
平成 29年度「こころの健康度・生活習慣に関する調査」 

調査票等（案）について 
 

資料掲載順 

No 内 容 掲載頁 

1 

 

【調査票(案)】0～3歳児用 

 

④－６ 

2 

 

【調査票(案)】4～6歳児用 

 

④－８ 

3 

 

【調査票(案)】小学生用 

 

④－１２ 

4 

 

【調査票(案)】中学生用 

 

④－１６ 

5 

 

【調査票(案)】一般用 

 

④－２０ 

6 

 

【お知らせ(案)】調査票送付時に同封 

※「中学生」用をサンプル提示。 

※一部内容が異なるため、「0～3歳、4～6歳」「小学生」 

「中学生」「一般」用にお知らせを作成している。 

 

④－２５ 

７ 

 

【調査結果通知書のお知らせ（案）】調査票送付時に同封 

※「０～３歳」から「一般」共通 

 

④－２７ 

８ 

 

【調査結果通知書（案）】 

※28年度調査結果通知書サンプル掲示 

 

④－２９ 
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 平成23年3月11日時点で国が指定する避難区域等にお住いだった方、及び、平成29年4月1日 

時点で当該市町村に住民登録のあった方の中で、平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた

お子様（現在、中学生）。 

 調査票の種類は、「中学生用」です。 

  ※ みなさまの継続的な見守りのため、これまでの調査にご回答いただいた方へもお送りしています。 

  ※ オンラインでも回答できます。同封の案内をご覧ください。 

 ※なお、住所変更等の事務手続きについては、０２４-５４９-５１３０ にご連絡ください。 

 （９：００～１７：００（12/29～1/3及び土日祝日は除く。）） ※おかけ間違いのないようにお気をつけください。 

 お問い合わせ先 

  福島県立医科大学では、福島県からの委託を受け「県民健康調査」を実施しております。特に県民のみなさまの 

「こころ」や「からだ」の健康状態をおうかがいし、必要に応じて保健・医療・福祉・生活に関する情報を提供し、適切な

支援をさせていただくため、平成23年度より「こころの健康度・生活習慣に関する調査」を行っています。 

 また、この調査ではよりよい支援を実施するため、市町村等との連携を図っています。 

平成２９年度 県民健康調査 
「こころの健康度・生活習慣に関する調査」に関するお知らせ 

○個人情報の取り扱いについて 

○ご回答者について 

 この調査票には中学生のみなさまがご自身で記入していただく部分と、保護者のみなさまに記入していただく部分がご
ざいます。保護者の方の同意が必要になりますので、表紙の保護者署名欄に保護者の方の署名をお願いします。 
 ご回答の際には、調査票の表紙に印字されている宛名をご確認ください。 
 なお、当センターからの送付先住所に変更がある場合には、調査票の所定の欄に新しい住所をご記入ください。 

○ご回答期限について 
 この調査票がお手もとに届いてからおおむね２週間以内でのご返送をお願いしておりますが、それ以降も回答は 
受け付けております。お時間がある時にご回答ください。返送の際には、同封の返信用封筒をご利用ください。 

○調査へのご回答について 

 本調査へのご回答は任意によるものです。回答しない場合でも、不利益を受けることはありません。 

○ご回答後のケアなどについて 
   ご回答いただきました調査票は、放射線医学県民健康管理センターにおいて内容を確認し、専門的な支援が必要と

判断した場合には、臨床心理士、保健師、看護師等による 「こころの健康支援チーム」からご連絡をさせていただきます。 

詳しくは裏面をご覧ください。 

福島県・福島県立医科大学 

 本調査票に記載された個人情報は、県民健康調査において使用するほか、震災時にお住まいだった市町村や現
在お住まいの市町村等に情報提供する場合がございます。 
 また、調査への回答や結果、回答に基づく支援内容等については、学術的研究目的の利用及び公表(統計処理
等)をしますが、個人が特定される形で公表することはありません。 

（案） 

各調査対象の年齢を記載 

■0～3歳、4～6歳、小学生：保護者の方が記入 
■一般             ：ご本人が記入 
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Ｑ１.調査票は毎年同じ内容ですか？ 

Ｑ２.調査票の内容以外で気になることがありますが、相談を受けてもらえるのですか？ 

Ａ２. はい。調査票の内容にかかわらず、お子様の 「こころ」 や 「からだ」 で気になる症状などがありましたら、お気軽に 

   専用ダイヤル（０２４-５４９-５１７０）までご相談ください。 

Ｑ４.専門の医療機関での受診を希望する場合、紹介してもらえるのですか？ 

Ａ４. はい。ご希望がありましたら、県内にお住まいの方には「登録医師※」を紹介しています。県外の方には、お住まい 

   の都道府県の心のケアに関する相談窓口や医療機関についての情報を提供しています。 

       ※登録医師：災害時におけるメンタルヘルスや放射線医療に関する講習会を受講している精神科や小児科等の医師。 

     平成２９年７月末現在、１３０名（８１医療機関）。 

Ｑ３.どのような相談でも受けてもらえるのですか？ 

Ａ５. 訪問を必要とされる方や、生活支援を必要とされている方については、市町村等と連携し、継続的に支援を行って 

   います。 

Ｑ５.市町村からも連絡や訪問をしてもらえるのですか？ 

Ａ３．主に、こころやからだの健康に関する相談をお受けしております。電話相談は臨床心理士、保健師、看護師等が 

   お受けしていますので、相談の内容によっては、お答えしかねる場合があります。その場合は、別の相談窓口 

   について情報提供させていただくこともございます。 

Ａ１. 同じ質問を繰り返すことによって、皆様の 「こころ」 と 「からだ」 の様子を長期にわたり見守り、健康状態の経過を 

   伺わせていただくために行っています。 

8月31日までに回答いただいた方には、個人結果
を返送しております（平成26年度調査より）。 

関係機関や医師が連携してケアをしています ～調査票ご提出から支援までの流れ～ 

福島県立医科大学 
附属病院 

「心身医療科」、 
「こどもの心診療センター」 ご回答者 

登録医師 

放射線医学 
県民健康管理センター 

ふくしま心のケア 
センター 市町村 

（ご連絡・ご相談後） 

より専門的なケア
が必要な場合 

オンラインに
よるご回答 

 
 
 

調査票に  
ご記入ご郵送 

ご回答内容の
確認 

郵送 

個人結果 

（ご連絡・ご相談後） 
必要に応じて受診 

こころの健康支援チーム 

緊急に対応する必要が 
ある場合等 

心身の健康に関する  
サポートが必要な場合 

医師の診察が必要な場合 
医師の診察を希望する場合 

専門的支援が 
必要な場合 

お電話やお葉書による 
ご連絡・ご相談 

（ご連絡・ご相談後） 
必要に応じて支援 

市町村等との連携による、 
継続的な支援 

（ご連絡・ご相談後） 

（案） 
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〒960-1295　福島市光が丘１

TEL（０２４）５４９－５１７０
（9:00～17:00　ただし12/29～1/3及び土日祝日を除く）
お掛け間違いのないようにご注意ください。

公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学
ふ く し ま 国 際 医 療 科 学 セ ン タ ー
放 射 線 医 学 県 民 健 康 管 理 セ ン ター
「こころの健康度・生活習慣に関する調査」専用お問い合わせ先

親 展
料金後納

郵便

こころの健康度・生活習慣に関する調査

個 人 結 果 通 知 書 在 中

県民健康調査

福島県・福島県立医科大学

【個人結果通知書】 （表面） 

表面には、あなたの状況を記載し、 
裏面には、アドバイス等を掲載しています。 
結果通知書に関するお問い合わせは、 
下記までご連絡ください。 
 
「こころの健康度・生活習慣に関する調査」専用ダイヤル 
福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター 

      電話番号：０２４－５４９－５１７０（お掛け間違いにご注意ください） 
         （９：００～１７：００（１２/２９～１/３及び土日祝日を除く）） 
              

【お問い合わせ先】 

※項目や記載内容は変更となる場合がございます。 
 なお、平成２9年度調査回答分については、平成３０年８月３１日までにご回答いただいた方へ、 
 個人結果通知書を送付いたします。 

    ご回答いただいた方に 

『個人結果通知書』をお届けしています 
あなたのこころの健康度と生活習慣の状況を把握し、 
健康管理に役立てていただきたいと考え、 
平成２６年度調査回答分から、個人別の結果通知書をお送りしています。 

このような通知書（一般）をお送りしています 
 （平成２８年度調査の通知書の例） 

 （裏面・アドバイスの例） 

（案） 

【封筒】 
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 このたびは、「こころの健康度・生活習慣に関する調査」にご協力いただきまして、

ありがとうございます。ご回答いただきました内容から結果通知書を作成しました。

平成27年度調査にご回答いただいた方には、その結果も表示しています。こころの健

康度や生活習慣のおおよその状態を把握していただき、あなたの健康管理にお役立て

ください。 

 詳しい状況や問題については、この結果のみで判断することはできません。ご心配

な方は、裏面に記載しておりますお問い合わせ先へご相談ください。         

平成28年度 県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」   
結果通知書 

調査回答記入日    年  月  日 
結果の見方について 
  〇印は、あなたがそれぞれの項目について、どの位置にあるかを示しています。   
  肥満度については、あなたのBMI（Body Mass Index)を記載しています。 
  なお、回答がない、あるいは不明瞭であった項目の結果については、空欄となっ 
  ています。 

食習慣 

 運動習慣 

こころの 
ストレス反応 

平成28年度 

好ましく 
ない  

少ない  

十分  睡眠 

好ましい  

多い  

不十分  

多い  少ない  

あなたのこころの健康度・生活習慣の状況 

裏面に、アドバイスを掲載しています。平成28年度に調査票が『中学生用』から『一般用』 
となった方につきましては、平成27年度の結果は表示しておりませんので、ご了承ください。 

（28.0） 
肥満症診療ガイドライン2016（日本肥満学会） 

肥満度 
（BMI） 

18.5   25       30       35      40  

低体重 肥満3度 肥満２度 肥満１度 普通体重 肥満４度 

BMI  

  〒９６０－１２９５ 
   福島県福島市光が丘１ 
     よしみアパート 
    
     医大 太郎 様 
         

（一般用） 

実際は印字なし 
こころＩＤ 

（27.５） 平成27年度 

平成28年度 

平成27年度 

平成28年度 

平成27年度 

平成28年度 

平成27年度 

平成28年度 

平成27年度 

※本案は、28年度サンプル （案） 
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あなたへのアドバイス  

肥満度について 
    
     

食習慣について 
  

運動習慣について 
  

睡眠について 
    

【アドバイス】 

こころのストレス反応について 

アルコールについて 
 お酒を飲まれる方は、飲みすぎに注意して、多くても1日２合までにしましょう。 
喫煙について 
 喫煙は健康に悪影響をおよぼすので、喫煙者の方には禁煙をお勧めします。 
 この調査では、皆様の「こころ」や「からだ」の健康状態をおうかがいし、必要に応じて、保健・医療・福祉・
生活に関する情報を提供するなどの支援を実施しております。今回の調査にご回答いただいた方に対し、
すでに、福島県立医科大学からお電話等で、ご連絡差し上げている方もございます。今後、何か気になるこ
とがありましたら、下記の専用お問い合わせ先へご連絡ください。 

 今後も継続的に「こころの健康度・生活習慣に関する調査」にご回答いただきますようお願い申し上げます。 

「こころの健康度・生活習慣に関する調査」専用ダイヤル 
福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター 

      電話番号：０２４－５４９－５１７０（お掛け間違いにご注意ください） 
         （９：００～１７：００（１２/２９～１/３及び土日祝日を除く）） 
             結果通知書に関するＦＡＱ（よくある質問）はホームページにも掲載しています 
         ＵＲＬhttp://fukushima-mimamori.jp/qanda/mental-survey/ 

【アドバイス】 

【アドバイス】 

【アドバイス】 

【アドバイス】 

【お問い合わせ先】 

肥満傾向にあります。食べ過ぎや間食をさけて体重をコントロールしましょう。 
   
     

早食いの傾向があります。早食いをせずよく噛んで食べましょう。 
朝食をとる頻度が少ない傾向にあります。朝食は頭と身体のウォームアップ！朝食をとる機会
を増やしましょう。 
間食や夜食をとりすぎる傾向にあります。間食や夜食を控えましょう。 
就寝前に飲食する傾向にあります。就寝前２時間以内の飲食は控えましょう。 
惣菜や弁当など調理された食品をとりすぎる傾向にあります。栄養成分表示を見て、バランス
のよい食事をこころがけましょう。   
     

ストレス反応が多い傾向にあります。当健康管理センターでは、ご相談を受け付けてお
ります。医療受診が必要な方には、医療機関に関する情報を提供していますので、お気
軽にご連絡ください。 

睡眠が不十分な傾向にあります。生活リズムを整え、必要な睡眠をとりましょう。眠れない日が
続く場合は、かかりつけ医などの専門家にご相談ください。   

適度な運動ができています。引き続き、定期的な運動をこころがけましょう。 
   

別添の「結果通知書の見方や判定基準について（Q＆A）」もあわせてごらんください。 
   
     

※本案は、28年度サンプル （案） 
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