
 

 

 

「かすがい健康プラン２１」 

改定に伴うアンケート調査 
ご協力のお願い 

（乳幼児の保護者用） 
 

 

 

春日井市では、すべての市民が、健康でこころ豊かに生活できる社会の実

現をめざし、「かすがい健康プラン２１」を推進しています。 

来年度、10 か年計画である「かすがい健康プラン２１」の中間見直しを行

います。 

そこで、見直しにあたり、社会的背景の変化などに伴う新たな課題への対

応のため、本市にお住まいの皆様の健康観や生活習慣など、健康に関するア

ンケート調査を実施し、見直しの基礎資料とさせていただきます。 

なお、このアンケートは無記名であり、結果は全て統計的に処理されます

ので、個人の回答内容がもれたり、他の目的に使用するようなことはありま

せん。ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成 21 年 1 月 

春日井市 健康福祉部健康推進課 

 

 

 

・氏名を記入する必要はありません。 

・答えは、記入欄の該当する番号を、○で囲んでください。また、記入す

るものについては、（   ）内に記入してください。 

・ご記入いただいたアンケートは、教室・健診会場の職員にお渡しくだ

さい。 

【記入にあたってのお願い】
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■お子さん（本人）についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

問１ 本日はどちらの健診または、教室に来ましたか。 

１．１歳６か月児健診   ２．３歳児健診 

３．モグモグ教室    ４．食育のすすめ教室 

 

問２ お子さんの性別はどちらですか。 

１．男     ２．女 

 

問３ お子さんは第何子ですか。 

第（    ）子 

 

問４ 妊娠がわかった時の気持ちはいかがでしたか。（ひとつに○） 保健 

１．非常にうれしかった   ２．うれしかった 

３．どちらでもない   ４．あまりうれしくなかった 

５．うれしくなかった   ６．その他（            ） 

 

問５ 日中の主な保育者はだれですか。（ひとつに○） 

１．母親   ２．父親   ３．祖母 

４．祖父   ５．保育園・幼稚園  ６．その他（     ） 

 

問６ あなたは、あなたと今日来られたお子さんとの関係をお答えください。 

（ひとつに○） 

新規 

１．父     ２．母 

３．祖父母    ４．その他（具体的に：        ） 

 

問７ あなたからみて、家族構成はどのようになっていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．父     ２．母 

３．夫     ４．妻 

５．子ども    ６．祖父母 

７．その他（具体的に：                           ） 
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地区別町名一覧表 

１：春日井地区  ３：勝川地区  ６：鷹来地区  ８：高蔵寺地区 

稲口町  旭町  岩野町  大留町 

春日井上ノ町  柏原町  牛山町  木附町 

春日井町  柏井町  大手田酉町  気噴町 

黒鉾町  勝川新町  大手町  高蔵寺町 

下屋敷町  勝川町  上田楽町  庄名町 

新開町  神明町  鷹来町  白山町 

宗法町  惣中町  田楽町  高座町 

高山町  追進町  町屋町  玉野町 

中町  角崎町  桃山町  出川町 

西高山町  天神町    外之原町 

西屋町  長塚町  ７：東部地区  東神明町 

如意申町  八幡町  浅山町  不二ガ丘 

前並町  八光町  穴橋町  不二町 

宮町  松新町  梅ヶ坪町  細野町 

四ツ家町  御幸町  小木田町  松本町 

  妙慶町  乙輪町  玉野台 

２：味美地区  大和通  金ヶ口町   

味美上ノ町  若草通  菅大臣町  ９：坂下地区 

味美町    北城町  明知町 

味美西本町  ４：南部地区  貴船町  上野町 

味美白山町  愛知町  熊野町  内津町 

上ノ町  杁ヶ島町  桜佐町  神屋町 

知多町  王子町  篠木町  西尾町 

中新町  小野町  下市場町  坂下町 

中野町  下条町  下原町  廻間町 

西本町  篠田町  十三塚町   

花長町  下津町  神領町  10:ニュータウン地区

二子町  上条町  関田町  石尾台 

南花長町  町田町  大泉寺町  岩成台 

美濃町  中切町  中央通  押沢台 

  細木町  西山町  高座台 

  松河戸町  林島町  高森台 

  森山田町  東野新町  中央台 

  弥生町  東野町  藤山台 

    東山町   

  ５：中部地区  堀ノ内町   

  朝宮町  割塚町   

  ことぶき町     

  月見町     

  鳥居松町     

  春見町     

  瑞穂通     

  南下原町     

  八事町     

  六軒屋町     

  八田町     
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問８ どちらの地区にお住まいですか。前頁にある地区別町名一覧表を参照して、あて

はまる番号に○をつけてください。 

１．春日井地区  ２．味美地区   ３．勝川地区 

４．南部地区  ５．中部地区   ６．鷹来地区 

７．東部地区  ８．高蔵寺地区  ９．坂下地区 

10．ニュータウン地区 

 

問９ お子さんは、おやつにどのようなものを食べますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

保健 

１．手作りのおやつ  ２．スナック菓子  ３．牛乳 

４．くだもの   ５．甘いもの（ケーキ、チョコレート、まんじゅうなど） 

６．ジュース類   ７．ファーストフード 

８．その他（具体的に：                           ） 

９．食べない 

 

問 10 お子さんは、週にどのくらい甘いおやつを食べますか。（ひとつに○） 

「１．ほとんど毎日食べる」と答えた方は、１日に何回食べるか記入してください。 

１．ほとんど毎日食べる  （    ）回／日 

２．週４～５日食べる 

３．週２～３日食べる   ４．ほとんど食べない 

 

問 11 お子さんは、週にどのくらい甘い飲み物を１日 200ml 以上飲みますか。 

（ひとつに○） 

１．ほとんど毎日飲む   ２．週４～５日飲む 

３．週２～３日飲む   ４．ほとんど飲まない 

 

 

■ 栄養・食生活についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

問 12 お子さんは、朝食を食べていますか。（ひとつに○） 

１．ほとんど毎日食べる   ２．週４～５日食べる 

３．週２～３日食べる   ４．ほとんど食べない 

 

問 13 外食（持ち帰り弁当や出前を含みます）や買って来たおかず・インスタント食品

で食事をしますか。（ひとつに○） 

保健 

１．ほとんど毎日   ２．週に２～３回  ３．月に５～６回 

４．月に１回以下   ５．ほとんどない 
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問 14 食事のメニューについてはどのようなお考えですか。（ひとつに○） 保健 

１．子どもの好きなメニューが中心になる 

２．大人のメニューに合わせる  ３．栄養のバランスを第一に考えている 

４．その他（具体的に：                           ） 

 

問 15 お子さんをひとりで食事させることがありますか。（ひとつに○） 

１．毎日ひとりで食べさせる  ２．週４～５回ある 

３．週２～３回ある   ４．たまにある 

５．ない 

 

問 16 お子さんの夕食は、何時ですか。 

（      ）時頃 

 

■ お子さんの育児についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

問 17 今まで育児の中で危ない事でヒヤッとした経験がありますか。（ひとつに○） 

１．ある    ２．ない  ３．どちらともいえない 

 

問 18 お子さんの前でたばこを吸う人がいますか。 

１．いる    ２．いない 

 

問 19 ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がありますか。（ひとつに○） 

１．よくある   ２．時々ある 

３．あまりない   ４．全くない 

 

問 20 子育てが嫌になることがありますか。（ひとつに○） 

１．よくある   ２．時々ある 

３．あまりない   ４．全くない 

 

問 21 お子さんに対して、自分を含め、家族の誰かがどなったり・たたいたり・無視し

たりしてしまうことがありますか。（ひとつに○） 

１．よくある   ２．時々ある 

３．あまりない   ４．全くない 
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問 22 あなたは子育てに悩みや不安がありますか。 

１．はい    ２．いいえ 

 

問 22 で「１．はい」とお答えの方は、以下の質問にお答えください。 

問 22-１ それはどんなことやどんな時ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．しつけ ２．接し方・遊び方 ３．発育・発達 ４．食事 

５．排泄  ６．病気  ７．兄弟姉妹関係 

８．お子さんが自分になつかないこと ９．お子さんをかわいく思えないこと 

10．自分が病気のとき   11．自分のやりたいことができないこと 

12．お子さんと接する時間が十分にもてないこと 

13．自分以外の家族との育児方針の違い 

14．自分以外の家族の育児協力が少ないこと 

15．その他（具体的に：                           ） 

 
 

問 23 子育てで困ったとき相談する人がいますか。 

１．はい    ２．いいえ 

 
 

■ お子さんの健康についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

問 24 かかりつけの小児科医がありますか。 

１．はい    ２．いいえ 

 

問 25 休日・夜間の小児救急医療機関や休日・夜間急病診療所を知っていますか。 保健 

１．知っている   ２．知らない 

 

問 26 市の乳幼児健診について満足していますか。（ひとつに○） 

１．はい    ２．いいえ  ３．どちらともいえない 

 

問 26 で｢２．いいえ｣とお答えの方は、具体的にお書きください。 
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問 27 春日井市の予防接種の内容や接種時期を知っていますか。（ひとつに○） 新規 

１．知っている   ２．知らない  ３．どちらともいえない 

 

問 27 で｢１．知っている｣とお答えの方は、以下の質問にお答えください。 

問 27-１ 何で知りましたか。（ひとつに○） 

１．予防接種と子どもの健康（冊子） 

２．広報春日井  ３．その他（具体的に：               ） 

 

新規 

問 28 予防接種を受けていますか、または過去に受けましたか。（ひとつに○） 新規 

１．すべて受けた 

２．受けていないものもある  ３．まったく受けていない 

 

問 28 で｢２．｣、「３．」とお答えの方は、以下の質問にお答えください。 

問 28-１ それはなぜですか。（ひとつに○） 

１ 特に受ける必要はないと思った ２ 忙しくて時間がなかった 

３ 受ける場所や方法がわからなかった ３ 発熱などによって接種が不適当だった 

５ その他（具体的に：                       ） 

新規 

 

問 29 歯みがきはいつしますか。（あてはまるものすべてに○） 保健 

１．朝食前   ２．朝食後   ３．昼食後 

４．夕食後   ５．間食後   ６．寝る前 

７．その他   ８．みがかない 

 

問 30 フッ化物（フッ素）入り歯みがき粉を使用していますか。 保健 

１．はい    ２．いいえ 

 

問 31 毎日親が歯の仕上げみがきをしますか。 

１．はい    ２．いいえ 

 
 

■ 生活習慣についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

問 32 お子さんが朝起きる時間は、何時頃ですか。（ひとつに○） 

１．午前７時前  ２．午前７時～８時  ３．午前８時～９時 

４．午前９時～１０時 ５．午前１０時以降 
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問 33 お子さんが夜寝る時間は、何時頃ですか。（ひとつに○） 

１．午後８時前  ２．午後８時～９時  ３．午後９時～１０時 

４．午後１０時～１１時 ５．午後１１時～午前０時 ６．午前０時以降 

 

問 34 お子さんがテレビ・ビデオ・ゲームを見る時間は、1日に何時間ですか。 

（    ）時間／日 

 

問 35 お子さんが外で遊ぶ時間は、1日に何時間ですか。（園での生活を含む） 

（    ）時間／日 

 

問 36 健康づくりのため、食事に関心をもっていますか。 

１．はい     ２．いいえ 

 

問 37 食生活指針を実際の行動に結び付けるものとして、食事の望ましい組合せやおお

よその量をわかりやすくイラストで示した「食事バランスガイド」を国が策定しま

した。あなたは、コマ型の「食事バランスガイド」を見たことがありますか。 

１．見たことがある 

２．見たことがない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規 

新規 

※「食事バランスガイド」 

問 37 で「１．見たことがある」とお答えの方は、以下の質問にお答えください。 

問 37-１ あなたは、「食事バランスガイド」をメニューの参考にしていますか。 

（ひとつに○） 

１．参考にしている   ２．ある程度参考にしている 

３．あまり参考にしていない  ４．全く参考にしていない 

 

新規 
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問 38 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）について知っていますか。 

（ひとつに○） 

１．内容を知っている  ２．言葉を聞いたことはあるが内容は知らない 

３．知らない 

 

問 39 近年「食育」という言葉がよく使われますが、「食育」という言葉やその意味を

知っていますか。（ひとつに○） 

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 

３．言葉も意味も知らない 

 

問 40 睡眠は十分とれていますか。 

１．はい    ２．いいえ 

 

問 41 現在、就業していますか。 

１．はい（産休、育休中の人も含む） 

２．いいえ 

保健 

保健 

新規 

新規 

 

問 41 で「１．はい」とお答えいただいた方は、次にお答えください。 

問 41-１ １日の平均就業時間はどれくらいですか。 保健 

（     ）時間 

 
 

問 42 自分なりのストレス解消方法はありますか。 保健 

１．はい    ２．いいえ 

 

問 43 悩みや相談をうちあけられる方はいますか。（ひとつに○） 保健 

１．いる    ２．いない   ３．わからない 

４．その他（具体的に：                           ） 
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問 44 趣味はありますか。 新規 

１．ある（具体的に：                           ） 

２．ない 

 

問 45 あなたはたばこを吸いますか。（ひとつに○） 保健 

１．吸う    ２．吸わない  ３．吸っていたがやめた 

 

問 46 父親は子どもとよく遊んでいますか。（ひとつに○） 

１．よく遊ぶ   ２．時々遊ぶ 

３．遊ばない   ４．該当する人がいない 

 

問 47 父親は育児、家事に協力してくれますか。（ひとつに○） 

１．協力している   ２．時々している 

３．協力していない  ４．該当する人がいない 

 

問 48 母子健康手帳にのせて欲しい情報は、何ですか。 

自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

問 49 子育てをしていて、社会に何を求めますか。 

自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

■ 「かすがい健康プラン２１」についてお聞きします。■■■■■■■■■■■■■■ 
 

問 50 あなたは「かすがい健康プラン２１」を知っていますか。（ひとつに○） 新規 

１．内容を知っている  ２．聞いたことがある 

３．まったく知らない 
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問 51 あなたにとって「健康な生活」とは何ですか。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ご協力ありがとうございました 
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目標を決めて取り組みましょう 

７つの健康づくり目標項目 
 

◆栄養・食生活 

・朝食をきちんと食べましょう 

・脂っこい食べ物を控えましょう 

・野菜を多く取るよう心掛けましょう 

 

◆身体活動・運動 

・運動習慣を身に付けましょう 

・一緒に運動する友達をつくりましょう 

 

◆休養・心の健康づくり 

・ゆとりを持った生活づくりを心掛けましょう 

・仲間と楽しめる趣味を見つけましょう 

・相談相手を見つけましょう 

 

◆たばこ 

・家庭や職場、公共の場では、分煙・禁煙に取り組みましょう 

・喫煙が体に及ぼす影響について知りましょう 

・妊娠中や授乳期は禁煙しましょう 

 

◆アルコール 

・未成年者の飲酒を容認しないようにしましょう 

・週に 2 日は休肝日にしましょう 

・多量の飲酒による体への影響を知りましょう 

 

◆歯の健康 

・必要に応じて歯間ブラシ・糸ようじを使いましょう 

・かかりつけの歯科医師による定期健診を受けましょう 

・7021（8020）を目指しましょう 

・7021（8020）…70 歳以上で 21 本以上（80 歳以上で 20 本以上） 

自分の歯であることを目指す歯の健康づくり運動 

 

◆生活習慣病（糖尿病・循環器疾患・がん） 

・自分の適正体重の維持に努めましょう 

・かかりつけの医師・薬局を持ち、気軽に相談をしましょう 

・早期発見・治療に向けて、定期健診を受けましょう 
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