出

／系統抽出法 

２ 調査票の仕様 

・サイズ  A4 判（A3 判二つ折）の 16頁 

・内容   調査のお願い、記入上の注意、問い合わせ先（1 頁） 

調査票（15頁） 

 

資料４ 



市民アンケート調査の項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問１  性別 ★ [その他・答えたくない]を追加 問１  性別 あなたの性別をお答えください 男性/女性 変更

問２  年齢 ★ 問２  年齢 あなたの年齢をお答えください
20～24/25～29/30～34/35～39/40～
44/45～49/50～54/55～59/60～64/65
～69/70～74/75～79/80～84

現状

問３  居住区 ★ 問３  居住区 お住まいの区をお答えください 24区別 現状

問４  職業等 削除

問４  健康保険の種別

あなたが加入する健康保険であ
てはまるものに○をつけてくだ
さい。【〇はひとつ】
※生命保険ではありません。

・本人か家族の選択肢を削除
・６の具体的に記載する欄を削
除

問５
 健康保険の種別（本
人・家族別）

あなたが加入する健康保険であては
まるものに○をつけてください。ま
た、本人・家族（被扶養者）の区別
についてもあてはまるものにチェッ
ク ☑ してください。
※生命保険ではありません。

１　大阪市国民健康保険
２　同業同種による国民健康保険組合
３　全国健康保険協会（協会けんぽ）
４　組合管掌健康保険（企業等の健康
保険組合・共済組合）
５　後期高齢者医療保険
６　１～５以外の医療保険（船員保
険・日雇健康保険等）
（具体的に：　　　　　　　　）
７　健康保険に加入していない
1～６については、本人か家族の選択
肢あり

変更

問６  日常生活の状況 削除

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問５  朝食の喫食状況 ★ 問７  朝食の喫食状況
あなたは、ふだん朝食を食べていま
すか

ほとんど毎日食べる/週に4～5日食べ
る/週に2～3日食べる/週に1日程度食
べる/ほとんど食べない

現状

問８  朝食の共食状況 削除

問６  昼食の共食状況 ★ 問９  昼食の共食状況
昼食を家族や友人等と一緒に食べる
「共食（きょうしょく）」はどのく
らいありますか

ほとんど毎日/週に4～5日/週に2～3日
/週に1日程度/ほとんどない

現状

問７  夕食の共食状況 ▲ 問10  夕食の共食状況
夕食を家族や友人等と一緒に食べる
「共食（きょうしょく）」はどのく
らいありますか

ほとんど毎日/週に4～5日/週に2～3日
/週に1日程度/ほとんどない

現状

問８
 ゆっくりよく噛む食べ
方に気をつけているか

▲ 問11
 ゆっくりよく噛む食べ
方に気をつけているか

あなたは、ふだんゆっくりよくかん
で食べていますか

ゆっくりよくかんで食べている/どち
らかといえば、ゆっくりよくかんで食
べている/どちらかといえば、ゆっく
りよくかんで食べいない/ゆっくりよ
くかんで食べていない

現状

令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

あなたご自身やご家族について あなたご自身やご家族について

栄養・食生活について栄養・食生活について
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令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問９
 適正体重・減塩に気を
つけた食生活をしている
か

▲ 問12
 適正体重・減塩に気を
つけた食生活をしている
か

あなたは、生活習慣病の予防や改善
（適正体重の維持・減塩など）のた
めに、ふだんから気をつけた食生活
を実践していますか

いつも実践している/ときどき実践し
ている/あまり実践していない/まった
く実践していない

現状

問10
 主食・主菜・副菜を揃
えた食事をしているか

★ 問13
 主食・主菜・副菜を揃
えた食事をしているか

主食・主菜・副菜を３つ揃えて食べ
ることが、１日に２回以上あるの
は、週に何日ありますか

ほとんど毎日ある/週に４～５日ある/
週に２～３日ある/週に１回ある/ほと
んどない

現状

問11
 食品購入時に栄養成分
表示を参考にしているか

★

あなたは、食品や総菜を買うと
きや外食をする場合に、エネル
ギー、タンパク質、食塩等の栄
養成分表示等を見て、参考にし
ていますか
栄養成分表示の例・・・食塩相
当量0.6g

問14
 食品購入時に栄養成分
表示等を参考にしている
か

あなたは、食品や総菜を買うときや
外食をする場合に、エネルギー、タ
ンパク質、塩分等の栄養成分表示等
を見て、参考にしていますか
栄養成分表示の例・・・ナトリウム
250mg

いつも見て参考にしている/ときどき
見て参考にしている/見ているが参考
にはしていない/あまり見ていない/栄
養成分表示を知らない

変更

問15
 食事バランスガイドを
参考にしているか

削除

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問16
 １日当たりの平均的な
歩行時間

削除

問12
 軽く汗をかく運動の継
続状況

★ 問17
 軽く汗をかく運動の継
続状況

あなたは、１日３０分以上の軽く汗
をかく運動（ウォーキング・スポー
ツ・百歳体操など）を、週２回以上
継続して行っていますか

行っていない/行っており、行ってか
ら１年未満である/行っており、行っ
てから１年以上継続している

現状

問13
 ロコモティブシンド
ロームの認知度

★ 問18
 ロコモティブシンド
ロームの認知度

ロコモティブシンドローム（運動器症候
群）は筋肉、骨、関節などの運動器の障
がいにより、「立つ」「歩く」といった
機能が低下している状態をいい、要介護
状態になる主な要因といわれています。
あなたは、ロコモティブシンドロームと
いう言葉やその意味を知っていましたか

言葉も意味もよく知っていた/言葉も
意味も大体知っていた/言葉は知って
いたが、意味はあまり知らなかった/
言葉は聞いたことがあるが、意味は知
らなかった/言葉も意味も知らない

現状

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問14  喫煙状況 ★ 問19  喫煙状況 あなたは、たばこを吸っていますか
吸っている/以前吸っていたがやめた/
吸っていない（吸わない）

現状

問15  禁煙の取組状況 ★ 問20  禁煙の取組状況
あなたは、禁煙にどう取り組んでい
ますか

禁煙に関心がない/禁煙に関心がある
が、今後6か月以内に禁煙する考えは
ない/今後6か月以内に禁煙しようと考
えているが、この1か月以内に禁煙す
る考えはない/今後1か月以内に禁煙し
ようと考えている

現状

栄養・食生活について 栄養・食生活について

身体活動・運動について 身体活動・運動について

たばこについて たばこについて
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令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問16
 受動喫煙の機会がある
か

★

あなたはこの1か月間に、望まず
に自分以外の人が吸っていたた
ばこの煙を吸う機会（受動喫
煙）がありましたか。
＊学校、飲食店、遊技場などに
勤務していて、その職場で受動
喫煙があった場合は「職場」を
選んでください。

機会はない/家庭/職場（屋内）/
職場（屋外）/学校/飲食店/遊技
場（ゲームセンター、パチン
コ、競馬場など）/行政機関（市
役所、区役所など）/医療機関/
公共交通機関/路上/子どもが利
用する屋外の空間（公園、通学
路など）

問21
 受動喫煙の機会がある
か

あなたは、他人のたばこの煙を吸う
（受動喫煙）機会はありますか

吸う機会はない/家庭/職場や学校/飲
食店/屋外の公共の場（路上・公園）/
その他

変更

問22
 喫煙が危険因子になる
病気の認知度

削除

問17  ＣＯＰＤの認知度 ★

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）
は、主にたばこ（受動喫煙）が
原因で、気管支や肺に障がいが
起き、呼吸がしにくくなってし
まう病気です。あなたは、この
病気のことを知っていますか。

この病気と診断されたことがあ
る/診断されたことはないが、ど
んな病気か知っている/診断され
たことはないが、名前は聞いた
ことがある/知らない

問23  ＣＯＰＤの認知度

COPD（慢性閉塞性肺疾患）は従来、
慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてき
た病気の総称で、長年の喫煙習慣が
主な原因である「肺の生活習慣病」
です。あなたは、COPDという病気を
知っていますか

どんな病気か知っている/名前は聞い
たことがある/知らない

変更

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問18  アルコール摂取頻度 ★ 問24  アルコール摂取頻度

あなたは、週に何日ぐらいアルコー
ルを飲んでいますか※夏季に限らず
年間通じての飲酒状況についてお答
えください

毎日飲む/週に５～６日飲む/週に３～
４日飲む/週に１～２日飲む/月に１～
３日飲む/やめた/飲まない（飲めな
い）※１～５の人は問２５へ

現状

問19
 １日のアルコール摂取
量

★ 問25
 １日のアルコール摂取
量

あなたは、１日にどのくらいのアル
コールを飲んでいますか。日本酒に
換算してお答えください

1合未満/1合～2合未満/2合～3合未満
/3合～4合未満/４合～５合未満/５合
以上

現状

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問20  歯科健診の受診状況 ★ 問26  歯科健診の受診状況
あなたは、この１年間に歯の健康診
断を受けたことがありますか

受けた/受けていない 現状

問21  現在歯数 ★
注釈を修正
※成人の歯の総本数は、親知し
らずを含めて32本です

問27  現在歯数

あなたの歯は何本ありますか
※おとなの歯は、全部で２８～３２
本あります。入れ歯、ブリッジ、イ
ンプラントは含みません

20本以上/19本以下（自分の歯が全く
ないを含む）/わかりません

変更

問22
 何でも噛んで食べられ
るか

★ 問28
 何でも噛んで食べられ
るか

あなたは、何でもかんで食べること
ができますか

何でもかんで食べることができる/一
部かめない食べ物がある/かめない食
べものが多い/かんで食べることはで
きない

現状

たばこについて

アルコールについて アルコールについて

歯の健康について 歯の健康について

たばこについて
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令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問23  飲み込む時の状態 問29  飲み込む時の状態
食べ物や飲み物を飲み込むときに、
むせたり、飲み込みにくいとい感じ
ることがありますか

よくそう感じる/ときどきそう感じる/
あまり感じない/まったく感じない

現状

問24
 歯の健康を守るために
していること

選択肢を減らす
⇒歯間清掃用具（糸ようじ・歯
間ブラシなど）を使用している/
かかりつけの歯科医療機関を決
めている/定期的に歯科医療機関
で歯石の除去や汚れをとっても
らっている/だらだら食べないな
ど「食べ方」に気をつけている/
その他

問30
 歯の健康を守るために
していること

あなたは、歯の健康を守るためにど
のようなことをしていますか

特に意識していない/気を付けている
ことがある
→1日1回以上、時間をかけて歯を磨く
ようにしている/時々、自分の歯やは
ぐきを観察している/歯間掃除用具を
使用している/かかりつけの歯科医療
機関を決めている/定期的に歯科医療
機関で歯石の除去や汚れをとっても
らっている/よくかんで食べるように
している/甘いものばかり食べない、
だらだら食べないなど「食べ方」に気
を付けている/その他

変更

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問31  ふだんの睡眠時間 削除

問25
 睡眠で休養がとれてい
るか

★ 問32
 睡眠で休養がとれてい
るか

「睡眠」で休養がとれていますか
充分とれている/まあまあとれている/
あまりとれていない/まったくとれて
いない

現状

問33
 精神的なストレスを感
じることがあるか

削除

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問34
 勤務先等でのがん検診の
受診機会の状況

削除

問26  胃がん検診受診状況 ★ 問35  胃がん検診受診状況
あなたは、この1年間に胃がん検診
（胃部エックス線・胃部内視鏡検査
等）を受けましたか

受けた/受けていない 現状

問36-1
 （受診者のみ）胃がん検
診の受診場所

削除

問36-2
 （受診者のみ）胃がん検
診の検査の種類

削除

問37  （未受診者のみ）検診を
受けていない理由

削除

歯の健康について 歯の健康について

休養・ストレスについて 休養・ストレスについて

がん検診について がん検診について

-20-



令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問27  大腸がん検診受診状況 ★ 問38  大腸がん検診受診状況

あなたは、この1年間に大腸がん検診
（便潜血検査・全大腸内視鏡検査・
注腸エックス線検査等）を受けまし
たか

受けた/受けていない 現状

問39-1
 （受診者のみ）大腸が
ん検診の受診場所

削除

問39-2
 （受診者のみ）大腸が
ん検診の検査の種類

削除

問40
 （未受診者のみ）検診
を受けていない理由

削除

問28  肺がん検診受診状況 ★ 問41  肺がん検診受診状況
あなたは、この1年間に肺がん検診
（胸部エックス線検査・胸部CT検査
等）を受けましたか

受けた/受けていない 現状

問42-1
 （受診者のみ）肺がん
検診の受診場所

削除

問42-2
 （受診者のみ）肺がん
検診の検査の種類

削除

問43
 （未受診者のみ）検診
を受けていない理由

削除

問29
 前立腺がん検診受診状
況

あなたは、この5年間に前立腺が
ん検診（血液検査等）を受けま
したか。【○は1つ】

受けた/受けていない 追加

問30  乳がん検診受診状況 ★ 問44  乳がん検診受診状況
あなたは、この２年間に乳がん検診
（超音波検査・マンモグラフィ検査
等）を受けましたか

受けた/受けていない 現状

問45-1
 （受診者のみ）乳がん
検診の受診場所

削除

問45-2
 （受診者のみ）検査種
類

削除

問46
 （未受診者のみ）検診
を受けていない理由

削除

問31
 子宮頸がん検診受診状
況

★ 問47
 子宮頸がん検診受診状
況

あなたは、この２年間に子宮頸がん
検診（子宮頸部細胞診検査）を受け
ましたか

受けた/受けていない 現状

問48
 （受診者のみ）子宮頸
がん検診の受診場所

削除

問49
 （未受診者のみ）検診
を受けていない理由

削除

がん検診について がん検診について
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令和４年度 調査項目(案)
★は評価項目(▲は食育推進計画の評価項目）

平成28年度　調査項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問50  健康診断の受診状況 削除

問51  高血圧の治療状況 削除

問52  糖尿病の治療状況 削除

問53  脂質異常症の治療状況 削除

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問32  身長・体重 ★ 問54  身長・体重
あなたの身長と体重を教えてくださ
い

身長□㎝/体重□㎏ 現状

問33
 あなたが理想と考える
体重

注釈を追加
※適正体重ではなく、「こうな
りたい」という体重を書いてく
ださい。

問55
あなたの身長で、あなたが理想と考
える体重はどのくらいですか

理想体重□㎏ 変更

問56  知りたい健康情報 削除

問34
 地域とのつながりの状
況

★ 問57
 地域とのつながりの状
況

あなたの住んでいる地域についてお
たずねします。あなたにとって、ご
自分と地域の人たちとのつながりは
強いほうだと思いますか

強いほうだと思う/どちらかといえば
強いほうだと思う/どちらかといえば
弱いほうだと思う/弱いほうだと思う/
わからない

現状

問35  地域活動への参加状況 ★
あなたは現在どのような社会活
動に参加していますか

就労（自営業・会社員・パー
ト・アルバイトなど）を追加 問58  地域活動への参加状況

あなたは現在どのような活動に参加
していますか

町会・自治会/女性会/こども会/PTA/
老人クラブ/自主的サークル活動（趣
味の会・健康づくりの会・子育ての会
など）/ボランティア活動・NPOなどの
市民活動/その他（　）/特に参加して
いない

変更

問36 　外出頻度
あなたは、買い物や散歩を含
め、どのくらい外出しますか。

週５回以上/週に２～４日/週に
１回/ほとんど外出しない

追加

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問37  意見・要望
健康づくりについてのご意見・
ご要望などがありましたらご自
由にご記入ください

問59  意見・要望

健康づくりについて、日頃考えてい
ることや、大阪市へのご意見・ご要
望などがありましたらご自由にご記
入ください

変更

その他 その他

がん検診以外の健康診断に
ついて

健康づくりについて 健康づくりについて

がん検診以外の健康診断につ
いて
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日頃から、大阪市政につきまして、何かとご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

大阪市では、市民の健康寿命の延伸・健康格差の縮小をめざして、健康増進計画「すこやか

大阪２１(第２次後期)」(平成 30～令和５年度)を策定し、健康づくりの推進に努めていると

ころです。 

今回の調査は、市民の皆様の実態に即した健康づくり施策の実施を目的に、市民の皆様がど

のような生活習慣であるかなどをお聞かせいただくことにより、本計画の進み具合や課題など

を点検し、また、令和６年度からの計画策定のための基礎資料とするため、市内にお住まいの

満 20歳以上 84歳以下(令和４年４月１日時点)の方の中から無作為に 8,000人の方を選ばせて

いただき、調査をお願いすることとなりました。 

 つきましては、お忙しいところ誠にお手数をおかけいたしますが、本調査にご理解とご協力

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 ※アンケートの所要時間は【〇分】程度です。 

令和４年〇月 大阪市 

 

 

 《 調査票の記入にあたって 》 

 １．この調査は無記名式です。調査結果は統計的に処理を行いますので、個人のお名前や 

ご住所などが公表されることはありません。 

 ２．この調査は、宛名のご本人がご記入ください。なお、ご本人自身が記入できない場合 

は、ご家族の方などがご本人に聞きながら代わってお答えいただいても構いません。 

 ３．ご記入は、黒の鉛筆またはボールペンでお願いいたします。 

 ４．お答えは、あてはまる番号に○印をつける、または     に数字をご記入ください。 

「その他」を選択された場合は、（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

 ５．ご記入いただいた調査票は、8月〇日までに、同封の返信用封筒に入れてポストに投 

   函してください（切手は不要です）。住所・氏名をご記入いただく必要はありません。 

 

調査結果については、大阪市ホームページ上で公表させていただきます。 

また、この調査の実施、結果の集計については〇〇〇〇に委託しております。調査の内容や記入方

法などについてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

【問合せ先】 

大阪市健康局 健康推進部 健康づくり課（健康づくりグループ） 

           〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０ 

             電話：06-6208-9961 FAX：06-6202-6967  

大大阪阪市市民民のの健健康康づづくくりり・・生生活活習習慣慣等等にに関関すするる調調査査

案案 88((((  

 

資料６

６９ 
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 Ａ あなたご自身のことについておたずねします。 

 

問１ あなたの性別をお答えください。【○は1つ】 

 

１ 男 性      ２ 女 性      ３ その他・答えたくない 

 

問２ あなたの年齢をお答えください。【〇は１つ】 ※令和4年4月1日現在の年齢  

 

１） ２０～２４歳     ２） ２５～２９歳     ３） ３０～３４歳 

４） ３５～３９歳     ５） ４０～４４歳     ６） ４５～４９歳 

７） ５０～５４歳     ８） ５５～５９歳     ９） ６０～６４歳 

10） ６５～６９歳     11）   ７０～７４歳      12）  ７５～７９歳 

13） ８０～８４歳 

 

問３ あなたのお住まいの区をお答えください。【○は１つ】 

 

１ 北区 ２ 都島区 ３ 福島区 ４ 此花区 ５ 中央区 

６ 西区 ７ 港区 ８ 大正区 ９ 天王寺区 10 浪速区 

11 西淀川区 12 淀川区 13 東淀川区 14 東成区 15 生野区 

16 旭区 17 城東区 18 鶴見区 19 阿倍野区 20 住之江区 

21 住吉区 22 東住吉区 23 平野区 24 西成区  

 

問４ あなたが加入する健康保険であてはまるものに○をつけてください。【○は１つ】 

※生命保険ではありません。 

 

１ 大阪市国民健康保険 

２ 同業同種による国民健康保険組合 

３ 全国健康保険協会（協会けんぽ） 

４ 組合管掌健康保険（企業等の健康保険組合・共済組合） 

５ 後期高齢者医療保険   

６ １～５以外の医療保険（船員保険・日雇健康保険等） 

７ 健康保険に加入していない 
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 Ｂ 栄養・食生活についておたずねします。 

 

問５ あなたは、ふだん朝食を食べていますか。【○は1つ】 

   

１ ほとんど毎日食べる       ２ 週に４～５日食べる 

３ 週に２～３日食べる       ４ 週に１日程度食べる 

５ ほとんど食べない 

                               

問６ 昼食を家族や友人等と一緒に食べる「共食（きょうしょく）」はどのくらいありますか。

【○は1つ】 

 

１ ほとんど毎日          ２ 週に４～５日 

３ 週に２～３日          ４ 週に１日程度 

５ ほとんどない 

 

 

問７ 夕食を家族や友人等と一緒に食べる「共食（きょうしょく）」はどのくらいありますか。

【○は1つ】 

 

１ ほとんど毎日          ２ 週に４～５日 

３ 週に２～３日          ４ 週に１日程度 

５ ほとんどない 

 

問８ あなたは、ふだんゆっくりよくかんで食べていますか。【○は1つ】 

 

１ ゆっくりよくかんで食べている 

２ どちらかといえば、ゆっくりよくかんで食べている 

３ どちらかといえば、ゆっくりよくかんで食べていない 

  ４ ゆっくりよくかんで食べていない 

 

問９ あなたは、生活習慣病の予防や改善（適正体重の維持・減塩など）のために、ふだんから

気をつけた食生活を実践していますか。【○は1つ】 

 

１ いつも実践している       ２ ときどき実践している 

３ あまり実践していない      ４ まったく実践していない 
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問10 主食・主菜・副菜＊を３つ揃えて食べることが、１日に２回以上あるのは、週に何日あ

りますか。【○は1つ】 

 

 

 

１ ほとんど毎日ある        ２ 週に４～５日ある 

３ 週に２～３日ある        ４ 週に 1日ある 

５ ほとんどない 

 

問11 あなたは、食品や惣菜を買う時や外食をする場合に、エネルギー、たんぱく質、食塩等

の栄養成分表示を見て、参考にしていますか。【○は1つ】 

 

  １ いつも見て参考にしている     ２ ときどき見て参考にしている 

３ 見ているが参考にはしていない   ４ あまり見ていない          

５ 栄養成分表示を知らない 

 

＜栄養成分表示の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ 身体活動・運動についておたずねします。 

 

問 12 あなたは、1 日 30 分以上の軽く汗をかく運動（ウォーキング・スポーツ・百歳体操＊な

ど）を、週２日以上継続して行っていますか。【○は1つ】 

 

  １ 行っていない 

  ２ 行っており、行ってから１年未満である 

  ３ 行っており、行ってから１年以上継続している 

 

 

 

＊百歳体操 

柔軟・筋力・バランス能力を高めるため、

手足に軽いおもりをつけて行う体操 

＊主食：ごはん、パン、めん類等 

主菜：魚、肉、卵、大豆製品等を使った料理 

副菜：野菜、きのこ、いも、海藻等を使った料理 

エネルギー  650kcal  

たんぱく質   22.5g 

脂質      22.0g 

炭水化物    90.5g  

食塩相当量          3.0g 

栄養成分表示（例） 

（１包装当たり） 
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問 13 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、筋肉、骨、関節などの運動器の障がい

により、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をいい、要介護状態になる主

な要因といわれています。あなたは、ロコモティブシンドロームという言葉やその意味を

知っていましたか。【○は１つ】 

 

  １ 言葉も意味もよく知っていた 

  ２ 言葉も意味も大体知っていた 

  ３ 言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった 

  ４ 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった 

  ５ 言葉も意味も知らなかった 

 

 Ｄ たばこについておたずねします。 

 

問14 あなたは、たばこを吸っていますか。【○は１つ】 

 

１ 吸っている            問15へ進んでください。 

２ 以前吸っていたがやめた   

３ 吸っていない（吸わない）  

 

問15 あなたは、禁煙にどう取り組んでいますか。【○は１つ】 

 

１ 禁煙に関心がない 

２ 禁煙に関心があるが、今後６か月以内に禁煙する考えはない 

３ 今後６か月以内に禁煙しようと考えているが、この１か月以内に禁煙する考えはない 

４ 今後１か月以内に禁煙しようと考えている 

 

問16 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会

（受動喫煙）がありましたか。【あてはまるものすべてに○】 

   ＊学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は「職

場」を選んでください。 

 

１ 機会はない  ２ 家庭  ３ 職場（屋内）  ４ 職場（屋外）  ５ 学校 

６ 飲食店    ７ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など） 

８ 行政機関（市役所、区役所など）        ９ 医療機関 

10 公共交通機関 11 路上  12 子どもが利用する屋外の空間（公園、通学路など） 

 

 

 

 

 

問16へ進んでください。 
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問 17 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、主にたばこ（受動喫煙含む）が原因で、気管支や肺

に障がいが起き、呼吸がしにくくなってしまう病気です。あなたは、この病気のことを知

っていますか。【○は１つ】 

 
  １ この病気と診断されたことがある 

２ 診断されたことはないが、どんな病気か知っている 

３ 診断されたことはないが、名前は聞いたことがある 

  ４ 知らない 

 

 Ｅ アルコールについておたずねします。 

   

問18 あなたは、週に何日ぐらいアルコールを飲んでいますか。【○は1つ】 

    ※夏季に限らず年間通じての飲酒状況についてお答えください。 

 

１ 毎日飲む                  

２ 週に５～６日飲む        

３ 週に３～４日飲む 

４ 週に１～２日飲む 

５ 月に１～３日飲む   

６ やめた 

  ７ 飲まない（飲めない） 

   

問19 あなたは、1日にどのくらいのアルコールを飲んでいますか。日本酒に換算してお答え

ください。【○は1つ】 

 

１ １合未満            ２ １合～２合未満  

３ ２合～３合未満         ４ ３合～４合未満 

５ ４合～５合未満         ６ ５合以上 

 

   ■ 以下の量が、日本酒１合（ 180ml ）に相当します。 

ビール・発泡酒  中ビン１本（500ml），ビールロング缶１缶（500ml） 

 焼酎  20度 135ml ，35度 80ml 

 チューハイ  7度 350ml 

 ウィスキー  ダブル１杯 60ml 

 ワイン  グラス１杯 240ml 

 

 

 

６～７を選択した方は、問20へ進んでください。 

１～５を選択した方は、問19へ進んでください。 
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 Ｆ 歯・口腔の健康についておたずねします。 

 

問20 あなたは、この１年間に歯の健康診断を受けたことがありますか。【○は1つ】 

※歯や歯周病、義歯などの治療を目的に歯科医療機関を受診した場合は含みません。 
但し、治療終了後に、定期健診のために受診した場合は「受けた」を選択してください。 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

問21 あなたの歯は何本ありますか。【○は1つ】 

  ※成人の歯の総本数は、親知らずを含めて32本です 

 

１ ２０本以上    ２ １９本以下（自分の歯が全くないを含む）  ３ わからない 

 

問22 あなたは、何でもかんで食べることができますか。【○は1つ】 

           

１ 何でもかんで食べることができる   ２ 一部かめない食べものがある 

  ３ かめない食べものが多い       ４ かんで食べることはできない 

 

問 23 食べ物や飲み物を飲み込む時に、むせたり、飲み込みにくいと感じることがありますか。

【○は1つ】 

 

１ よくそう感じる           ２ ときどきそう感じる       

３ あまり感じない           ４ まったく感じない 

 

問24 あなたは、歯の健康を守るためにどのようなことをしていますか。【○は1つ】 

 

  １ 特に意識していない 

  ２ 気をつけていることがある【あてはまるものすべてに○】 

 

      ア 歯間清掃用具（ 糸ようじ・歯間ブラシなど ）を使用している 

      イ かかりつけの歯科医療機関を決めている 

      ウ 定期的に歯科医療機関で、歯石の除去や汚れをとってもらっている 

      エ だらだら食べないなど「食べ方」に気をつけている 

      オ その他（                          ） 
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 Ｇ 休養・ストレスについておたずねします。 

 

問25 「睡眠」で休養がとれていますか。【○は1つ】 

           

１ 充分とれている         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 

 

 Ｈ がん検診についておたずねします。 

 

問26 あなたは、この1年間に胃がん検診（胃部エックス線検査・胃内視鏡検査等）を受けま

したか。【○は1つ】 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

 

問27 あなたは、この1年間に大腸がん検診（便潜血検査・全大腸内視鏡検査・注腸エックス

線検査等）を受けましたか。【○は1つ】 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

問28 あなたは、この1年間に肺がん検診（胸部エックス線検査・胸部ＣＴ検査等）を受けま

したか。【○は1つ】 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

問29 あなたは、この5年間に前立腺がん検診（血液検査等）を受けましたか。【○は1つ】 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

男性の方は、問32へ進んでください。 

 

問30 あなたは、この２年間に乳がん検診（超音波検査・マンモグラフィ検査＊等）を受けま

したか。【○は1つ】 

 

 

   

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

＊マンモグラフィ検査とは 

乳房を（アクリル板などで）はさんでエックス線撮影をする検査のことです。 
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問31 あなたは、この２年間に子宮頸がん検診（子宮頸部細胞診検査）を受けましたか。 

【○は1つ】 

 

１ 受けた             ２ 受けていない 

 

 I 健康づくりについておたずねします。 

 

問32 あなたの身長と体重を教えてください。【枠の中に数字を記入】 

 

  身  長           ｃｍ  ※ 整数でお書きください。 

 

 

体  重           ｋｇ  ※ 整数でお書きください。 

 

問33 あなたの身長で、あなたが理想と考える体重はどれくらいですか。 

【枠の中に数字を記入】 

  ※適正体重ではなく、「こうなりたい」という体重を書いてください。 

  理想体重           ｋｇ  ※ 整数でお書きください。 

 

問34 あなたの住んでいる地域についておたずねします。あなたにとって、ご自分と地域の人

たちとのつながりは強いほうだと思いますか。【○は1つ】 

 

  １ 強いほうだと思う          ２ どちらかといえば強いほうだと思う 

  ３ どちらかといえば弱いほうだと思う  ４ 弱いほうだと思う 

  ５ わからない 

 

問35 あなたは現在どのような社会活動に参加していますか。【あてはまるものすべてに○】 

 

  １ 町会・自治会             

２ 女性会 

  ３ こども会 

  ４ ＰＴＡ 

  ５ 老人クラブ 

  ６ 自主的サークル活動（趣味の会・健康づくりの会・子育ての会など） 

  ７ ボランティア活動・ＮＰＯなどの市民活動 

  ８ 就労（自営業・会社員・パート・アルバイトなど） 

  ９ その他（ 具体的に：                          ） 

  10 特に参加していない 
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問36 あなたは、買い物や散歩を含め、どのくらい外出しますか。 

 

  １ 週５回以上       ２ 週に２～４日 

３ 週に１回        ４ ほとんど外出しない 

 

 

Ｊ その他 

 

問37 健康づくりについてのご意見・ご要望などがありましたらご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。 

ご回答いただいた内容は、市民の皆様方の健康づくりに役立ててまいります。 

 

恐恐れれ入入りりまますすがが、、88 月月〇〇日日((〇〇))ままででにに、、ここのの調調査査票票をを同同封封のの返返信信用用封封筒筒（（切切手手不不要要））にに入入れれてて、、

ポポスストトにに投投函函いいたただだききまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

≪ご意見などご自由にご記入ください≫ 

 

                                       



中高生アンケート調査の概要 

令和４年度 平成 28年度 
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１ 調査方法 

 (1) 調査の対象 

①中学２年生の男女 

 校長会にアンケート実施校（24校）を選定いただき、対象の市立の学校

に２クラス分の調査票を送付する。 

②高校２年生の男女 

 普通科・工業科・商業科等を考慮し、市内にある府立の４校を抽出し、各

校に了承を得た上で、２年生全員分の調査票を送付する。 

 (2) 調査の方法 

   自記式 

 (3) 調査期間 

   令和４年６月 調査票発送 

      ～７月 調査期間（回答期限７月 31 日） 

 

２ 調査票の仕様 

・サイズ  A4 判（表面のみ） 

１ 調査方法 

 (1) 調査の対象 

①中学２年生の男女 

 校長会にアンケート実施校（24校）を選定いただき、対象の市立の学校

に２クラス分の調査票を送付する。 

②高校２年生の男女 

 普通科・工業科・商業科等を考慮し、市立の４校を抽出し、各校に了承

を得た上で、２年生全員分の調査票を送付する。 

 (2) 調査の方法 

   自記式 

 (3) 調査期間 

   平成 28 年６月 調査票発送 

       ～７月 調査期間（回答期限７月 31 日） 

 

２ 調査票の仕様 

・サイズ  A4 判（表面のみ） 

 

資料７ 



中高生アンケート調査の項目

具体的設問（変更点） 選択肢（変更点） 具体的設問 選択肢 対応

問１  性別 ★ [その他・答えたくない］を追加 問１  性別 あなたの性別をお答えください 男性/女性 変更

問２  朝食の喫食状況 ★ 問２  朝食の喫食状況
あなたは、ふだん朝食を食べて
いますか

ほとんど毎日食べる/週に４～５
日食べる/週に２～3日食べる/週
に1日程度食べる/ほとんど食べ
ない

現状

問３  身長・体重
身長の百の位の選択肢に２を追加
※百の位：０・１→０・１・２ 問３  身長・体重

あなたの身長、体重をお答えく
ださい

身長（百・十・一の位）
体重（百・十・一の位）

変更

問４
 あなたが理想と考える
体重

注釈を追加
※適正体重ではなく、「こうな
りたい」という体重を書いてく
ださい。

問４
 あなたが理想と考える
体重

あなたの身長で、あなたが理想
と考える体重はどれくらいです
か

体重（百・十・一の位） 変更

問５
 ふだん（平日）の睡眠
時間

削除

問５  喫煙状況 ★

吸ったことがない/過去に吸った
ことがあるが、この1か月間は
吸っていない/この1か月間で吸っ
たことがある

問６  喫煙状況
あなたは、たばこを吸ったこと
がありますか

吸ったことがない/過去に吸った
ことがあるが、この1か月間は
吸っていない/この1か月で吸っ
た（　）日、1日平均（　）本

変更

問７
 喫煙が危険因子になる
認知度

たばこを吸うと、身体に悪い影
響があると思いますか

悪い影響があるとは思わない/多
少悪い影響があると思うが、大
したことはないと思う/悪い影響
があると思う/わからない

削除

問６
 受動喫煙の機会がある
か

いる→問７へ/いない→問８へ 問８
 受動喫煙の機会がある
か

あなたが一緒に生活している人
（同居の人）の中で、たばこを
吸う人はいますか

父/母/その他(具体的に：　　）
/吸う人はいない

変更

問７
 自宅屋内が喫煙可能か
否か

あなたの自宅（屋内）における
たばこのルールについて、最も
近いのはどちらですか。

自宅内はたばこが吸える場所であ
る/自宅内はたばこが吸えない場
所である/わからない

追加

問８  アルコール摂取頻度 ★ 問９  アルコール摂取頻度

あなたは、アルコールを飲んだ
ことがありますか（アルコール
とは、ビール、日本酒、ワイ
ン、チューハイ、カクテルなど
をいいます）

飲んだことがない/過去にのんだ
ことがあるが、この1か月はのん
でいない/この1か月で飲んだ
（）日

現状

問10
 アルコールが危険因子
になる認知度

未成年者がお酒を飲むと、身体
に悪い影響があると思います
か。

削除

令和４年度調査項目（案）　★は評価項目 平成28年度　調査項目
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大阪市健康局では、市民の皆さんがいつまでも健康でいられるように、さまざまな健康づく

りを進めています。 

今後の取り組みの参考にするため、中学２年生および高校 2年生の皆さまにアンケートを実

施しますので、ご協力お願いします。 

令和４年〇月 大阪市 

 《 調査票の記入にあたって 》 

 １．このアンケート調査は無記名式です。お名前を記載していただく必要はありません。 

２．アンケート調査の結果は、統計的に処理を行いますので、あなたのお名前や回答の内容、 

  学校名などが公表されることはありません。 

 ３．ご記入は、黒の鉛筆またはボールペンでお願いします。 

 ４．お答えは、あてはまる番号に○印をつける、または（  ）内に数字をご記入ください。 

   「その他」を選択された場合は、（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

 【問３・問４】記入例  

 

 

 

 ５．ご記入いただいた調査票は、所定の封筒に入れ封をして、担任の先生に提出してください。 

 

 

 

アンケート調査の結果については、大阪市ホームページ上で公表させていただきます。 

このアンケート調査についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

【問合せ先】 

大阪市健康局 健康推進部 健康づくり課（健康づくりグループ） 

         〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０ 

                電話：06-6208-9961 FAX：06-6202-6967 

裏面にアンケートがあります。 

すこやか大阪 21 

健康づくりアンケート（中高生対象） 

 

    

身長１６５cmの場合 

百の位 0 1 

十の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

一の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

体重 ５９㎏の場合 

百の位 0 1 

十の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

一の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

資料９ 
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【問１】あなたの性別をお答えください。【○は１つ】 

  
１ 男性    ２ 女性    ３ その他・答えたくない 

 

【問２】あなたは、ふだん朝食を食べていますか。【○は１つ】 

１ ほとんど毎日食べる       ２ 週に４～５日食べる 

３ 週に２～３日食べる       ４ 週に１日程度食べる 

５ ほとんど食べない 

 

【問３】あなたの身長、体重をお答えください。 

身長（cm）                                        体重（kg） 

 

 

 

 

【問４】あなたの身長で、あなたが理想と考える体重はどれぐらいですか。 

あなたが思う理想体重（kg） ※適正体重ではなく、「こうなりたい」という体重を書いてください。 

 

 

 

【【問５】あなたは、たばこを吸ったことがありますか。 【○は１つ】 

１ 吸ったことがない       ２ 過去に吸ったことがあるが、この1か月間は吸っていない 

３ この1か月間で吸った 

 

【問６】あなたが一緒に生活している人（同居の人）の中で、たばこを吸う人はいますか。【○は１つ】 

 

１ いる ⇒ 問７へ       ２ いない ⇒問８へ 

 

【問７】あなたの自宅（屋内）におけるたばこのルールについて、最も近いのはどちらですか。 

【○は１つ】 

１ 自宅内はたばこが吸える場所がある   ２ 自宅内はたばこが吸えない場所である。 

３ わからない 

 

【問８】あなたは、アルコールを飲んだことがありますか。（アルコールとは、ビール、日本酒、ワイン、 

チューハイ、カクテルなどをいいます。）【○は１つ】 

１ 飲んだことがない               ２ 過去に飲んだことがあるが、この1か月間は飲んでいない 

３ この1か月間で飲んだ 

 

 

 

 

百の位 0  1  2 

十の位 0  1  2   3   4   5   6   7   8   9 

一の位 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

ご協力ありがとうございました。 

百の位 0  1 

十の位 0  1  2   3   4   5   6   7   8   9 

一の位 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

百の位 0  1 

十の位 0  1  2   3   4   5   6   7   8   9 

一の位 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
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すこやか大阪推進検討会議設置要領 

 

（設置の目的） 

第１条 健康都市大阪の実現に向けて、関係区・局の緊密な連携・協力を確保し、大阪市健康増

進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（以下、「計画」という。）を推進するため、「すこ

やか大阪推進検討会議」（以下、「検討会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討会議は計画の推進に必要な事項について協議を行う。 

 

（組 織） 

第３条 検討会議は別表のとおり座長及び委員をもって構成する。座長は必要があると認める者

を委員に追加することができる。 

 

（運 営） 

第４条 座長は、検討会議を招集し、これを主宰する。 

 

（ワーキングチームの設置） 

第５条 計画推進にあたり、区・局横断的な課題の解消に向け必要な検討を実施するため、検討

会議はワーキングチームを設置することができる。 

 ２ ワーキングチームの検討内容、設置期間及び構成員は検討会議でこれを定める。 

 ３ ワーキングチームで検討した事項については、検討会議での承認を要する。 

 

（庶 務） 

第６条 検討会議及びワーキングチームの事務局は健康局健康推進部健康づくり課に置く。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年７月１１日から施行する。 

この要領は、平成２６年７月１日から施行する。 

この要領は、平成２７年５月１８日から施行する。 

この要領は、平成２８年４月２５日から施行する。 

この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

この要領は、令和２年２月１日から施行する。 

この要領は、令和３年２月２２日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年 12月 28日から施行する。 

 

参考資料１

１ 
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別表 

 

 
すこやか大阪推進検討会議 委員 

 
座 長  健康局健康推進部長 

 
健康局医務監 
 
健康局保健医療企画室長 

 
健康局健康推進部健康施策課長 

 
健康局健康推進部保健主幹（保健師） 

 
       健康局健康推進部健康づくり課長 
 

健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長 
 
       健康局健康推進部生活習慣病担当医務主幹 
 

健康局健康推進部保健主幹（栄養士） 
 

こころの健康センター精神保健医療担当課長 
 

保健所長 
 

保健所管理課長 
 

保健所保健医療対策課長 
 

保健業務主管課長会幹事 
 

保健業務主管課長会幹事 
 

保健業務主管課長会幹事 
 

区役所保健(副)主幹又は担当係長（保健師） 
 

福祉局生活福祉部国保保健事業担当課長 
 

福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長 
 

こども青少年局子育て支援部管理課長 
 

教育委員会事務局指導部保健体育担当課長 
 

経済戦略局スポーツ部スポーツ課長 
 

 



令和３年度

所属 氏名 備考

此花区　保健福祉課担当係長（保健師） 片山　佳子

大正区　保健担当課長代理 竹田 　新一

鶴見区　子育て支援・保健担当課長 浅田　加津子

東住吉区　保健担当課長代理 北山 　優子

経済戦略局　スポーツ部　スポーツ課長 久田　和伸

福祉局　生活福祉部　国保保健事業担当課長 村上　智生

福祉局　高齢者施策部　認知症施策担当課長 青木　理恵

健康局　健康推進部長（座長） 川勝　洋一

健康局　保健医療企画室長 廣川　秀徹

健康局　健康推進部　健康施策課長 片桐　幹雄

健康局　健康推進部　保健主幹（保健師） 松本　珠実

健康局　健康推進部　健康づくり課長 田中　明子

健康局　健康推進部　受動喫煙防止対策担当課長 岡村　祐子

健康局　健康推進部生活習慣病担当医務主幹 岡田　めぐみ

健康局　健康推進部　保健主幹（栄養士） 貴田　利秋

健康局　こころの健康センター　精神保健医療担当課長 前田　年昭

健康局　保健所長 吉田　英樹

健康局　保健所　管理課長 内田　弘之

健康局　保健所　保健医療対策課長 森　　広樹

こども青少年局　子育て支援部　管理課長 瑞慶覧　　薫

教育委員会事務局　指導部　保健体育担当課長 三嶋　賢慶

すこやか大阪推進検討会議　委員名簿

参考資料２
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すこやか大阪２１（第２次後期）推進体制 

【平成 30年度～令和５年度】 

　　

福祉局

報告 意見

課題検討

（関係課内）

・必要時意見聴取

・検討結果の報告

指示・報告

委員の参画・課題提起 等

・必要時意見聴取

・検討結果の報告

・課題提起 等

指示報告

地域職域保健

実務者会議 すこやか大阪推進検討会議

意見・報告

すこやか大阪推進ワーキング

・ 重点分野の取り組みの推進（ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ）

・ 地域特性に応じた健康づくりの推進

【行政】（地域保健）

教育委員会

事務局

こども

青少年局
区役所健康局

【地域】

【市民・家庭】

教育機関

（学校保健）

各種団体※

医療保険者

地域保健医療機関※

すこやか

パートナー

企業・事業所

（職域保健）

・「働き世代」の健康づくり

の取り組み推進

すこやか大阪２１(第２次後期)推進会議

経済戦略局
その他

関係局

※医療機関・薬局等 ※地域団体・NPO等
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すこやか大阪２１（第２次後期）推進会議開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市民の生涯を通した健康の実現を目指し、市民一人ひとりの主体的な健康づくり活

動を関係機関、関係団体、行政等が協働して支援し、大阪市健康増進計画「すこやか

大阪２１（第２次後期）」を推進するため、次の事項について意見を聴取することを

目的として、すこやか大阪２１（第２次後期）推進会議（以下「会議」という。）を

開催する。 

(1) 「すこやか大阪２１（第２次後期）」の普及啓発に関すること 

(2) 「すこやか大阪２１（第２次後期）」の支援体制に関すること 

(3) 地域・職域連携の推進に関すること 

(4) その他「すこやか大阪２１（第２次後期）」の推進に関すること 

（会議の委員） 

第２条 会議の委員は、学識経験者、医療関係者、保健関係者、公募により選考された市民

その他健康局長が適当と認める者のうちから健康局長が委嘱（委託）する。 

２ 前項に掲げる公募の方法は、別に定める。 

（座長） 

第３条 会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。 

（開催期間） 

第４条  会議は、「すこやか大阪２１（第２次後期）」の計画期間中開催する。 

（施行の細目） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、健康局長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年３月１５日から施行する。 
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（令和４年２月現在）

役職 氏名

独立行政法人　労働者健康安全機構
大阪産業保健総合支援センター　副所長

浅田　雅彦

一般社団法人　大阪府歯科医師会副会長 市原　聡

大阪市立大学　名誉教授 稲葉　雅章

市民委員 加藤　年美

大阪市地域女性団体協議会副会長 喜多村　操

健康保険組合連合会　大阪連合会　事務局長補佐 北𠮷　舞

市民委員 栗山　道子

一般社団法人　大阪府医師会理事 澤井　貞子

一般社団法人　大阪府薬剤師会常務理事 杉本　幸枝

大阪市地域振興会副会長 髙岡　祥介

公益社団法人　大阪府看護協会会長 高橋　弘枝

豊川産業医事務所所長 豊川　彰博

公益社団法人　大阪府栄養士会副会長 中野　忠雄

大阪市学校保健会副会長 西本　達哉

大阪市食生活改善推進員協議会会長 浜谷　美由紀

近畿大学名誉教授
和泉市立総合医療センター名誉総長

福岡　正博

大阪市立大学大学院医学研究科教授（公衆衛生学） 福島　若葉

大阪市健康づくり推進協議会会長 藤本　八重子

大阪市立大学大学院看護学研究科教授（精神看護学） 松田　光信

大阪府国民健康保険団体連合会　審査部長 吉内　則之

( 50音順 )

すこやか大阪２１（第２次後期）推進会議　委員名簿
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