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１ 調査の目的と概要 

１ 調査の目的 

 調布市では，平成 24年度に策定した「調布市民健康づくりプラン（第２次）」（平成 25年度～

平成 29 年度）および「調布市食育推進基本計画（第２次）」（平成 25 年度～平成 29 年度）のも

と，市民の健康づくりや食育の推進に取り組んでいる。この計画の中で掲げた目標値に対する達

成度を測るとともに，平成 30 年度を初年度とする新たな期間についての計画改定の基礎資料と

するため，市民の健康や食に関する意識・実態を把握することを目的としてアンケート調査を実

施した。 

 

 

２ 調査の位置付け 

 各計画の計画期間は以下の図表のとおりである。計画策定時または改定時には市民を対象とし

た意識調査によって市民の実態を把握しており，これまでに３回の調査を実施している。 

 

各計画の計画期間の図表を掲載しています。 

 

第１回調査は，平成 15年に実施した。「調布市民健康づくりプラン」策定のための調査である。 

第２回調査は，平成 20年に実施した。「調布市食育推進基本計画」策定のための調査である。 

第３回調査は，平成 23 年に実施した。この調査から両計画策定のための調査を一本化し，「調布市民健康づくりプラン（第２次）」

および「調布市食育推進計画（第２次）」策定のための調査を兼ねている。調査結果の比較においては「前回調査」と記

載する。 

今回実施したのは，第４回となる調査。今回も「調布市民健康づくりプラン（第３次）」および「調布市食育推進計画（第３次）」策

定のための調査を兼ねている。調査結果の比較においては「今回調査」と記載する。 

 

 

 今回は第４回の調査であり，第３回と同様，「調布市健康づくり推進プラン（第３次）」（平成

30年度～平成 34年度）および「調布市食育推進基本計画（第３次）」（平成 30年度～平成 34年

度）策定のための調査として実施している。 
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３ 調査方法と期間 

 （１）調査期間 

 ・平成 28年 10月 5日（水）から，10月 21日（金） 

 

 （２）調査対象者 

 ・成人調査住民基本台帳から，無作為抽出による 20歳以上の市民 

 ・未成年調査住民基本台帳から，無作為抽出による中学生・高校生年代の市民 

 

 （３）発送・回収方法 

 ・郵送配布・郵送回収 

 ・10月 14日（金）に全対象者に礼状兼督促状を送付 

 

 

４ 発送数と回収数 

成人調査，発送数 4,000件，宛先不明 26件，有効回収数 1,844件，有効回収率 46.4％ 

未成年調査，発送数 600件，宛先不明 3件，有効回収数 227件，有効回収率 38.0％ 

調査計，発送数 4,600件，宛先不明 29件，有効回収数 2,071件，有効回収率 45.3％ 
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２ 調査結果の概要 

１ 回答者属性の比較 

 今年度の調査は，平成 23 年に実施した第３回調査（前回調査）と同様，調布市の人口構成に

合わせて，調査対象となる年代の市民から無作為に抽出した。以下のグラフは，前回調査と今回

調査の回答者構成を比較したものである。 

 

成人調査および未成年調査の前回調査と今回調査の回答者構成比のグラフを掲載しています。 

 

 第２回調査（平成 20 年実施，調布市食育推進基本計画策定のための調査）と第３回調査（平

成 23 年実施，前回調査）では，調査対象者の構成が大きく異なっていたことから，年齢構成比

を合わせるために，第３回調査の結果について一部補正集計を行っていた。そのため「調布市食

育推進基本計画（第２次）」では，補正後の値を成果指標としている項目がある。 

今回実施した第４回調査と第３回調査を比較すると，70歳代以上の回答者の割合が前回よりも

やや高いが，調布市の人口に占める高齢者の割合は，第３回調査実施時よりも高くなっているこ

とから,現在の人口構成を反映しているものとみなし，今回は補正集計を行わないこととする。

以降のページに示す結果は，全て補正をしていない値である。また，それに伴い，「調布市食育

推進基本計画（第２次）」の成果指標も補正をしない値に変更し，現行計画に掲載している値は

参考値として併記する。 
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２ 調査結果概要 健康づくりプラン 

「調布市民健康づくりプラン（第２次）」における成果指標の推移，および関連する項目の調査

結果は以下のとおりである。 

これ以降のページでは，「調布市民健康づくりプラン（第２次）」における，成果指標に関連する

項目の調査結果毎のグラフを掲載しています。 

 

（１）目標１ 幼少の頃から培う生活習慣  

①喫煙経験のない子どもの割合 

喫煙経験のない子どもは前回と同程度の割合で推移。 

平成 23年度現状値 中高生 97.9％ 
   平成 28年度目標値 中高生 100.0％ 

調査結果 

中高生 99.1％ 

（前回調査より＋1.2 ポイン

ト） 

   

成果 同水準    

 喫煙経験のない子どもの割合は 99.1％で，前回調査と同程度の割合で推移している。なお，今

回調査においては「吸ったことはあるが今はない」，「ときどき吸っている」，「よく吸う」と回答

した人はいなかった。 
 

 

 

 

未成年は家庭で，成人は飲食店・職場での受動喫煙の機会が多い。 

 成人，未成年ともに，受動喫煙の機会があるのは４割前後である。未成年は家庭で，成人は飲

食店や職場での受動喫煙が多い。また，屋外での受動喫煙も１割程度となっている。 
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②飲酒経験のない子どもの割合  

目標値には届かなかったものの，飲酒経験のない子どもは増加傾向。 

平成 23年度現状値 中高生 72.0％ 
   

平成 28年度目標値 中高生 100.0％ 

調査結果 中高生 78.9％ 

（前回調査より＋6.9 ポイン

ト） 

   

成果 上がっている    

 飲酒経験のない子どもの割合は 78.9％で，前回調査よりも 6.9 ポイント上昇した。「たまに飲

むことがある」割合は 3.7ポイント低下している。 
  

 

 

③朝食を食べている子どもの割合  

朝食を食べている子どもの割合は前回と同程度の割合で，９割強。 

平成 23年度現状値 中高生 92.9％ 
   

平成 28年度目標値 中高生 上げる 

調査結果 中高生 94.7％ 

（前回調査より＋1.8 ポイン

ト） 

   

成果 同水準    

 朝食を食べている子どもの割合は 94.7％で，前回調査と同程度の割合で推移している。 

 

 

④運動やスポーツをしている子どもの割合  

運動やスポーツをしている子どもの割合は前回調査時と同程度。 

平成 23年度現状値 中高生 75.3％ 
   

平成 28年度目標値 中高生 上げる 

調査結果 中高生 75.4％ 

（前回調査より＋0.1 ポイン

ト） 

   

成果 同水準    

学校の体育以外に体を動かす機会がある子どもの割合は 75.4％で，前回調査と同程度の割合で

推移している。 
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（２）目標２ 家族・地域力アップ     

 

①家族間での教育機会（携帯電話の使用ルール有無）  

携帯電話・スマートフォン所持率は増加。使用ルールを定めない家庭も増加している。 

平成 23年度現状値 使用ルールのある中高生 78.1％ 
   

平成 28年度目標値 使用ルールのある中高生 上げる 

調査結果 使用ルールのある中高生 69.0％ 

（前回調査より-9.1ポイント） 

   

成果 下がっている    

 携帯電話やスマートフォンの所持率は 89.4％で，前回調査よりも大幅に上昇している。 

 

  

一方，所持者の携帯電話・スマートフォンの利用に関しては，家族との「ルールがある」割合

は 69.0％で，前回調査から 9.1ポイント低下した。 

最も低下したのはインターネットの利用に関するルールで，前回調査時よりもスマートフォン

が普及したこと，ＳＮＳの利用者が増加したことなどが背景にあると思われる。全体的にルール

を定めている割合は低下しているが，その中で使用時間についてのルールを定めている割合は上

昇が見られる。なお，回答者の一日あたりの平均使用時間は 2.8時間であった。 
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②家族と一緒に食事をする子どもの割合  

９割の子どもは家族と一緒に夕食を食べている。 

平成 23年度現状値 中高生 88.7％ 
   平成 28年度目標値 中高生 上げる 

調査結果 中高生 90.7％ 

（前回調査より＋2.0 ポイン

ト） 

   

成果 同水準    

 ここでいう「食事」は夕食を指し，夕食を家族と一緒に食べている子どもの割合である。 

 

 夕食を家族と一緒に食べている子どもの割合は 90.7％で，前回調査と同程度の割合で推移して

いる。 
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③家族に話すことでストレス解消できる人の割合  

家族と話すことでストレス解消ができている子どもの割合が低下傾向。 

平成 23年度現状値 
成人 29.9％ 

   
中高生 23.3％ 

平成 28年度目標値 
成人 上げる 

中高生 上げる 

調査結果 成人   30.7％（前回調査より

+0.8 ポイント） 

   

成果 同水準    

調査結果 中高生 18.5％（前回調査より

-4.8 ポイント） 

   

成果 下がっている    

家族に話すことでストレス解消ができている人の割合は，成人では 30.7％，未成年では 18.5％

である。成人は前回調査と同程度であるが，未成年では 4.8ポイント低下している。 

 

 

成人・未成年ともに，主なストレス解消方法は趣味での気分転換や友人との会話。 

成人の主なストレスの要因の上位５つは, 1位，仕事のこと（49.1％） ， 2 位，家族のこと

（42.0％）3位，健康・病気のこと（33.2％），4位，経済的なこと（30.0％），5位，人間関係の

こと（27.6％）。 

主なストレス解消方法の上位５つは，1位，趣味で気分転換をはかる（35.7％），2位，友人と話

す（メールも含む）（33.6％），3位，食事や買い物などで発散する（32.6％），4位，家族と話す

（メールも含む）（30.7％），5位，スポーツ、散歩など体を動かす（29.7％）。 

未成年の主なストレスの要因の上位５つは,1位，勉強のこと（69.6％），2位，学校のこと（52.4％）， 

3位，友人関係（37.5％），4位，将来のこと（36.9％），5位，自分の性格や容姿のこと（28.6％）。 

主なストレス解消方法の上位５つは, 1位，趣味で気分転換をはかる（50.0％），2位，友人と過

ごす・話す（メールも含む）（41.7％），3位，インターネットをする（32.7％），4位，スポーツ，

散歩など体を動かす（29.2％）,5位，よく睡眠をとる（27.4％）。 

 

 未成年は趣味での気分転換や友人と過ごす・話すことでストレス解消をしている割合が非常に

高い。 
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④気軽に話せる「家族」がいる子どもの割合 

７割の子どもは気軽に話せる「家族」がいる。 

平成 23年度現状値 中高生 70.3％ 
   

平成 28年度目標値 中高生 上げる 

調査結果 中高生 71.8％ 

（前回調査より＋1.5 ポイン

ト） 

   

成果 同水準    

ここでいう「家族」わ，父親，母親，きょうだいを指し，気軽に話せる相手としていずれかをあげた子

どもの割合である。 

 

 気軽に話せる「家族」がいる割合は 71.8％で，前回調査と同程度の割合で推移している。 

 

 

（３）目標３ まわりにいる人のこころのサインをキャッチ  

 

①ゲートキーパーの育成  

ゲートキーパーの認知率は成人・未成年ともに１割程度と低い。 

平成 23年度現状値 ゲートキーパー ０人 
   

平成 28年度目標値 ゲートキーパーを増やす 

調査結果と成果 （調査では未聴取）    

 今回調査では新たに「ゲートキーパーの認知」に関する問を設定した。指標ではないが，関連

する項目として結果を記載する。 

 ゲートキーパーについて「知っている」のは成人の 4.6％，未成年の 4.0％である。「言葉を聞

いたことはあるが，意味は知らない」まで合わせた認知率は，成人で 12.1％，未成年で 10.2％

にとどまっている。 
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②身近に相談できる誰かがいる人の割合 

男性 60歳代では，身近に相談できる人がいる割合が大きく上昇。 

平成 23年度現状値 
男性 50歳代  49.6％ 

男性 60歳代  44.7％ 
   

平成 28年度目標値 
男性 50歳代  上げる 

男性 60歳代  上げる 

調査結果 男性 50歳代  49.2％ 

（前回調査より-0.4 ポイ

ント） 

   

成果 同水準    

調査結果 男性 60歳代  53.8％ 

（前回調査より+9.1 ポイ

ント） 

   

成果 上がっている    

身近に相談できる人がいる割合は，男性 50 歳代で 49.2％，男性 60 歳代で 53.8％である。男

性 50歳代はほぼ横ばいとなっているが，男性 60歳代では前回よりも 9.1ポイントと大幅に上昇

した。 

 

 

 

  



11 

 

（４）目標４ こころの安定     

 

①ストレスを解消できている人の割合  

ストレスを解消できている人の割合は低下傾向。 

平成 23年度現状値 成人 63.7％ 
   

平成 28年度目標値 成人 上げる 

調査結果 成人 58.6％ 

（前回調査より-5.1ポイント） 

   

成果 下がっている    

 ストレスを解消できている人の割合（「解消できている」と「だいたい解消できている」の合

計）は 58.6％で，前回調査よりも 5.1ポイント低下した。 

 

 

 

 

②うつ傾向にあると自覚している人の割合 

心の健康状態がよい割合は，成人・未成年ともに８割程度。 

平成 23年度現状値 10.4％（国） 
   

平成 28年度目標値 9.9％ 

調査結果と成果 （調査では未聴取）    

 現状値は「健康日本 21（第２次）」で掲げる値である。関連する項目として，心の健康状態を

たずねた結果を記載する。 

成人では心の健康状態がよい（「よい」と「まあよい」の合計）割合は 78.5％，未成年では 83.7％

と，どちらも８割前後を占める。ただし，「よい」について見てみると，成人では 17.0％，未成

年では 34.8％と，成人の方が低い割合である。 
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（５）目標５ 上手な休養     

 

①睡眠による休養を十分取れている人の割合 

成人の睡眠充足度が低下傾向にあり，半数を下回る。 

平成 23年度現状値 
成人  52.5％ 

未成年 51.0％ 
   

平成 28年度目標値 
成人  上げる 

未成年 上げる 

調査結果 成人  47.7％（前回調査より

-4.8 ポイント） 

   

成果 下がっている    

調査結果 中高生 50.7％（前回調査より

-0.3 ポイント） 

   

成果 同水準    

 睡眠が充足している（「充足している」と「ほぼ充足している」の合計）は成人で 47.7％，未

成年で 50.7％である。前回調査と比べて未成年は同程度だが，成人では 4.8ポイント低下してお

り，睡眠による休息が十分に取れている人は減少している。 

 

 

 

（６）目標６ 生活習慣病予防     

 

①運動習慣者の割合（週２回以上）  

運動習慣がない人が増加傾向にある。 

平成 23年度現状値 成人 41.9％ 
   平成 28年度目標値 成人 上げる 

調査結果 成人 39.3％ 

（前回調査より-2.6ポイント） 

   

成果 下がっている    

 健康維持・増進のための運動習慣がある人は 59.6％である。週２回以上運動している人の割合

は 39.3％で，前回調査からやや低下している。また，「ほとんどしていない」割合が 4.6 ポイン

ト上昇しており，運動する習慣がある人自体が減少している。 
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②成人の喫煙率 

目標値には届かなかったものの，喫煙率は低下傾向にある。 

平成 23年度現状値 成人 16.1％ 
   

平成 28年度目標値 成人 8.1％ 

調査結果 成人 12.2％ 

（前回調査より-3.9ポイント） 

   

成果 下がっている    

 喫煙率（「吸っている」と「禁煙した期間はあるが，現在は吸っている」の合計）は,12.2％で，

目標値には届かなかったものの，前回調査よりも 3.9ポイント低下している。 

 

 

 

成人の喫煙率は減少傾向。 

 現在たばこを吸っている人は 12.2％で，男性の喫煙率が高い。 
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③定期的に歯科健診を受けている人の割合 

成人・未成年ともに，定期的な歯科健診受診者は増加。 

平成 23年度現状値 
成人 31.1％ 

中高生 21.8％ 
   

平成 28年度目標値 
成人  上げる 

中高生 上げる 

調査結果 成人  35.6％（前回調査より+4.5 ポ

イント） 

   

成果 上がっている    

調査結果 中高生30.8％（前回調査より+9.0ポ

イント） 

   

成果 上がっている    

 １年に１回以上定期的に歯科健診を受けている人は，成人で 35.6％，未成年で 30.8％で，前

回調査よりも向上している。 

 

 

９割前後の人は歯とこうくうの健康のために心がけていることがある。 

 成人では，しかんの清掃器具の使用や早めの受診，食後の歯みがき等を心がけている割合が高

い。 

 未成年ではフッ素入りの歯みがき剤の使用，食後の歯みがき，定期的な健診の受診等を，心が

けている割合が高い。 
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（７）その他の調査結果（健診受診状況） 

定期的な健診受診率は８割。若い世代で未受診者が多い。 

 定期的に健診を「受けている」人は 81.3％，「受けていない」人は 17.7％である。男女ともに

20・30歳代で受診率が低く，特に女性 20歳代では 41.1％が未受診となっている。 
 

  健診受診者（1,499 名）が受診した健診の種類は，「特定健診，後期高齢者健診」「胃がん検

診」「大腸がん検診」の割合が高い。 
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３ 調査結果概要 食育推進基本計画 

「調布市食育推進基本計画」における成果指標の推移は以下のとおりである。 

３ページに記載したとおり，「調布市食育推進基本計画（第２次）」の成果指標は補正をしない

値に変更し，現行計画に掲載している値は参考値として併記する。平成 29 年度に策定する「調

布市食育推進基本計画（第３次）」では，補正をしない値で成果指標の評価，また新たな成果指

標を検討するものである。 

なお，特に成人・未成年の記載がないものは，２つの調査を合算して算出した値である。 

 

 

（１）心の分野     

 

①食べ物を大事にしたい人の割合を上げる 

食べ物を大事にしたい人の割合は前回と同程度の６割。 

平成 23年度現状値 成人 64.0％ 
   

平成 28年度目標値 成人 上げる 

調査結果 成人 61.4％ 

（前回調査より-2.6ポイント） 

   

成果 同水準    

この問については前回調査からの新規の問であるため，現行計画記載の値についても補正を行っていない。 

 

 食べ物を大事にしたいと考えている人の割合は 61.4％で，前回と同程度の割合である。 
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食べ物を大事にする，主食・主菜・副菜を揃えて食べる，楽しく食事をすることを心がける人が多い。 

 ふだんの食事で心がけていることとしては「食べ物を大事にする」（61.4％），「主食・主菜・

副菜を揃えて食べる」（50.2％），「楽しく食事をする」（48.0％）をあげる人が多く，いずれの項

目も前回調査と同程度の割合である。また，「よく噛んで食べる」ことを心がけているのは 30.3％で，

こちらも前回調査と同程度の割合となっている。全体的に，男性よりも女性の方が心がけている割合

が高い。 

前回調査と比較すると，「行事食（おせちなど）で祝う」割合が約９ポイント上昇している。 
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②食事が楽しい人（夕食）の割合を上げる 

夕食を楽しいと感じている人の割合は，前回と同程度の７割。 

平成 23年度現状値 
71.2％ 

（現行計画値：71.1％） 
   

平成 28年度目標値 上げる 

調査結果 69.1％ 

（前回調査より-2.1ポイント） 

   

成果 同水準    

 夕食が楽しいと感じている人の割合は 69.1％で，前回調査と同程度の割合である。 

 

 

 

 

 

（２）体の分野     

 

①朝食の欠食者の割合を下げる 

１割の人は朝食を食べないことがある。 

平成 23年度現状値 
14.4％ 

（現行計画値：19.8％） 
   

平成 28年度目標値 下げる 

調査結果 12.6％ 

（前回調査より-1.8ポイント） 

   

成果 同水準    

 ここでいう朝食欠食者とは，朝食を「食べない」または「食べないことが多い」と回答した人を指し，

その合計割合である。 

 

 朝食を食べないことがある人の割合は 12.6％で，前回調査と同程度の割合である。 
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20・30歳代の若い世代で朝食の欠食が目立つ。 

 朝食を「ほぼ毎日食べる」人は 85.4％，欠食することがある割合は 13.6％である。若い世代

ほど欠食する割合が高く，20・30歳代では２割以上が欠食している。 

 

（３）技の分野     

①食の安全・安心に関する情報提供を望む人の割合を上げる 

食の安全・安心に関する情報提供を望む人は減少。 

平成 23年度現状値 
60.8％ 

（現行計画値：57.4％） 
   

平成 28年度目標値 上げる 

調査結果 51.8％ 

（前回調査より-9.0ポイント） 

   

成果 下がっている    

 食の安全・安心に関する情報提供を望む人の割合は 51.8％で，前回調査よりも 9.0ポイント低

下している（なお，前回調査は平成 23年 10月に実施をしており，同年３月に発生した東日本大

震災および原発事故による影響もあったものと思われる）。 
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②食事バランスガイドを参考にしている人，知っている人の割合を上げる 

食事バランスガイドを参考にしている人の割合は低下傾向。 

平成 23年度現状値 
46.7％ 

（現行計画値：39.7％） 
   

平成 28年度目標値 上げる 

調査結果 44.1％ 

（前回調査より-2.6ポイント） 

   

成果 下がっている    

 食事バランスガイドを参考にしている人・知っている人の割合は 44.1％で，前回調査から 2.6

ポイント低下した。 

 

 

 

 

③健康だと感じている人の割合を上げる 

○健康だと感じている人の割合は８割弱。前回調査よりやや低下が見られる。 

平成 23年度現状値 
80.3％ 

（現行計画値：81.3％） 
   

平成 28年度目標値 上げる 

調査結果 77.1％ 

（前回調査より-3.2ポイント） 

   

成果 下がっている    

 ここでいう健康だと感じている人の割合は，健康状態が「よい」または「まあよい」と回答した人を指

し，その合計割合である。 

 

 健康だと感じている人の割合は 77.1％で，前回調査よりも 3.2ポイント低下している。 
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