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資料  健康日本２１（第二次）  目標項目データソース一覧 

国民健康・栄養調査 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 国民生活基礎調査

調査主体 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省

根拠法令 健康増進法 高齢者の医療の確保に関する法律 統計法（第2条第4項）

調査目的

　国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生
活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基礎資料を得
る。

　平成20年度から、特定健康診査・特定保健指
導制度が開始されたところであるが、実施主体で
ある保険者は、年度毎の実施状況を、社会保険
診療報酬支払基金に報告することとされており、
その報告をとりまとめ公表する。

　保健、医療、福祉、年金、所得等国民生
活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政
の企画及び運営に必要な基礎資料を得
る。

調査対象・人口

　調査の対象は、平成22年国民生活基礎調
査（11,000単位区内の世帯約29万世帯及び
世帯員約75万人）において設定された単位区
から層化無作為抽出した300単位区内の世帯
及び世帯員であり、平成22年11月1日現在で
満１歳以上の者とした。
　調査実施世帯は3,684世帯。集計客体数は
下記のとおり。
身体状況調査：7,182人
血液検査：3,873人
栄養摂取状況調査：8,815人
生活習慣調査：7,881人

報告を行った3,453保険者
　対象者数　52,211,735人
　受診者数　21,588,883人

　全国の世帯及び世帯員を対象
　世帯票及び健康票：平成17年国勢調査
区のうち層化無作為抽出した5,510地区
内のすべての世帯(約29万世帯)及び世帯
員(約75万人)
　調査客体数　289,363世帯
　回収客体数　229,785世帯
　集計客体数　228,864世帯

調査の事項

（１）身体状況調査票
　身長、体重、腹囲、血圧、血液検査、１日の
運動量〈歩行数〉、問診〈服薬状況、運動〉
（２）栄養摂取状況調査票
　世帯員各々の食品摂取量、栄養素等摂取
量、食事状況〈欠食・外食等〉
（３）生活習慣調査票
　食生活、身体活動・運動、休養（睡眠）、飲
酒、喫煙及び歯の健康等
　平成22年度の重点項目として、「循環器疾
患」に関する状況

（１）特定健康診査の実施率
（２）特定保健指導の実施率
（３）メタボリックシンドロームの該当者と予備群の
減尐率

健康票 ：自覚症状、通院、日常生活への
影響、健康意識、悩みやストレスの状況、
こころの状態、健康診断等の受診状況等

調査の実施日

（１）身体状況調査：平成22年11月
（２）栄養摂取状況調査：平成22年11月の特
定の１日（日曜日及び祝日は除く）
（３）生活習慣調査：栄養摂取状況調査日と同
日

支払基金への報告は、実施年度の翌年度11月1
日

　昭和61年を初年とし、3年ごとに大規模
調査を実施。
　平成22年6月3日(木)

調査方法

（１）身体状況調査：調査対象者を会場に集め
て、調査員である医師、管理栄養士、保健師
等が調査項目の計測及び問診を実施する。
（２）栄養摂取状況調査：世帯毎に調査対象
者が摂取した食品を秤量記録することにより実
施し、調査員である管理栄養士等が調査票の
説明、回収及び確認を行う。
（３）生活習慣調査：留め置き法による自記式
質問紙調査を実施する。

　保険者からの実施状況に関する報告内容を厚
生労働省で精査して算出した値

　あらかじめ調査員が配布した調査票に世
帯員が自ら記入し、後日、調査員が回収
する方法により行う。ただし、健康票、貯蓄
票については、密封回収する方法により行
い、所得票については、やむを得ない場合
のみ密封回収を行う。

調査系統

厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特
別区－保健所－国民健康・栄養調査員

保険者－支払基金－厚生労働省 厚生労働省－都道府県・保健所設置市・
特別区－調査員－世帯

最新の報告年 平成22年 平成21年（確報値）、平成22年（速報値） 平成22年

都道府県別の結果の公表 あり 市町村国保 あり

市町村別の結果の公表 なし なし  
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人口動態統計 衛生行政報告例 介護保険事業報告

調査主体 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省

根拠法令 人口動態調査令、死産の届出に関する規程、戸籍法 衛生関係諸法規 介護保険法

調査目的

　我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労
働行政施策の基礎資料を得る。

衛生行政報告例は、衛生関係諸法規
の施行に伴う各都道府県、指定都市及
び中核市における衛生行政の実態を把
握し、衛生行政運営の基礎資料を得
る。

　介護保険制度の施行に伴い、介護保険事業
の実施状況を把握し、今後の介護保険制度の
円滑な運営に資するための基礎資料を得る。

調査対象・人口

　「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届
け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数
を対象としている。

都道府県、指定都市及び中核市 保険者：市町村(広域連合及び一部事務組合
を含む。）及び特別区

調査の事項

（1）出生票：出生の年月日、場所、体重、父母の氏名
及び年齢等出生届に基づく事項
（2）死亡票：死亡者の生年月日、住所、死亡の年月
日等死亡届に基づく事項
（3）死産票：死産の年月日、場所、父母の年齢等死
産届に基づく事項
（4）婚姻票：夫妻の生年月、夫の住所、初婚・再婚の
別等婚姻届に基づく事項
（5）離婚票：夫妻の生年月、住所、離婚の種類等離
婚届に基づく事項

精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検
査関係、生活衛生関係、食品衛生関
係、乳肉衛生関係、医療関係、薬事関
係、母体保護関係、特定疾患（難病）関
係、狂犬病予防関係

・第１号被保険者数
・要介護（要支援）認定者数
・居宅（介護予防）サービス受給者数
・地域密着型（介護予防）サービス受給者数
・施設サービス受給者数
・保険給付 介護給付・予防給付費　等

調査の実施日

調査の期間は調査該当年の1月1日から同年12月31
日まで

年度報（国への提出期限：翌年５月末
日）
隔年報（国への提出期限：当該年の翌
年２月末日）

月報…毎月
年報…毎年

調査方法

　市区町村長は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届
出を受けたときは、その届書等に基づいて人口動態調
査票を作成する。

(1) 企画は厚生労働省大臣官房統計
情報部が省内各部局の協力を得て行っ
た。
(2) 都道府県、指定都市及び中核市
は、所定の報告事項について定められた
期限までに厚生労働省大臣官房統計
情報部に提出する。

　様式の配信（電子メール）、配信された様式
に数値を記入して返信

調査系統

市区町村－都道府県・保健所設置市・特別区－保
健所－厚生労働省

厚生労働省－ 都道府県・指定都市・中
核市

厚生労働省－ 都道府県－保険者

最新の報告年 平成22年 平成22年 平成21年

都道府県別の結果の公表 あり あり あり

市町村別の結果の公表 あり あり  
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 介護予防事業報告 労働者健康状況調査 労働力調査

調査主体 厚生労働省 厚生労働省 総務省

根拠法令 介護保険法 統計法

調査目的

　介護予防事業の実施状況を把握
し、介護予防事業の円滑な運営及
び改善に向けて必要な基礎資料を
得る。

　労働者の健康状況、健康管理の推進状況
等を把握し、労働者の健康確保対策、自主
的な健康管理の推進等労働衛生行政運営の
推進に資する。

　我が国における就業及び丌就業の状態を毎月明らか
にする。

調査対象・人口

全国の1,607介護保険者（特別
区、一部事務組合及び広域連合
等を含む）

　平成16年事業所・企業統計調査を母集団
として、常用労働者を10人以上雇用する民営
事業所から抽出した14,000事業所に雇用さ
れている労働者から抽出した約18,000人

　標本調査として実施。国勢調査の約100万調査区か
ら約2,900調査区を選定し、その調査区内から選定さ
れた約４万世帯（基礎調査票の対象世帯、特定調査票
についてはうち約１万世帯が対象）及びその世帯員が調
査対象となる。就業状態は世帯員のうち15歳以上の者
（約10万人）について調査している。

調査の事項

（１）介護予防特定高齢者施策
①特定高齢者把握事業の実施状
況等
②通所型介護予防事業の実施状
況
③訪問型介護予防事業の実施状
況
④特定高齢者の経過
（２）介護予防一般高齢者施策
①介護予防普及啓発事業の実施
状況
②地域介護予防活動支援事業の
実施状況
（３）介護予防特定高齢者・一般高
齢者施策評価事業

(1) 事業所調査
事業所の属性等に関する事項、健康管理対
策の実施状況に関する事項
(2) 労働者調査
労働者の属性等に関する事項、勤務状況等
に関する事項、自己の健康状況及び自主的
健康管理に関する事項

【基礎調査票から集計される事項】
労働力人口，就業者数・雇用者数(産業別、職業別な
ど)、就業時間，完全失業者数(求職理由別など)、完全
失業率，非労働力人口
【特定調査票から集計される事項】
雇用形態別雇用者数(正規・非正規雇用者など)、転職
者数、仕事からの収入、仕事につけない理由、失業期
間、就業希望の有無など

調査の実施日

原則として平成19年10月31日現在 調査は、毎月末日（12月は26日）現在

調査方法

調査票は、厚生労働省大臣官房統計情報部
から調査対象事業所へ郵送し、調査対象事
業所において記入した後、都道府県労働局又
は労働基準監督署へ返送。

　 調査員は、担当調査区内にあるすべての住戸を記入
した名簿を作成。この名簿から総務省統計局の定める
方法により，指導員が所定数の住戸を選定し、そこに居
住する世帯を調査する。
　調査員は、調査週間の始まる前７日以内に、調査世
帯を訪問し、調査票を配布して記入を依頼し、記入の
説明を行う。調査週間の終了後３日以内に調査世帯を
再び訪問し、記入内容を検査の上、調査票を収集す
る。
　調査票は、都道府県へ提出され、指導員が記入内容
を検査した後、総務省統計局へ提出される。

調査系統

厚生労働省 ー 都道府県 ー 保険
者

厚生労働省大臣官房統計情報部－都道府
県労働局－労働基準監督署－報告者

総務大臣（統計局長）－都道府県知事－指導員－調
査員－調査世帯

最新の報告年 平成21年 平成19年 平成23年

都道府県別の結果の公表 あり

市町村別の結果の公表 あり  
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社会生活基本調査  学校保健統計調査 全国体力・運動能力、運動習慣等調査

調査主体 総務省 文部科学省 文部科学省

根拠法令 統計法 統計法

調査目的

　社会生活基本調査は，生活時間の配分
や余暇時間における主な活動の状況な
ど，国民の社会生活の実態を明らかにす
るための基礎資料を得る。

　学校における幼児，児童及び生徒の発育及
び健康の状態を明らかにする。

　子どもの体力が低下している状況にかんがみ、全国
的な子どもの体力の状況を把握・分析することにより、
子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を検証
し、その改善を図るとともに、そのような取り組みを通じ
て、子どもの体力の向上に関する継続的な検証改善
サイクルを確立する。また、学校における体育・健康に
関する指導などの改善に役立てる。

調査対象・人口

　指定する調査区（全国で約7000調査
区）内に居住する世帯のうちから，選定し
た約8万4千世帯の10歳以上の世帯員約
20万人を対象。
※なお，東日本大震災の影響により，岩手
県，宮城県及び福島県の一部地域を除
く。

　幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び
中等教育学校のうち，文部科学大臣があらか
じめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳
（4月1日現在）までの幼児，児童及び生徒
　東日本大震災の影響により、岩手県・ 宮城
県・福島県は実施せず発育状態の調査は，
調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒
のうちから年齢別男女別に抽出された者を対
象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在
学者全員を対象
　7,265校中
　発育状態　651,640人（4.7％を抽出）
　健康状態　3,178,025人（23.1％を抽出）

　国・公・私立学校の以下の学年の児童生徒を対象
とする。
（１）小学校調査：小学校第５学年、特別支援学校小
学部第５学年
（２）中学校調査：中学校第２学年、中等教育学校第
２学年、特別支援学校中学部第２学年

抽出対象候補校数（抽出率）
　小学校　4,355校（18.7％）
　中学校　2,256校（18.9％）

調査の事項

【調査票A】
　次の事項について，全国，14地域，都道
府県，都市階級，大都市圏，人口集中地
区の別に集計する。
ア １日の生活行動別平均時間，時間帯
別の生活行動の状況及び主な生活行動
の平均時刻に関する事項
イ 学習・研究活動，ボランティア活動，ス
ポーツ活動，趣味・娯楽活動及び旅行・
行楽の状況に関する事項
【調査票B】
　１日の生活行動別平均時間及び時間帯
別の生活行動の状況に関する事項につい
て，全国集計する

児童等の発育状態（身長，体重及び座高）
児童等の健康状態（栄養状態，脊柱・胸郭の
疾病・異常の有無，視力，聴力，眼の疾病・
異常の有無，耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有
無，歯・口腔の疾病・異常の有無，結核の有
無，心臓の疾病・異常の有無，尿，寄生虫卵
の有無，その他の疾病・異常の有無及び結核
に関する検診の結果）

（１）児童生徒に対する調査
ア 実技に関する調査
イ 質問紙調査
運動習慣、生活習慣、食習慣等に関する質問紙調
査
（２）学校に対する質問紙調査
　子どもの体力向上に係る地域・家庭等との連携及び
特別活動等に関する質問紙調査

調査の実施日

昭和51年以来5年ごと
平成23年10月20日現在

（1） 児童等の発育状態に関する事項 4月～
6月
（2） 児童等の健康状態に関する事項 4月～
6月

4月～7月末

調査方法

　調査は、調査員（調査員の事務の一部
を行う指導員を含む。以下「調査員等」と
いう。）が調査世帯ごとに調査票を配布し，
及び取集し，並びに質問することにより行
う。
　報告は、世帯主又は世帯員が調査票に
記入し、調査員等の質問に答え、調査票
を提出することにより行う。

　都道府県知事をとおし調査対象校に調査
票を送付し、記入された調査票を回収。イン
ターネットを利用したオンライン調査でも実
施。

　文部科学省が調査対象として抽出した学校におけ
る調査対象の学年の全児童生徒を対象として全国的
な抽出調査を行う。

調査系統

総務大臣－都道府県知事－指導員－調
査員－調査世帯

文部科学省－都道府県知事－調査対象校 文部科学省－都道府県－設置管理者－学校－児
童生徒

最新の報告年 平成23年 平成23年 平成22年

都道府県別の結果の公表 あり

市町村別の結果の公表  



106 

 

食育の現状と意識に関する調査 乳幼児身体発育調査 歯科疾患実態調査

調査主体 内閣府食育推進室 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 厚生労働省

根拠法令

調査目的

　食育に対する国民の意識を把握し，今
後の食育推進施策の参考とする。

　全国的に乳幼児の身体発育の状態を調査し、我
が国の乳幼児の身体発育値及び発育曲線を明らか
にして、乳幼児保健指導の改善に資する。

　わが国の歯科保健状況を把握し、今後
の歯科保健医療対策の推進に必要な基
礎資料を得る。

調査対象・人口

(1) 母 集 団 全国20 歳以上の者
(2) 標 本 数 3,000 人
(3) 抽出方法 層化２段無作為抽出法
(4) 有効回収数(率) 1,867 人（62.2％）

（１）一般調査
　調査客体数：10,880人　集計客体数：7,652人
（２）病院調査
　調査客体数：150病院　集計客体数：4,774人
（146病院）

　全国を対象とし、平成17年国民生活基
礎調査により設定された単位区から層化
無作為抽出した299単位区内の世帯及び
当該世帯の満1歳以上の世帯員を調査客
体とする。

調査の事項

(1) 食育への関心
(2) 現在の食生活・生活習慣
(3) 食生活の意識や地域の状況
(4) 食品の選択
(5) 家族との食事
(6) 仕事

（１）一般調査
生年月日、体重、身長、胸囲、頭囲、運動・言語機
能、栄養法、母の状況等
（２）病院調査
生年月日、体重、身長、胸囲、頭囲、娩出方法、栄
養法、母の状況等

(1) 現在歯の状況 （う蝕の有無、処置の
有無）
(2) 喪失歯およびその補綴状況
(3) 歯肉の状況
(4) 歯列・咬合の状況
(5) 歯ブラシの使用状況
(6) フッ化物の塗布状況
(7) 咬合・顎関節の異常

調査の実施日

平成23 年12 月8 日～12 月25 日 （１）一般調査
　平成22年９月１日から30日までの期間中に、保健
所が定めた日。
（２）病院調査
　平成22年９月１日から30日までの1か月間。

　昭和32年より6年ごとに実施している。

調査方法

調査員による個別面接聴取 　一般調査における調査票の記入作成は、原則とし
て乳幼児の一斉健診の形式をとって実施する集団
調査に基づいて行う。
　病院調査における調査票の記入作成は、病院に
おいて行う。

　この調査は、厚生労働大臣が都道府県
知事、政令市長ならびに特別区長に委託
して実施。調査対象地区の保健所長の協
力を得て、口腔診査に経験の深い歯科医
師および診査補助員を調査員に委嘱また
は任命する。

調査系統

社団法人 新情報センターに調査実施委託 （１）一般調査
　厚生労働省－ 都道府県・保健所設置市・特別区
－保健所－調査班－被調査世帯
（２）病院調査
　厚生労働省－都道府県－病院－被調査乳児

厚生労働大臣－都道府県、政令市、特
別区－保健所－歯科医師および診査補
助員

最新の報告年 平成23年11月（第10回）

都道府県別の結果の公表

市町村別の結果の公表  
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わが国の慢性透析療法の現況
高齢者の地域社会への参加に関する意識調

査
尐子化対策と家族・地域のきずなに関する

意識調査

調査主体 日本透析医学会 内閣府 内閣府

根拠法令 日本透析医学会定款の第４条（目的及び事業）

調査目的

　透析医学すなわち血液浄化法（血液透析法，
腹膜透析法，血液濾過法，血液吸着法，血漿
交換法等）とその対象疾患の病因、病態に関す
る研究調査を行い、それについての発表、知識
の交換、情報の提供等を行うことにより、透析医
学に関する研究の進歩と知識の普及を図り、
もって学術の発展に寄不する。

　高齢者対策総合調査
　地域社会への参加に関する高齢者の意識を
把握するとともに、既に行われている４回の調査
（昭和６３年度、平成５年度、平成１０年度、平
成１５年度）などとの時系列分析を行い、今後の
高齢社会対策の推進に資する

　総合的な尐子化対策を推進する上で、生命
を次代に伝え育んでいくことや家族の大切さが
理解されることが重要であることから、尐子化対
策と家族・地域のきずなに関する国民の意識を
調査し、今後の施策の参考とする。

調査対象・人口

　2010年末の対象施設は4,226施設
施設調査（シートⅠ）　4,152施設（98.2%）
施設調査（シートⅠ）と患者調査（シートⅡ～Ⅳ）
の両方　4,042施設（95.6%）

全国の60歳以上の男女
層化２弾無作為抽出法
標本数 5,000人
有効回収数 3,293人（65.9％）

（１） 母集団：全国18歳以上の者
（２） 標本数：4,000人
（３） 抽出方法：層化2段無作為抽出法
（4） 有効回収数（率） 2,409人（60.2％）

調査の事項

（1）慢性透析患者数の推移
（2）人工腎臓台数の推移
（3）慢性透析治療の形態
（4）都道府県別慢性透析患者数
（5）導入患者の原疾患と平均年齢
（6）年別透析導入患者の主要原疾患の推移等

１．健康状態・日常生活に関する事項
２．地域社会に参加するための環境に関する事
項
３．社会参加活動についての実態と意識に関す
る事項
４．地域活動についての考え方に関する事項
５．世代間交流についての実態と意識に関する
事項

（１） 生活の中のゆとり
（２） 家族の役割の認識
（３） 家族とのつながり
（４） 地域での活動やつながり
（５） 地域社会での子育てに関する活動

調査の実施日

　毎年末 平成21年2月12日～3月12日 平成19年1月25日～2月4日

調査方法

　日本透析医学会施設会員施設に加え、地域
協力委員の先生方などの協力により、非会員施
設、新規開設施設も対象として行う。2010年末
の対象施設は4,226施設で、前年より30施設増
加。締め切りは例年通り１月末としたが、4月20
日を最終期限として、FAXや電話などで可能な
限り回収率を上げるべく努力を行う。患者調査
シートの回収媒体の比率は、電子媒体（主に
USBメモリ）による回収が3,466施設（83.5%）と
向上し、データ処理がより正確に行われ、かつ
簡素化が達成される。

調査員による面接聴取法 調査員による個別面接聴取

調査系統

日本透析医学会－全国の透析療法施設 社団法人 新情報センターに調査実施委託 社団法人 新情報センターに調査実施委託 

最新の報告年 平成22年 平成21年 平成19年

都道府県別の結果の公表 あり

市町村別の結果の公表  


