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２００８年度保健福祉サービスに関する 

アンケート調査 

「保健福祉に関する意識調査」 

調 査 票 
 
 

中 野 区 
 
 

【調査のご記入にあたってのお願い】 

 

１．この調査は、できるかぎり宛名の方ご本人がお答えください。ご本人がお答

えになれない場合は、ご家族や介護されている方が、ご本人の立場に立ってお

答えください。 

２．このアンケートは匿名です。名前・住所を書いていただく必要はありません。 

３．ご記入は、必ず黒又は青のボールペン又は鉛筆でお願いします。  

４．質問番号に沿って、できるかぎり全部の質問にお答えください。 

５．お答えは、あてはまる回答の番号に○印をつけてください。 

６．「その他（  ）」に○印をつけられた方は、お手数ですが具体的にご記入 

ください。 

７．ご記入いただきました調査票は、平成２０年５月８日（木）までに、

同封した返信用封筒（切手不要）に入れて郵送してください。 

８．調査の内容や記入の方法などについて、ご不明な点がございましたら、下

記までお問合せください。 

 

中野区保健福祉部企画調整担当 

TEL．３２２８－５６０９  FAX．３２２８－５６６２ 

E-mail hokenfukusikeiei@city.tokyo-nakano.lg.jp 
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＊各選択肢及び無回答の数値は単純集計結果、単位は「％」。回答者数の単位は「人」。 

 

 

（１）あなたの性別は、どちらですか。（○は１つ）         〈回答者数1,168〉 

41.2 男性           56.1 女性        2.7 無回答 

 

（２）あなたの年齢は、次のどれにあてはまりますか。（○は１つ）  〈回答者数1,168〉 

10.4 20 歳代             7.8 70～74 歳 

16.2 30 歳代             8.0 75～79 歳 

14.0 40 歳代             5.7 80～84 歳  

15.2 50 歳代             2.0 85～89 歳  

9.8 60～64 歳            1.9 90 歳以上 

8.5 65～69 歳            0.7 無回答 

 

（３）あなたのご職業は、次のどれにあてはまりますか。（○は１つ。複数ある方は主なも

の１つに○）                         〈回答者数1,168〉 

12.1 自営業、家族従業員 

27.2 常勤の会社員、公務員、団体職員 

16.3 契約社員・パート・アルバイト・非常勤職員 

0.6 内職  

1.5 学生 

16.4 家事専業 

23.1 無職 

2.1 その他（                                 ） 

0.8 無回答 

 

（４）あなたの世帯構成は、次のどれにあたりますか。（○は１つ）  〈回答者数1,168〉 

24.5 １人世帯 

23.0 夫婦のみ世帯 

42.6 ２世代世帯（親と子）  

6.5 ３世代世帯（親と子と孫） 

2.7 その他の世帯（                              ） 

0.7 無回答 

 

はじめに、あなた（あて名の方）ご自身のことについてうかがいます
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（５）お住まいは、次のどれにあたりますか。（○は１つ）      〈回答者数1,168〉 

48.3 持ち家（一戸建て） 

17.5 持ち家（マンションなどの集合住宅） 

3.9 公営住宅（都営、区営住宅など）  

24.8 民間賃貸住宅（アパート・マンションなど） 

3.5 社宅、社員寮、公務員住宅 

1.3 その他（                                ） 

0.7 無回答 

 

（６）あなたは中野区にお住まいになられて何年になりますか。（○は１つ） 

〈回答者数1,168〉 

3.8 １年未満 

9.7 １～４年 

13.0 ５～９年  

15.4 10～19 年 

13.5 20～29 年 

43.9 30 年以上 

0.7 無回答  

 

（７）あなたがお住まいの地域はどこですか。（○は１つ）     〈回答者数 1,168〉 

22.3 上鷺宮、鷺宮、白鷺、若宮、大和町 

23.6 江原町、江古田、野方、丸山、沼袋、松が丘、新井  

29.4 上高田、中野、東中野、中央 

24.1 本町、弥生町、南台 

0.7 無回答 
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 質問の上に（全員の方に）と記載のあるものは全員の方が、（～の方に）と

その他の記載があるものはその条件に合う方のみお答えください。 
 

今回の「保健福祉に関する意識調査」では、重点テーマの設問として、下記から始ま 

る「医療・健康面」についてお聞きします。 
 

 

（全員の方に） 

問１．あなたは、現在の自分の健康状態をどのように感じていますか。（○は１つ） 

〈回答者数 1,168〉 
33.5 健康である 

45.9 どちらかといえば健康である  

13.1 どちらかといえば健康でない 

7.0 健康でない 

0.5 無回答 

 

（全員の方に） 

問２．健康増進のためには、持続的な運動を週１～２回以上行うことが効果的といわれてい

ますが、あなたはこのような運動を行っていますか。（○は１つ） 〈回答者数1,168〉 

24.9 継続的に運動をしている（１回30分以上の運動を週２日以上実施している） 

24.3 時々している  

19.3 以前はしていたが、現在はしていない 

30.9 全くしていない 

0.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問３．あなたは、継続的に運動を続けるためには、何が必要だと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,168〉 

47.6 運動しやすい地域の環境整備（公園・歩道・サイクリングロードなど） 

20.8 一緒に実施できる仲間 

46.0 軽費で手軽に取り組める施設（公共施設・民間運動施設・身近な学校の 

運動場や運動施設など）   

24.8 ニーズにあった対応をしてくれる指導者（利用時間、費用、自分にあった 

運動内容など） 

45.5 時間的な余裕 

9.7 その他（                                 ） 

3.5 無回答 

１．医療・健康面についてうかがいます 



- 105 - 

（全員の方に） 

問４．あなたは、定期的に健康診断を受けていますか。（○は１つ）  〈回答者数1,168〉 

71.0 毎年１回以上健康診断を受けている    →（問５、６へ） 

8.0 ２～３年おきに健康診断を受けている   →（問５、６へ）  

19.4 健康診断は受けていない  →（問７へ） 

1.5 無回答 

 

（問４で「１」「２」に○をつけた方に） 

問５．健康診断をどこで受けていますか。（あてはまるものすべてに○） 〈回答者数923〉 

36.7 職場の健康診断 

44.6 区が実施する健康診断 

8.6 健康保険組合などが実施する健康診断  

2.5 通学先で実施する健康診断 

8.1 人間ドック 

9.8 その他（                   ）      1.1 無回答 

 

（問４で「１」「２」に○をつけた方に） 

問６．健康診断の結果をどのように活用しましたか。（あてはまるものすべてに○）〈回答者数923〉 

63.8 前回の結果と比較して健康状態を確かめた 

24.5 食事や運動などの生活習慣を見直した 

22.8 医療機関に行って医師に相談した 

0.5 保健福祉センターで病気や栄養について相談した  

8.9 家族や友人に結果を見せて相談した 

20.2 気になることがなかったので何もしなかった 

4.4 気になることがあったが何もしなかった 

2.2 その他（                   ）      4.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問７．冬季に流行するかぜやインフルエンザについてどのようなことに気をつけていますか。

（あてはまるものすべてに○）                〈回答者数1,168〉 

43.2 十分な休養と栄養を摂取する 

66.4 帰宅時には手洗い、うがいを励行する 

28.3 咳・くしゃみの症状があるときはマスクをする  

40.9 流行前にワクチンを接種する 

12.7 特に気をつけていることはない  

0.6 無回答  
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（全員の方に） 

問８．あなたが、新型インフルエンザについて考えたり、心がけていることはなんですか。

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,168〉 

32.2 新型インフルエンザについての情報を収集している 

3.2 新型インフルエンザの発生に備えて食糧・日用品等を備蓄している  

42.7 新型インフルエンザが発生した場合、不要不急の外出を自粛する 

39.2 特に考えたり、心がけていることはない 

1.4 無回答 

※新型インフルエンザとは、これまでのインフルエンザとは異なった「人にとって新しい」イン

フルエンザでおこる感染症で、誰でもがかかったことがなく、免疫をもっていないインフルエ

ンザです。この新型インフルエンザが発生し、世界で大流行することが懸念されています。 
 

（全員の方に） 

問９．がん、心臓病、脳卒中、糖尿病など、日頃の生活習慣が密接に関係する病気を「生活

習慣病」と呼んでいます。あなたが、生活習慣病予防のために、自ら進んで実行してい

ることがありますか。（あてはまるものすべてに○）       〈回答者数1,168〉 

57.8 栄養バランスや規則正しい食事など食生活に気をつけている 

38.4 毎食後の歯みがきなど歯や口の健康管理 

33.6 散歩やスポーツなど積極的に体を動かすように心掛けている 

49.0 睡眠・休養を十分にとるようにしている 

35.3 気分転換・ストレス解消に努めている 

45.5 たばこを吸わない（喫煙本数を減らす）  

36.3 お酒を飲み過ぎない（飲まない） 

37.2 規則正しい生活をする 

43.4 定期的な健康診断の受診 

32.8 新聞・テレビ・雑誌などで健康に関する情報・知識を増やすように努めている 

7.7 特に何もしていない 

1.8 その他（                 ）      0.4 無回答 

 

（全員の方に） 

問10．あなたは、ふだんの診察や健康相談をするかかりつけの診療所（医院・クリニック）

を決めていますか。（○は１つ）                〈回答者数1,168〉 

49.9 決めている    27.1 だいたい決めている    22.9．決めていない 

                             0.2 無回答 
 

（全員の方に） 

問11．あなたは、食品や調理済の料理を購入する時または外食の時に、栄養成分の表示があ

れば参考にしますか。（○は１つ）               〈回答者数1,168〉 

63.9 参考にする     34.9 参考にしない      1.2 無回答 
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（全員の方に） 

問12．あなたは、現在の自分の歯の本数を知っていますか。（○は１つ）〈回答者数1,168〉 

38.4 知っている     → 自分の歯の本数を記入してください（    ）本  

57.7 知らない           3.9 無回答  

     

（全員の方に） 

問13．あなたは、自分の歯の健康について気をつけていることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,168〉 

15.7 月に１回以上、自分で歯や歯肉を観察している 

32.3 歯をみがく時に、歯間部清掃用器具（フロスや歯間ブラシ）を使用している 

37.3 かかりつけの歯科診療所（医院・クリニック）で定期的に歯科健診や歯石除

去、歯面清掃をしてもらっている  

37.7 特に何もしていない 

3.9 その他（             ）      2.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問14．あなたは、次にあげる疾病について喫煙による影響があることを知っていますか。

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,168〉 

94.4 肺がん             75.7 妊娠（胎児）への影響 

64.9 ぜんそく            28.3 歯周疾患  

47.4 心臓病             73.8 周囲の人の肺がん 

42.0 脳卒中              2.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問15．あなたは、タバコを吸っていたことがありますか。（○は１つ） 〈回答者数1,168〉 

「１」か「２」をご回答の場合は、１日の喫煙本数をご記入ください。 

21.7 吸ったことがあり、現在も吸っている   →１日の喫煙本数（   ）本  

30.1 過去に吸っていたことがあるが、現在は吸っていない  

→吸っていた頃の１日の喫煙本数（   ）本  

47.4 吸ったことがない             0.8 無回答 

    

（全員の方に） 

問16．あなたは、最近１か月以内に、イライラやストレスを感じたことがありますか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

33.1 しばしば感じる     18.9 あまり感じない  

41.1 たまに感じる       6.3 まったく感じない     0.6 無回答 
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（全員の方に） 

問17．あなたは、イライラやストレスがあるとき、どのようにしていますか。（あてはまる

ものすべてに○）                       〈回答者数1,168〉 

17.7 ストレスの原因の解決に積極的に取り組む 

9.7 計画的に休暇をとる 

44.9 身近な人に話をして発散する 

2.4 医療機関や相談機関などの専門家に相談する 

35.2 趣味・スポーツにうちこむ 

11.6 動物（ペット）と遊ぶ 

22.1 何か食べる 

24.3 買い物をする  

34.4 テレビを見たり、ラジオを聴いたりする  

3.4 ギャンブル・勝負ごとをする 

10.9 タバコを吸う 

19.7 酒（アルコール飲料）を飲む 

9.7 じっと耐える 

29.3 寝てしまう 

8.0 特になし 

4.5 その他（               ）     2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問18．あなたは、眠れない時にアルコール飲料や薬（睡眠補助剤）を使用したことがありま

すか。（○は１つ）                      〈回答者数1,168〉 

31.7 ある         66.8 ない         1.5 無回答  

 
（全員の方に） 

問19．「うつ病」は、誰でもかかる可能性があります。適切に対応しないと病気が長引くこ

とも多く、ときには自殺の要因になることもあります。本人や周囲の人が早く症状に気

づき、早期に対応することが重要ですが、相談することに抵抗を感じる人が多いとされ

ています。あなたもしくはあなたの家族がそういう状態になったとき、あなたのお考え

に近いのはどれですか。（あてはまるものすべてに○）   〈回答者数1,168〉 

69.2 相談することには特段の抵抗は感じない 

8.7 かかりつけ医（内科や外科など）に相談することには抵抗がある 

11.6 公的な相談窓口を利用することには抵抗がある 

10.7 精神科などの専門医療機関に相談（受診）することには抵抗がある 

20.5 地域で活動する自主グループに相談することには抵抗がある 

17.6 職場や学校が実施する心理相談を利用することには抵抗がある 

14.8 友人や知り合いに相談することには抵抗がある 

6.3 無回答 
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（全員の方に） 

問20．あなたは、大量飲酒（１日・日本酒換算３合を超える飲酒）することがありますか。

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

3.9 しばしばある（週５日以上） 

4.5 時々ある（週３～４日）  

15.8 たまにある（週１～２日） 

73.6 ない（ほとんどない） 

2.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問21．あなたは、あなたにとって適度な飲酒量をご存じですか。（○は１つ）〈回答者数1,168〉 

61.5 知っている    20.0 知らない    13.8 どちらとも言えない 

                        4.7 無回答 

 

（国民健康保険に加入している方に） 

問22．あなたは、国民健康保険制度のしくみ（手続き・保険料・給付内容など）について、

どの程度ご存じですか。（○は１つ）               〈回答者数840〉 

6.7 制度について、よく知っている 

30.5 だいたい知っている  

40.4 一部知っているが、わからない内容も多い 

22.5 ほとんど知らない 

 
 

 「地域活動」以降の設問は、区の事業や施策の目標の達成度を測るために指標として 

用いる設問項目としてお聞きします。 

 

 

（全員の方に） 

問23．あなたは、どのような内容の地域の活動に参加していますか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,168〉 

11.0 町会などの地域活動 

9.9 地域まつりやバザーなどの地域の行事 

3.3 福祉、環境保全などボランティア、ＮＰＯの活動 

9.1 趣味、スポーツ、学習などの地域活動  

73.5 参加していない 

2.7 その他（               ）       1.2 無回答 

日本酒１合(180cc)換算は、 

ビール大ビン１本 

ウイスキーダブル１杯 

ウイスキー水割り２杯 

焼酎お湯割り１杯 

ワインは同じ(180cc) 

２．地域活動についてうかがいます
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（全員の方に） 

問24．地域の支えあい活動といった場合、あなたは活動エリアとしてどの程度の広さを思い

浮かべますか。最も近いものを選んでください。（○は１つ）   〈回答者数1,168〉 

42.6 小学校区の範囲 

14.0 中学校区の範囲（小学校区３つ程度） 

3.9 区内を４つに分けた範囲（小学校区７～８つ程度）  

7.8 中野区全域 

28.7 わからない             3.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問25．あなたのご近所とのつきあいはどのようなものですか。（○は１つ）〈回答者数1,168〉 

14.6 困っているときお互いに相談したり助け合ったりするなど、親しくおつき 

あいしている 

5.5 町会、自治会や隣近所の行事の時だけつきあう 

22.9 たまに世間話する程度  

43.8 顔を合わせたときに会釈する程度 

12.0 つきあいがほとんどない          1.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問26．あなたは、地域住民間の見守りや支えあいが必要だと実感したことがありますか。

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

58.5 実感したことがある    39.3 実感したことはない    2.2 無回答 

※地域住民間の見守りや支えあい…高齢者世帯や障害者世帯、子育て世帯などに対する声 

かけや困りごとへのちょっとしたお手伝い 

 

（全員の方に） 

問27．あなたは、地域住民間の見守りや支えあいの活動をどの程度していますか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

4.1 日常的にしている      34.2 ほとんどしていない  

15.8 時々している        44.3 していない      1.5 無回答 

 

（全員の方に） 

問28．身近な相談相手として、民生委員（児童委員を兼ねます）が地域で活動していること

をご存じですか。（○は１つ）                 〈回答者数1,168〉 

34.6 知っている           28.0 言葉は聞いたことがある  

12.0 だいたい知っている       24.2 知らなかった 

                    1.2 無回答 
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（全員の方に） 

問29．あなたは、この１年間に、次にあげる募金や活動に寄付したり会費を納めたりしまし

たか。（あてはまるものすべてに○）              〈回答者数1,168〉 

59.6 町会費や自治会費 

28.8 地元のお祭りなどへの寄付 

43.8 歳末助け合い募金 

42.1 赤い羽根共同募金 

35.8 日本赤十字の会費（寄付） 

21.7 他の地域や海外で起きた地震など大規模災害の募金 

8.5 国際協力系の活動 

2.3 保健福祉医療系の活動 

3.1 環境系の活動 

2.7 子育て・教育系の活動 

22.8 していない 

3.6 その他（              ）      0.9 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問30．あなたは、介護保険制度のしくみ（手続き・保険料・給付内容など）について、どの

程度ご存じですか。（○は１つ）                〈回答者数1,168〉 

4.5 よく知っている 

18.2 だいたい知っている  

37.3 一部知っているが、わからない内容も多い 

39.6 ほとんど知らない 

0.4 無回答 

 

（全員の方に） 

問31．介護保険制度が始まって８年が経過し、中野区では現在８千人の方がこのサービスを

利用しながら生活しています。あなたは、この制度を全体としてどの程度評価しますか。

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

12.2 大いに評価している        2.7 まったく評価していない 

27.6 多少は評価している       44.5 わからない  

12.0 あまり評価していない       1.1 無回答 

 

３．介護保険関係についてうかがいます 
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（全員の方に） 

問32．あなたは、痴ほう症が認知症という病名に変わったことを知っていますか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,168〉 

86.9 知っている      12.1 知らない      1.0 無回答  

※認知症とは、物忘れがひどくなり、時間や場所が分からなくなるほどの症状が原因で不安

になり、周辺症状（徘徊、暴言、妄想など）が生じますが、適切な医療の提供や不安を和

らげることなどで周辺症状をなくしたり、軽くしたりすることができます。 

 

（全員の方に） 

問33．高齢者の介護予防や在宅生活を支える各種相談（介護保険、権利擁護など）を行なう、

地域包括支援センターが区内に８か所設置されていますが、あなたは、ご自分の住んで

いる地域を担当している地域包括支援センターはどこか（名称・所在地など）ご存じで

すか。（○は１つ）                      〈回答者数1,168〉 

23.0 知っている      75.8 知らない      1.2 無回答  

 

 

 

 

（全員の方に） 

問34．あなたは、普段、障害のある同僚や友人・家族・知り合いなどと会話を交わしたり、

一緒に行動や仕事をしたりする機会はありますか。（○は１つ）  〈回答者数1,168〉 

11.7 日常的にある 

16.7 たまにある  

13.3 あまりない 

57.3 ほとんどない 

1.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問35．あなたは、「ユニバーサルデザイン」という言葉と意味についてどの程度ご存じです

か。（○は１つ）                       〈回答者数1,168〉 

20.5 言葉、意味ともよく知っている 

13.8 言葉は知っているが意味はよくわからない  

23.4 言葉だけは聞いたことがある 

41.4 言葉も意味も全く知らない 

0.9 無回答 

４．福祉のまちづくりについてうかがいます 
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（全員の方に） 

問36．あなたは、次のそれぞれの機関について、身近に感じますか。（(1)～(8)それぞれに

ついて○は１つずつ）                     〈回答者数1,168〉 

(1) 区役所        → 42.2 身近に感じる 47.9 身近に感じない  9.9 無回答 

(2) 地域センター     → 52.1 身近に感じる 38.3 身近に感じない  9.7 無回答 

(3) 保健福祉センター   → 11.0 身近に感じる 74.2 身近に感じない 14.7 無回答 

(4) 保健所        → 18.8 身近に感じる 67.6 身近に感じない 13.6 無回答 

(5) 地域包括支援センター →  5.2 身近に感じる 79.5 身近に感じない 15.2 無回答 

(6) 病院や診療所     → 71.1 身近に感じる 19.7 身近に感じない  9.2 無回答 

(7) 薬局         → 69.4 身近に感じる 20.2 身近に感じない 10.4 無回答 

(8) 社会福祉協議会    →  3.5 身近に感じる 81.6 身近に感じない 14.9 無回答  

 

（全員の方に） 

問37．「成年後見制度」という言葉やしくみについてどの程度ご存じですか。（○は１つ） 

〈回答者数 1,168〉 

17.8 言葉、しくみとも知っている 

23.1 言葉は知っているが、しくみはよくわからない  

18.4 言葉としては聞いたことがある 

39.8 全く知らない            0.9 無回答 

※成年後見制度とは認知症や障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るため、 

成年後見人などの援助者が代理人となって財産管理や契約などを行う制度です。 

 

（全員の方に） 

問38．あなたは中野区の保健福祉施策について満足していますか。（○は１つ） 

〈回答者数1,168〉 

2.1 満足          59.8 普通        13.1 不満  

6.7 だいたい満足      11.3 やや不満       7.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問39．保健福祉行政全体や今回の調査について、ご要望やご意見などありましたら、ご自由

にお書きください。 

 

 

 

  

ご協力ありがとうございました

５．保健福祉の相談窓口についてうかがいます 
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