
Ⅰ　基本情報について　　（０歳以上２歳未満用）「A　基本情報について」（Ｐ１～２）　　（２歳以上６歳未満用）「A　基本情報について」（Ｐ１～２）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【新規】　回答者属性
　　問１  あなたは、今回調査対象となっているお子さんとどのような続柄
　　　　ですか。あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　　１　子どもの母親　　　３　子どもの祖父母

　　２　子どもの父親　　　４　１～３以外の養育者（　　　　　　　　　　　　　　）

　　問２　今回調査対象者となっているお子さんの状況について
          お尋ねします。

　　　　　　　生年月日　　平成（　　　）年　（　　　）月　（　　　）日生まれ 　　表紙　　子どもの生年月日　　平成（　　　）年　（　　　）月　（　　　）日

　【新規】　  性別　　男　　・　　女

　　　　　　　　出生時の身長　　（　       　　　.      )cm 　　表紙　　子どもの出生時の身長　　（　       　　　.      )cm

　　　　　　　　出生時の体重　　（　       　　　　     )  g 　　表紙　　子どもの出生時の体重　　（　       　　　　     )  g

　　　　　　　　在胎週数　　　　　（　　　　　　　　　　）週 　　表紙　　子どもの在胎週数　　　　　（　　　　　　　　　　）週

　【新規】　  現在の身長　　 　（　       　　　.      )cm

　【新規】　  現在の体重　　 　（　       　　　　    )kg

　　　　　　　　出生順位　　　　　（　　　　　　　　　　）人目 　　表紙　　子どもの出生順位　　　　　（　　　　　　　　　　）人目

　【新規】　  日中の主な保育先

　　　　　　　　お子さんの日中の保育について、主に保育をお願いしている
　　　　　　　先としてあてはまる番号を選んで○をつけてください。
　　　　　　　（複数選択可）

　　　　　　　　１　保育所（園）　　　　４　　祖父母や親戚

　　　　　　　　２　幼稚園　　　　　　　 ５　 その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　３　認定こども園　　　 ６　 お願いしていない

　　問３　母の生年月日　　 　表紙　母の生年月日　　

　　　今回調査対象者となっているお子さんのお母さんについて
     お尋ねします。

　　　　昭和　　・　　平成（　　　）年　（　　　）月　（　　　）日生まれ 　　　　昭和　　・　　平成（　　　）年　（　　　）月　（　　　）日

　【新規】　母の現在の就労状況
　　問３　現在、お子さんのお母さんは働いていますか。いずれかあてはまる
          番号に◯をつけてください。　また、「１　働いている」と回答した方は、
          現在、どのような形態で働いていますか。あてはまる番号を１つ選ん
          で○をつけてください。

　　　　１　働いている   　　　　２　働いていない

　　　　　　　　　↓

  　１　正規の職員・従業員  ４　派遣社員　　           　 ７　家族従業者

　　２　パート・アルバイト　　 ５　会社・団体等の役員    ８  家庭での内職など

　  ３　契約社員・嘱託　　　　６　自営業主　　　            ９　その他（　　　　）

平成27年度乳幼児栄養調査　新旧対照表

平成27年度
備考

　　●厚生労働省
　　　「地域児童福祉事業等調査」
　　●日本小児保健協会
　　　「幼児健康度調査」
      （平成22年度乳幼児身体発育
        調査後続調査）
　　　を参考に設定

　　　●内閣府
　　　　「親と子の生活意識に関する
　　　　  調査」（保護者用）
　　　●厚生労働省
　　  　　「中高年者縦断調査」等
　　　　を参考に設定

（共通）　問１

（共通）　問２

（共通）　問３

（共通）　問３

資料２
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Ⅱ　子どもの母親の妊娠中や出産後の状況について　（０歳以上２歳未満用）「B　お子さんのお母さんの妊娠中や出産後の状況について」（Ｐ２） 　　　   前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　妊娠中の母乳育児に関する認識

　　問４　妊娠中に母乳で育てることをどう思っていましたか。あてはまる
          番号を１つ選んで○をつけてください。

問２　妊娠中に母乳で育てることをどう思っていましたか。当てはまる番号１つ
に○をつけてください。

　　　　１　 ぜひ母乳で育てたいと思っていた 　　１　 ぜひ母乳で育てたいと思っていた

　　　　２　 母乳がでれば母乳で育てたいと思っていた 　　２　 母乳がでれば母乳で育てたいと思っていた

　　　　３　 粉ミルクで育てたいと思っていた 　　３　 粉ミルクで育てたいと思っていた

　　　　４　 特に考えなかった 　　４　 特に考えなかった

　　　　５　 わからない

　【一部変更】　妊娠中及び出産後の母乳育児に関する指導状況 　

　　問５　お子さんを母乳で育てることについて、妊娠中に具体的な指導を
          受けましたか。また、出産後、困ったときに具体的指導を受けました
          か。①～②について、それぞれあてはまる番号を１つ選んで○を
　　　　 つけてください。

問１　お子さんを母乳で育てることについて、妊娠中に具体的な指導を受けま
したか。また、出産後、困ったときに具体的指導を受けましたか。あてはまる番
号１つに○をつけてください。

　    ①妊娠中に　---  １　受けた　　　　　　　　 　３　受ける機会がなかった 　１）妊娠中に---  １　受けた　　２　受けなかった　３　受ける機会がなかった

　　  　  　　　　　　　      ２　受けなかった　   　　  ４　わからない 　２）出産後に---  １　受けた　　２　受けなかった　３　受ける機会がなかった

　    ②出産後に　---  １　受けた　　　　　　　　 　３　受ける機会がなかった

　　　    　　　　　　    　  ２　受けなかった　　　　   ４　わからない

【削除】 　

問３　お産はどこでされましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。

　　１　病院　　　　　　　　　     ４  自宅

　　２　診療所（産院）　　　     ５　その他（　　　　　　）

　　３　助産所

　【変更】　出産中の支援状況 （問３で１～３に○印をつけた方は、問４についてお答えの上、問５へ進んでください。）

　　問６　出産したところで次のようなことがありましたか。①～③について、
　　　　それぞれあてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

問４　出産したところで次のようなことがありましたか。１）～３）について、それ
ぞれいずれかあてはまる番号に○をつけてください。

　    ①出産後30分以内に母乳を飲ませた 　１）出産後３０分以内に母乳を飲ませた

　　　　　--　１　はい　　２　いいえ　　３　わからない 　　 ----　 １  はい　　２　いいえ

　　　②出産直後から母子同室だった   　２）出産直後から母子同室だった    

　　　　　--  １　はい　　２　いいえ　　３　わからない 　　----　 １   はい　　２　いいえ　

　　　③赤ちゃんが欲しがる時はいつでも母乳を飲ませた　 　３）赤ちゃんが欲しがる時はいつでも母乳を飲ませた　

　　　　　--  １　はい　　２　いいえ　　３　わからない 　　---- 　１   はい　　２　いいえ　

 

　　　　１　働いていた　　　→　出産後　（　　　　　）　か月から働きだした。 　１　働いていた　　→　　（　　　　　　　）　か月から働きだした。

　　　　２　働いていない 　２　働いていない

　問７　出産後１年未満に働いていましたか。いずれかあてはまる番号を
　　　選んで○をつけてください。また、「１　働いていた」と回答した方は、
　　　出産後、何か月から働きだしましたか。

問５　出産後１年未満に働いていましたか。いずれかあてはまる番号に○をつ
けてください。働いていた場合は何か月から働きだしましたか。

平成27年度
備考

 

 

（共通）　問３
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Ⅲ　子どもの食事状況について　（０歳以上２歳未満用）「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P３）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

【変更】　子どもの授乳や離乳食の状況について

　　問８．どの月齢でお子さんに母乳、人工乳（粉ミルク）、離乳食を与えて
　　　　いる（いた）かについて、下記の≪例≫を参考に記入してください。
　　(1)  現在の月齢について、該当する月に○をつけてください。

　　(2)  母乳※１、人工乳、離乳食※２について、これらを与え始めた時期から
　　　その与えている（与えていた）間の月齢をすべて選んで○で囲んで
　　　ください。なお、全く与えたことがない場合には、○で囲む代わりに、
　　　横線で消してください。

　
　
　

 　　(3)  母乳、人工乳、離乳食※３について、これらをすでに完了している
　　　（完了した）場合には、完了した該当の月に／をつけてください。

問６　母乳、人工乳（粉ミルク及び離乳食について、お子さんに与え始めた月
数と完了した月数を記入してください。現在継続中の場合は、完了月数は記
入せず、現在継続中の欄に、与えなかった（まだ与えていない）場合は、与え
なかった（まだ与えていない）の欄に○をつけてください。

≪例１≫　母乳、人工乳、離乳食をすべてとっている場合

≪例２≫　母乳や人工乳をとっていない場合

≪回答欄≫

　　　●厚生労働省
　　　　　「乳幼児身体発育調査」を
　　　　参考に設定

平成27年度
備考

現在の月齢　 ○ 未完了

母乳　 ⓪ ① ② 3 ④ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

人工乳　 0 1 2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

離乳食　 0 1 2 3 4 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ○

月齢

※３ 離乳食を完了する（離乳の完了）とは、形のある

食物をかみつぶすことができるようになり、栄養素

の大部分（全体の８割程度）が母乳又は人工乳以外

の食物からとれるようになった状態を言います。

※１ 母乳について、毎日与えているわけではない場合、

あるいは外出時や入眠時などに少しだけ与えたりし

ている場合などは含みません。

※２ 離乳食を与え始めた時期（離乳の開始）とは、

なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与え

ときを言います。白湯や果汁といった液体を初め

与えたときではありません。

現在の月齢　 ○ 未完了

母乳　 ⓪ ① ② 3 ④ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

人工乳　 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

離乳食　 0 1 2 3 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ○

月齢
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Ⅲ　子どもの食事状況について　（０歳以上２歳未満用）「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P４）       前回調査からの変更箇所

平成17年度
（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　授乳での困りごと

　　問９.　授乳について、次のようなことで、困ったことがありましたか。
　　　　　あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。なければ、
　　　　　18に○をつけてください。（複数選択可）

問８　授乳について、次のようなことで、困ったことがありましたか。１～１０のう
ち、あてはまるすべての番号に○をつけてください。なければ、１１に○をつけ
てください。

　　１　母乳が足りているかどうかわからない 　１　母乳が出ない
　　２　母乳が不足ぎみ 　２　母乳が不足ぎみ
　　３　母乳が出ない 　３　赤ちゃんが母乳を飲むのをいやがる
　　４　子どもが母乳を飲むのをいやがる 　４　赤ちゃんがミルクを飲むのをいやがる
　　５　子どもが人工乳（粉ミルク）を飲むのをいやがる 　５　赤ちゃんの体重の増えがよくない
　　６　子どもが母乳を飲みすぎる 　６　授乳が苦痛・面倒
　　７　子どもが人工乳（粉ミルク）を飲みすぎる 　７　母親の健康状態
　　８　子どもの体重の増えがよくない 　８　母親の仕事（勤務）で思うように授乳ができない
　　９　子どもの体重が増えすぎる 　９　外出の際に授乳できる場所がない
　10　授乳が負担、大変 　10　相談する人がいない（場所がない）
　11　母親の健康状態 　11　特にない
　12　母親の仕事（勤務）で思うように授乳ができない
　13　外出の際に授乳できる場所がない
　14　卒乳の時期や方法がわからない
　15　相談する人がいない
　16　相談する場所がない、もしくは、わからない
　17　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　18　特にない

　【一部変更】　離乳の開始目安

　　問10.　離乳食を開始したときの目安は何ですか。これから開始する方
　　　　　は、何を目安にしようと思いますか。あてはまる番号をすべて選ん
　　　　　で○をつけてください。（複数選択可）

問11　離乳食を開始したときの目安は何ですか。これから開始する方は、何を
目安にしようと思いますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。１
～５以外にある場合は、６のその他に○をつけ、（　　　　　）内に具体的にお書
きください。

　　１　月齢 　１　月齢
　　２　体重など発育状態 　２　体重など発育状態
　　３　食べものを欲しがるようになった 　３　食べものを欲しがるようになった
　　４　開始するよう指導を受けた 　４　開始するよう指導を受けた
　　５　スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなった 　５　なんとなく
　　６　なんとなく
　　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
　【一部変更】　離乳食での困りごと

　　問11．離乳食について、次のようなことで、困ったことがありましたか。
　　　　　これから開始する方は、困りそうなことがありますか。あてはまる
　　　　　番号をすべて選んで○をつけてください。なければ、16に○を
　　　　　つけてください。（複数選択可）

問12　離乳食について、次のようなことで、困ったことがありましたか。これか
ら開始する方は、困りそうなことがありますか。１～１２のうち、あてはまるすべ
ての番号に○をつけてください。なければ、１３に○をつけてください。

　　　１　開始の時期がわからない 　１　開始の時期が早いといわれた

　　　２　食べる量が少ない 　２　開始の時期が遅いといわれた

　　　３　食べる量が多い 　３　開始の時期がわからない

　　　４　乳汁（母乳や人工乳）と離乳食のバランスがわからない 　４　食べる量が少ない

　　　５　乳汁（母乳や人工乳）をよく飲み、離乳食がなかなか進まない 　５　食べる量が多い

　　　６　食べものの種類が偏っている 　６　食品の種類が偏っている

　　　７　もぐもぐ、かみかみが少ない（丸のみしている） 　７　食べるのをいやがる

　　　８　食べものをいつまでも口にためている 　８　作り方がわからない

　　　９　食べるのをいやがる 　９　作るのが苦痛・面倒

　　10　作り方がわからない 　10　食べさせるのが苦痛・面倒

　　11　作るのが負担、大変 　11　子どもがアレルギー体質

　　12　食べさせるのが負担、大変 　12　相談する人がいない（場所がない）

　　13　相談する人がいない 　13　特にない

　　14　相談する場所がないもしくはわからない

　　15　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　16　特にない

平成27年度
備考
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Ⅲ　子どもの食事状況について　　（０歳以上２歳未満用）「「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P５）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　離乳食について学ぶ機会の有無とその学習場所

　　問12．①離乳食の進め方について、 学ぶ機会がありましたか。
　　　　　　　いずれかあてはまる番号に○をつけてください。

問13　離乳食の進め方について、学ぶ機会がありましたか。いずれかあては
まる番号に○をつけてください。

　　　　１　あった　　　　２　なかった 　　　　１　学んだ　　　　２　学んでいない

　　　　　　　　↓ 　　　　　　　↓

　　　　「１　あった」と回答した方にお尋ねします。 　（問⑬で１に○印をつけた方はお答えの上、問14へ進む）

　　　　　　②どこで（誰から）学びましたか。あてはまる番号をすべて選んで
　　　　　　○をつけてください。（複数選択可）

　　どこで（誰から）学びましたか。次のア～キのうち、あてはまるすべての
番号に○をつけてください。ア～カ以外にある場合は、キのその他に◯をつ
け、（　　）内に具体的にお書きください。

　　　　　１　保健所・市町村保健センター　　 　 ６　友人・仲間 　　ア　保健所・市町村保健センター　　　　イ　病院・診療所（産院）

　　　　　２　病院・診療所（産院）・助産所　 　　 ７　テレビ 　　ウ　地域子育て支援センター　　　　　　　エ　あなたの母親など家族

　　　　　３　保育所、幼稚園、学校等　　　　　　 ８　インターネット 　　オ　友人・仲間　　　　　　　　　　　　　　　　カ　育児番組・育児雑誌

　　　　　４　地域子育て支援センター　　　　 　　９　育児雑誌 　　キ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　５　あなたの母親など家族　　　　　　　10　その他（　　　　　　）　

【削除】

問７　授乳やお子さんの食事について、これまでに不安だったのは、いつ頃で
すか。１～８のうち、あてはまるすべての番号に○をつけてください。なけれ
ば、９に○をつけてください。

　１　出産直後　　　　　２　１か月　　　　３　２～３か月　　　　４　４～６か月
　５　７～１１か月　 　　６　１歳前後  　  ７　２歳前後           ８　３歳前後
　９　不安だった時期はない

【削除】

問９　授乳の時のお子さんとの接し方やお子さんの様子はどうでしたか。１）～
４）について、それぞれあてはまる番号１つに○をつけてください。

　１）お子さんを抱いていましたか。

　　１　いつも　２　ときどき　３　ほとんどない　４　わからない

　２）目と目をあわせていましたか。

　　１　いつも　２　ときどき　３　ほとんどない　４　わからない

　３）声をかけていましたか。

　　１　いつも　２　ときどき　３　ほとんどない　４　わからない

　４）お子さんはゆったりと安心した様子で飲んでいましたか。

　　１　いつも　２　ときどき　３　ほとんどない　４　わからない

【削除】

問10　母乳や人工乳（粉ミルク）についてどう思いますか。１）～５）についてそ
れぞれあてはまる番号１つに○をつけてください。

　１）健康・栄養面、３）簡便さ、４）経済性、５）母親の負担

　　　１　母乳の方がよい　２　粉ミルクの方がよい　３　どちらともいえない

　２）安全・衛生面

　　　１　母乳の方が安全・衛生的　２　粉ミルクの方が安全・衛生的
　　　３　どちらともいえない

平成27年度
備考
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Ⅲ　子どもの食事状況について　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P２）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　主要な食物摂取頻度

　　問４　お子さんは次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。
　　　　 ①～⑬までについて、それぞれあてはまる番号を１つ選んで○を
　　　　 つけてください。

問16　お子さんは次の食べものをどのくらいの頻度で食べていますか。それぞ
れあてはまる頻度の欄に○をつけてください。

　

　

【削除】

問14　市販のベビーフードを使用しましたか。あてはまる番号１つに○をつけ
てください。

　１　よく使用した　　　２　ときどき使用した　 　３　ほとんど使用しなかった

　 【削除】 　

問15　市販のベビーフードや手作りの離乳食についてどう思いますか。１）～
５）について、それぞれあてはまる番号１つに○をつけてください。

１）味、２）健康・栄養面

１　ベビーフードの方がよい　２　手作りの方がよい　３　どちらともいえない

３）安全・衛生面

　　１　ベビーフードの方が安全・衛生的　２　手作りの方が安全・衛生的
　　３　どちらともいえない

４）簡便さ

１　ベビーフードの方が簡便　２　手作りの方が簡便　３　どちらともいえない

５）経済性

　　１　ベビーフードの方が経済的　２　手作りの方が経済的
　　３　どちらともいえない

６）愛情

　　１　ベビーフードの方が伝わる　２　手作りの方が伝わる
　　３　どちらともいえない

平成27年度
備考

１ ほぼ毎日 ２ 週に
４,５日

３ 週に
２,３日

４ ほとんど
食べない

（飲まない）

５ まだ食べて
いない

（飲んでいない）

(1)穀類
（ごはん、パンなど）

１ ２ ３ ４ ５

(2)魚 １ ２ ３ ４ ５

(3)肉 １ ２ ３ ４ ５

(4)卵 １ ２ ３ ４ ５

(5)大豆・大豆製品 １ ２ ３ ４ ５

(6)野菜 １ ２ ３ ４ ５

(7)果物 １ ２ ３ ４ ５

(8)牛乳・乳製品 １ ２ ３ ４ ５

(9)果汁など甘味飲料 １ ２ ３ ４ ５

(10)スポーツドリンク
などイオン飲料

１ ２ ３ ４ ５

１
毎日

２回以上

２
毎日
１回

３
週に

４～６日

４
週に

１～３日

５
週に

１回未満

６
まだ

食べていない
（飲んでいない）

(1)穀類
（ごはん、パンなど）

１ ２ ３ ４ ５ ６

(2)魚 １ ２ ３ ４ ５ ６

(3)肉 １ ２ ３ ４ ５ ６

(4)卵 １ ２ ３ ４ ５ ６

(5)大豆・大豆製品 １ ２ ３ ４ ５ ６

(6)野菜 １ ２ ３ ４ ５ ６

(7)果物 １ ２ ３ ４ ５ ６

(8)牛乳・乳製品 １ ２ ３ ４ ５ ６

(9)お茶など
甘くない飲み物

１ ２ ３ ４ ５ ６

(10)果汁など甘味飲料 １ ２ ３ ４ ５ ６

(11)菓子など甘味食品
（菓子パンを含む）

１ ２ ３ ４ ５ ６

(12)インスタントラーメン
やカップ麺

１ ２ ３ ４ ５ ６

(13)ファストフード １ ２ ３ ４ ５ ６
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Ⅲ　子どもの食事状況について　　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P３）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

【新規】  間食の与え方について

　　問５.　間食の与え方をどのようにしていますか。あてはまる番号を
　　　　すべて選んで○をつけてください。（複数選択可）

　　　１　特に気をつけていない

　　　２　時間を決めてあげることが多い

　　　３　欲しがるときにあげることが多い

　　　４　間食でも栄養に注意している

　　　５　甘いものは少なくしている

　　　６　甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう

　　　７　スナック菓子を与えることが多い

　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【新規】　甘味食品や甘味飲料の１日の摂取回数

　　問６.　お子さんは、間食（３食以外に食べるもの）として甘味食品・
　　　　　飲料を１日に何回とりますか。あてはまる番号を１つ選んで○を
　　　　　つけてください。

　　　 １　　０回　　　２　　１回　　　３　２回　　　４　３回　　　５　４回以上

【一部変更】　子どもの食事で気をつけていること 　

　
　　問７.　お子さんの食事で特に気をつけていることがありますか。
　　　　 あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。なければ、
          15に○をつけてください。（複数選択可）

問17　お子さんの食事で特に気をつけていることがありますか。まだ母乳（ミル
ク）以外のものを食べていない場合は、今後気をつけたいと思うことがありま
すか。あてはまる１から６のうち、あてはまるすべての番号に○をつけてくださ
い。なければ、７に○をつけてください。

　　　１　栄養バランス 　１　栄養バランス

　　　２　食べる量 　２　食べる量

　　　３　食べものの大きさ、固さ 　３　食事のリズム

　　　４　料理の味付け 　４　食事のマナー

　　　５　料理の盛り付け、色どり 　５　一緒に楽しく食べること

　　　６　規則正しい時間に食事をすること 　６　一緒に楽しく作ること

       ７　よくかむこと 　７　特にない

　　　８　食事のマナー

　　　９　一緒に食べること

　　 10　楽しく食べること

      11　一緒に作ること

      12　間食の内容

　    13　間食の量（間食は適量にする）

　　  14　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 15　特にない

　　　●厚生労働省
　　　　「国民健康・栄養調査」
　　　　の設問

平成27年度
備考

　　　　●日本小児保健協会
　　　　　「幼児健康度調査」
　　　　を参考に設問

7



Ⅲ　子どもの食事状況について　　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P３～４）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　子どもの食事での困りごと （問21～24については、１歳以上のお子さんについて、お答えください。）

　　問８.  現在お子さんの食事で困っていることがありますか。あてはまる
           番号をすべて選んで○をつけてください。なければ、13に○をつけ
　　　　 てください。（複数選択可）

問23　現在お子さんの食事で困っていることがありますか。１～１２のうち、あ
てはまるものすべての番号に○をつけてください。１～１１以外にある場合は、
１２のその他に○をつけ、（　　　）内に具体的にお書きください。なければ、１３
に○をつけてください。

　　　１　食べること（食べもの）に関心がない 　１　食欲がない

　　　２　小食 　２　食べすぎる

　　　３　食べすぎる 　３　偏食する

　　　４　偏食する 　４　小食

　　　５　むら食い 　５　早食い

　　　６　早食い、よくかまない 　６　よくかまない

　　　７　食べものを口の中にためる 　７　口から出す

　　　８　食べものを口から出す 　８　遊び食い

　　　９　遊び食べをする 　９　むら食い

　　　10　食べるのに時間がかかる 　10　ちらかし食い

　　　11　食事より甘味食品・飲料を欲しがる 　11　食べるのに時間がかかる

　　　12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　12　その他（　　　　）

　　　13　特にない 　13　困っていることはない

【削除】 　

（離乳食を開始以降のお子さんについて、お答え下さい。）　 　

問２0　食事のときのお子さんの様子はどうですか。あてはまる番号１つに○を
つけてください。

　１）食事が待ち遠しそう

　２）喜んで食べている

　３）話しかけている（話をしている）

　　→　１　いつも　２　ときどき　３　ほとんどない　４　わからない

　【変更】　子どもの朝食摂取状況 （問21～24については、１歳以上のお子さんについて、お答え下さい。）

　　問９.　お子さんは、毎日朝食を食べますか。１つ選んで○をつけて
　　　　　ください。

問22　お子さんの朝食のとり方はどうですか。あてはまる番号１つに○をつけ
てください。

　　　　　１　必ず食べる 　１　ほぼ毎日食べる

　　　　　２　週に２～３日食べないことがある 　２　週に４，５日食べる

　　　　　３　週に４～５日食べないことがある 　３　週に２，３日食べる

　　　　　４　ほとんど食べない 　４　ほとんど食べない

　【新規】　子どもの共食状況

　　問10.　お子さんは、普段どのように食事をしていますか。それぞれ
　　　　　あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。
　　　　　（朝食及び夕食それぞれについて）

平成27年度
備考

　　　　●文部科学省
　　　　　「児童生徒の食生活実態
　　　　　　調査」
　　　　の設問

　　　　●文部科学省
　　　　　「児童生徒の食生活実態
　　　　　　調査」
　　　　の設問

朝食 夕食

１ 家族そろって食べる
２ おとなの家族の誰かと食べる
３ 子どもだけで食べる
４ 一人で食べる

５ その他（ ）

１ 家族そろって食べる
２ おとなの家族の誰かと食べる
３ 子どもだけで食べる
４ 一人で食べる

５ その他（ ）
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Ⅲ　子どもの食事状況について　（０歳以上２歳未満用）「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P５）　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P４）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【新規】　食物アレルギーの有症割合とそのときの対応

　　問13.　お子さんの食物アレルギーについてお伺いします。
　　①お子さんは、これまでに、食事が原因と思われるアレルギーの症状
　　　 を起こしたことがありますか。いずれかあてはまる番号を選んで○を
        つけてください。

　　　　　１　はい　　　　　　　２　いいえ

　　　　　　　↓

　　「１　はい」と回答した方にお尋ねします。

　　②　①の状況が発生したとき（お子さんが食事が原因と思われる
　　　アレルギー症状を起こしたとき）、医療機関を受診しましたか。
　　　いずれかあてはまる番号を選んで○をつけてください。

　　　　　　１　受診した　　　　　　　　　　　　　　　　　２　受診していない

　　　　         　↓

　　　「１　受診した」と回答した方にお尋ねします。

　　　③ お子さんは「食物アレルギー」と
　　　　医師に判断されましたか。

　　　　　１　はい　　　　　　　２　いいえ

　　　　　　　　　　　　　「２　受診していない」と回答した方にお尋ねします。

　　　　　　　　　　　　④ ①の状況が発生したとき（お子さんが食事が原因と
　　　　　　　　　　　　 思われるアレルギー症状を起こしたとき）、どのような
　　　　　　　　　　　　 対応をとりましたか。あてはまる番号をすべて選んで
                             ○をつけてください。（複数選択可）

　　　　　　　　　　　　　　１　保健所、保健センターに相談した

　　　　　　　　　　　　　　２　アレルギー相談センター※４に相談した

　　　　　　　　　　　　　  ３　保育所（園）や幼稚園などに相談した

　　　　　　　　　　　　　　４　あなたの母親など家族に相談した

　　　　　　　　　　　　　　５　友人や仲間に相談した

　　　　　　　　　　　　　　６　インターネットや雑誌で対応方法を探した

　　　　　　　　　　　　　　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　※４　アレルギー相談センター：国が補助し、一般財団法人日本予防医学協会
　　　　　　　　　　　　が運営するアレルギーについてのメール・電話等の相談センター

(共通）　問11

平成27年度
備考

　　　　　●東京都
　　　　　　「アレルギー疾患に関する
　　　　　　３歳児全都調査」
　　　　　の設問

　　　　　●東京都
　　　　　　「アレルギー疾患に関する
　　　　　　３歳児全都調査」
　　　　　の設問

9



Ⅲ　子どもの食事状況について　（０歳以上２歳未満用）「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P５）　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P６）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【新規】　食物アレルギーにおける食事制限等への対応

　　問14.　①これまでに、食物アレルギーの原因（と思われる）食物を食べ
　　　　　　　ないように除去したり、制限したりしたことはありますか。
　　　　　　　あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　　　　　　　１　現在もしている

　　　　　　　２　過去にしていたことはあるが、現在はしていない

　　　　　　　３　今までにしたことはない

　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　「１　現在もしている」、「２　過去にしていたことがあるが、現在は
　　　　　していない」と回答した方にお尋ねします。

　　　　　　② 食事制限や食物除去は、医師の指示で行いましたか。
　　　　　　いずれかあてはまる番号に○をつけてください。

　　　　　　　　１　はい　　　　　　　２　いいえ

　

　　　　　　③ 具体的な食事制限や食物除去は、何を頼りにしていますか
　　　　　　（いましたか）。あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。
　　　　　　（複数選択可）

　　　  １　医師からの指導　　

　　２　医療機関での管理栄養士・栄養士からの指導

　　３　医療機関以外での管理栄養士・栄養士からの指導

　　４　保育所（園）や幼稚園などでの指導

　　５　あなたの母親など家族からの情報

　　６　友人や仲間からの情報

　　７　インターネットや育児雑誌・書籍などからの情報

　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　上記①の設問で、　「２　過去にしていたことがあるが、現在はしていない」
と回答した方にお尋ねします。

　　④ 上記①の設問で食事制限や食物除去を中止（解除）したのは、
　　　医師の指示で行いましたか。いずれかあてはまる番号に○をつけて
　　　ください。

　　　　　　　　１　はい　　　　　　　２　いいえ

　　　　　●東京都
　　　　　　「アレルギー疾患に関する
　　　　　　３歳児全都調査」
　　　　　の設問

平成27年度
備考

(共通）　問12
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Ⅲ　子どもの食事状況について       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

【削除】

（問21～24については、１歳以上のお子さんについて、お答えください。）

　　問24　お子さんと一緒に外食をすることがありますか。あてはまる
　　　　　番号１つに○をつけてください。

　　　　　１　週に１回以上ある　　　　　３　ほとんどない

　　　　　２　月に１回以上ある　　　　　４　まったくない

　

【削除】

　　問26　あなたが子どもの頃、家庭で、調理済み食品やインスタント食品を
　　　　食べましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。

　　　　１　よく食べた

　　　　２　ときどき食べた

　　　　３　ほとんど食べなかった

【削除】

　　問27　家庭での食事や生活を通して、お子さんが健康的な食習慣を
　　　　　身につけていくことができると思いますか。あてはまる番号１つに
　　　　　○をつけてください。

　　　　１　思う　　　　２　思わない　　　　３　わからない

【削除】

　　問28　お子さんが健康的な食習慣を身につけていくために、家庭
　　　　　とともに取組が必要と思われるのは、次のどれですか。１～８
　　　　　のうち、あてはまるすべての番号に○をつけてください。１～７
　　　　　以外にある場合は、８のその他に○をつけ（　　　　）内に具体
　　　　　的にお書きください。なければ、９に○をつけてください。

　　　　　　１　地域子育て支援センター

　　　　　　２　保育所・幼稚園

　　　　　　３　小・中学校

　　　　　　４　保健所・市町村保健センター

　　　　　　５　病院・診療所

　　　　　　６　テレビ・雑誌などのマスメディア

　　　　　　７　食料品店・飲食店

　　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　９　特にない

平成27年度
備考
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Ⅳ　子どもの健康状態や生活習慣について　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P６）       前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

【削除】

問18　お子さんの健康状態について、１から６のうち、あてはまるすべての番
号に○をつけてください。また、むし歯がある場合はその本数をお書きくださ
い。なければ、７に○をつけてください。

１　かぜをひきやすい

２　太りすぎている

３　やせすぎている

４　過去に病気で入院したことがある

５　アレルギー体質である（いわれたことがある）

６　むし歯（治療済みも含む）がある　－　何本ありますか（　　　　）本

７　以上のようなことはない

　【変更】　子どもの体型に関する親の認識

　　問13．　あなたのお子さんは太っていると思いますか。やせていると
　　　　　　思いますか。あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　　　　　　１　太っている　　　　　　　　　　　４　少しやせている

　　　　　　２　少し太っている　　　　　　　 　５　やせている

　　　　　　３　ふつう

　【変更】　子どものむし歯の状況

　　問14.　あなたのお子さんはむし歯がありますか。あてはまる番号に
　　　　　○をつけてください。また、「１　ある」と回答した方は、むし歯が
　　　　　ある場合は、その本数をお書き下さい。

　         　１　ある　　　→　　（　　　　）本

　　         ２　ない

　【新規】　むし歯予防のための対応

　　問15.　お子さんが、むし歯予防のために行っている又は行ったことの
            ある項目はありますか。あてはまる番号をすべて選んで○を
            つけてください。（複数選択可）

　　　　　　１　歯磨き剤を使用している

　　　　　　２　フッ化物の溶液で洗口（ぶぐぶぐうがい）をしている

　　　　　　３　フッ化物を歯に塗布したことがある

　　　　　　４　シーラント（歯の溝を削らずに樹脂などで埋める方法）を
　　　　　　　　したことがある

　　　　　　５　間食の与え方に注意している（決められた時間に食べる、
　　　　　　　　遊びながら食べない、夜歯を磨いた後には食べない、など）

　　　　　　６　わからない

　　　　　　７　行っていない

　

平成27年度

　　　　　　●厚生労働省
　　　　　　　「国民健康・栄養調査」
　　　　　　の設問

　　　　　　●厚生労働省
　　　　　　　「国民健康・栄養調査」
　　　　　　の設問

備考

　
上記問18
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      前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【一部変更】　子どもの排便習慣 　

　　問15.　お子さんの排便の頻度はどのくらいですか。あてはまる番号を
　　　　　１つ選んで○をつけてください。

問19　お子さんの排便の頻度はどのくらいですか。あてはまる番号１つに○を
つけてください。

　　　　１　ほぼ毎日排便がある 　１　ほぼ毎日排便がある

　　　　２　２、３日に１回程度 　２　２，３日に１回程度

　　　　３　４、５日に１回程度 　３　４，５日に１回程度

　　　　４　不規則である 　４　わからない

　　　　５　便秘の治療を行っている

　　　　　　→　５を選択した人は１～４には○をつけないでください。

　【一部変更】　子どもの睡眠時間 （問21～24については、１歳以上のお子さんについて、お答えください。） 　

　　問16.　お子さんの普段の起床・就寝時刻について、平日と休日とで
　　　　　それぞれあてはまる番号を１つずつ選んで○をつけてください。

問21　お子さんのふだんの起床・就寝時刻について、それぞれあてはまる番
号１つに○をつけてください。なお、　時間が一定でない場合は、今朝の起床
時刻、昨夜の就寝時刻をお書きください。

１）起床時刻

　１　午前６時前　　２　午前６時台　　３　午前７時台　　４　午前８時台

　５　午前９時台　　６　午前１０時以降

２）就寝時刻

　１　午後８時前　　２　午後８時台　　３　午後９時台　　４　午後１０時台

　５　午後１１時台　６　深夜１２時以降

　【新規】　子どもの身体活動状況

　　問18.　あなたのお子さんは、保育所等の活動も含め、どのくらい
　　　　　運動（外遊びも含む）をしていますか。あてはまる番号を１つ
　　　　　選んで○をつけてください。

　　　　　１　１週間に５日より多くしている　３　１週間に１～２日している

　　　　　２　１週間に３～４日している　　　４　していない

　【新規】　子どもの身体活動時間

　　問19. 　あなたのお子さんは、平日及び休日について、それぞれ

　　　　　１日に平均何分くらい、体を動かしていますか※２。
　　　　　　※２　全身を使った遊び・運動（鬼ごっこ、かくれんぼ、ボール遊び、すべり台、
　　　　　　　　　 砂遊び　　　　　　　 など）、通園時の歩行や散歩などが含まれます。

　【新規】　子どものテレビ等視聴時間

　　問20.　あなたのお子さんは平日、家でテレビやビデオを見る時間、
　　　　　ゲーム、タブレット等をする時間は、平日及び休日について、
　　　　　それぞれ１日に平均どのくらいですか。あてはまる番号を１つ
　　　　　ずつ選んで◯をつけてください。

（共通）　問16

（共通）　問17

　　　　●文部科学省
　　　　　「幼児期運動指針」
　　　　を参考に設定

　　　　●厚労科研
　　　　　「平成25年度「日本人の
　　　　　　食生活を規定する社会
　　　　　　経済的要因に関する
　　　　　　実証的研究」
　　　　　　（研究代表者　村山伸子）
　　　　　を参考に設定

          ●事務局で回答様式を
              一部改変

平成27年度

　　　　●厚労科研
　　　　　「平成25年度「日本人の
　　　　　　食生活を規定する社会
　　　　　　経済的要因に関する
　　　　　　実証的研究」
　　　　　　（研究代表者　村山伸子）
　　　　　を参考に設定

　　　　●平成17年度調査項目を
　　　　　 構成員のご意見を踏まえ
　　　　　 一部改変

Ⅴ　子どもの健康状態や生活習慣について
　　　（０歳以上２歳未満用）「C　お子さんの授乳や離乳食の状況について」（P６～７）　（２歳以上６歳未満用）「B　お子さんの食事や間食について」（P６～７）

備考

平日 休日

合計 約 分 合計 約 分

平日 休日

１ １時間より少ない
２ １～２時間
３ ３～４時間
４ ５時間より多い
５ 見ない・しない

１ １時間より少ない
２ １～２時間
３ ３～４時間
４ ５時間より多い
５ 見ない・しない
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      前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【変更】　保護者の朝食摂取状況 　

　　　問17. 　あなたは、毎日朝食を食べますか。あてはまる番号を１つ
　　　　　　選んで○をつけてください。

　問25 　あなたは、ふだん、朝食を食べていますか。あてはまる番号１つに
　　　　○をつけてください。

　             １　必ず食べる 　　　　１　ほぼ毎日食べる

　             ２　週に２～３日食べないことがある 　　　　２　週に４，５日食べる

　             ３　週に４～５日食べないことがある 　　　　３　週に２，３日食べる

　             ４　ほとんど食べない 　　　　４　ほとんど食べない

　  

　【一部変更】　親の睡眠時間 （問21～24については、１歳以上のお子さんについて、お答えください。） 　

　　　問18.　あなたの普段の起床・就寝時刻について、平日と休日とで
　　　　　　それぞれあてはまる番号１つずつ選んで○をつけてください。

Ⅵ　保護者の生活習慣について
　　　（０歳以上２歳未満用）「E　あなたの食生活の状況や生活習慣について」（P７）　　（２歳以上６歳未満用）「D　あなたの食生活の状況や生活習慣について」（P７）

平成27年度
備考

(共通）　問21

(共通）　問22

　　　　●文部科学省
　　　　　「児童生徒の食生活実態
              調査」
           の設定

　　　　　●子どもに対する設問に
　　　　　　あわせて一部修正
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      前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【新規】　子どもの同居家族

　　　問19.　　お子さんと同居しているご家族について、お子さんからみた
　　　　　　　続柄であてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。
　　　　　　　（複数選択可）

　　　　　　　１　母親　　　　　　　　　　５　兄姉　（　　　　）人

　　　　　　　２　父親　　　　　　　　　　６　弟妹　（　　　　）人　　

　　　　　　　３　祖父　（　　　　）人　　７　その他親族等（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　４　祖母　（　　　　）人　　

　【新規】　保護者の学歴

　　問21.　お子さんのご両親（父親、母親）が最後に卒業（中退を含む）
　　　　　した学校、あるいは現在、在学している学校は次のどれにあたり
　　　　　ますか。それぞれあてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　【新規】　世帯収入

　　問21.　あなたの家族（調査対象となるお子さんと同一生計である家族
　　　　　全員）の収入をすべて合計すると、平成26年の収入（ボーナス、
　　　　　年金を含む、税込）は、およそいくらになりますか。あてはまる
　　　　　番号を１つ選んで○をつけてください。
　　　　　　また、生計を共にしている方（世帯員）は、あなたを含めて何人
　　　　　ですか。

　　　　１　  100万円未満

　　　　２　  100万円以上～  150万円未満

　　　　３　  150万円以上～  200万円未満

　　　　４　  200万円以上～  250万円未満

　　　　５　  250万円以上～  300万円未満

　　　　６　  300万円以上～  350万円未満

　　　　７　  350万円以上～  400万円未何

　　　　８　  400万円以上～  550万円未何

　　　　９　  550万円以上～  700万円未何

　　　10　  700万円以上～  850万円未何

　　　11　   850万円以上～1,000万円未何

　　　12　1,000万円以上～1,200万円未何

　　　13   1,200万円以上～

　世帯人数　（　　　　　　　　　　）人

（共通）　問23

（共通）　問24

（共通）　問25

平成27年度
備考

　　　●内閣府
　　　　「親と子の生活意識に関する
　　　　調査」（保護者用）
　　　　を参考に設定

　　　●内閣府
　　　　「親と子の生活意識に関する
　　　　調査」（保護者用）
　　　　を参考に設定

Ⅶ　子どもの保護者や家族などの状況について
　　　（０歳以上２歳未満用）「F　お子さんの保護者やご家族の状況について」（P７～８）　　　（２歳以上６歳未満用）「E　お子さんの保護者やご家族の状況について」（P８）
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      前回調査からの変更箇所

平成17年度

（0-2歳） （2-6歳） （0-4歳）

　【新規】　保護者の経済的なゆとり感

　　　問22. 現在のあなたの世帯の経済的な暮らし向きについて、あてはまる
　　　　　　番号を１つ選んで○をつけてください。

　            １　ゆとりがある　　　　　　　　４　あまりゆとりはない

　            ２　ややゆとりがある　　　　　５　全くゆとりはない

　            ３　どちらともいえない

　【新規】　保護者の時間的なゆとり感

　　　問23.　現在のあなたの生活の中での時間的なゆとりについて、あて
　　　　　　はまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　            １　ゆとりがある　　　　　　　　４　あまりゆとりはない

　            ２　ややゆとりがある　　　　　５　全くゆとりはない

　            ３　どちらともいえない

　【新規】　現在の暮らしのゆとり感

　　　問24.　現在のあなたのご家庭の暮らしを総合的にみて、どう感じて
　　　　　　いますか。あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。

　　　　　　１　大変苦しい　　　　　　　　４　ややゆとりがある

　　　　　　２　やや苦しい　　　　　　　　５　大変ゆとりがある

　　　　　　３　普通

　　　　

　　　　●厚労科研
　　　　　「平成25年度「日本人の
　　　　　　食生活を規定する社会
　　　　　　経済的要因に関する
　　　　　　実証的研究」
　　　　　　（研究代表者　村山伸子）
　　　　　を参考に設定

　　　　●内閣府
　　　　　　「親と子の生活意識に
　　　　　　　関する調査」
　　　　　を参考に設定

平成27年度
備考

　　　　●厚労科研
　　　　　「平成25年度「日本人の
　　　　　　食生活を規定する社会
　　　　　　経済的要因に関する
　　　　　　実証的研究」
　　　　　　（研究代表者　村山伸子）
　　　　　を参考に設定

（共通）　問26

（共通）　問27

（共通）　問28

Ⅶ　子どもの保護者や家族などの状況について
　　　（０歳以上２歳未満用）「F　お子さんの保護者やご家族の状況について」（P７）　　　（２歳以上６歳未満用）「F　お子さんの保護者やご家族の状況について」（P８）
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