
 

 

 

 

 

 

■ 調査票と単純集計 
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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 

「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」 

《高齢者調査》 

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 

えになれない場合には、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」。 

 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。 

 
 

（全員の方に）                          

問１．あなた（宛名の方ご本人）の性別をお答えください。（○は１つ）〈回答者数1,762〉 

38.1 男性              60.9 女性      1.0 無回答  

 

（全員の方に） 

問２．あなた（宛名の方ご本人）の現在の年齢をお答えください。（○は１つ） 

〈回答者数1,762〉 

25.3 65 歳～69歳     21.1 75 歳～79歳      11.8 85 歳以上  

24.1 70 歳～74歳     16.6 80 歳～84歳       1.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問３．あなた（宛名の方ご本人）と同居されているご家族はどなたですか。（あてはまるも

のすべてに○）                        〈回答者数1,762〉 

22.1 同居している家族はいない（ひとり暮らしである）       →問４へ 

55.2 配偶者                           →問４へ 

2.1 親 

33.8 子ども 

8.8 子どもの配偶者  

2.6  兄弟姉妹、兄弟姉妹の家族                  →問５へ 

8.3  孫 

0.4  同居家族はいるが、同居家族は現在入院中である 

1.2  その他（                           ）  1.6  無回答 

 

（問３で「１．同居している家族はいない」か「２．配偶者」と答えた方に） 

問４．ひとり暮らし、またはご夫婦のみで暮らしていらっしゃるとのことですが、あなた 

（宛名の方ご本人）には、別にお住まいになっているお子さんがおられますか。お子さ 

んが２人以上いる場合は、住まいの近い方でお答えください。（○は１つ） 

〈回答者数1,010〉 

19.9 子どもはいない 

20.0 歩いていける範囲（10分以内）に住んでいる 

12.1 30 分以内で行ける場所に住んでいる  

24.3 30 分以上かかる場所に住んでいる 

14.2 関東近県に住んでいる 

3.8 その他の地域に住んでいる             5.8  無回答 

■はじめに、あなたご自身のことについてうかがいます 
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（全員の方に） 

問５．あなた（宛名の方ご本人）が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1,762〉 

1.0 １年未満 

2.2 １～４年 

3.8 ５～９年  

6.4 10～19年 

9.9 20～29年 

75.5 30 年以上                      

1.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問６．あなた（宛名の方ご本人）のお住まいは次のどれにあたりますか。入院中の方は、 

戻られる予定のご自宅についてお答えください。（○は１つ）  〈回答者数1,762〉 

63.2 持ち家（一戸建て） 

14.9 持ち家（マンションなどの集合住宅） 

5.7 公営住宅（都営、区営住宅など）  

13.5 民間賃貸住宅（アパート、マンションなど） 

0.2 社宅、社員寮、公務員住宅 

1.6 その他（                                  ） 

1.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問７．あなた（宛名のご本人）がお住まいの地域はどこですか。（○は１つ） 

〈回答者数1,762〉 

23.4  上鷺宮、鷺宮、白鷺、若宮、大和町 

25.8  江原町、江古田、野方、丸山、沼袋、松が丘、新井  

28.7  上高田、中野、東中野、中央 

21.2  本町、弥生町、南台 

0.9  無回答 
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（全員の方に） 

問８．あなた（宛名の方ご本人）は、普段、ご自分の健康についてどうお感じですか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,762〉 

26.3 健康である           16.6 どちらかといえば健康でない  

44.4 どちらかといえば健康である   11.7 健康でない      

                    1.0 無回答      
 

（全員の方に） 

問９．あなた（宛名の方ご本人）の視力についておたずねします。(めがねをかけた状態も 

含めて)。（○は１つ）                    〈回答者数1,762〉 

77.3 新聞や区報の細かい字が読める 

19.2 新聞の見出しの字が見える  

2.5 人の輪郭がわかる程度で生活上は不自由 

0.3 全く見えない 

0.7 無回答 

 

（全員の方に） 

問10．あなた（宛名の方ご本人）の聴力についておたずねします。(補聴器をつけた状態も 

含めて)。（○は１つ）                    〈回答者数1,762〉 

76.5 普通に聞こえる         5.9 あまりよく聞こえない  

16.2 少し大きな声なら聞こえる    0.6 ほとんど聞こえない 

                   0.7 無回答 
 

（全員の方に） 

問11．あなた（宛名の方ご本人）は、現在、歯のことで何か困っていることがありますか。

（○は１つ）                         〈回答者数1,762〉 

12.7  入れ歯があわない 

13.6  食べ物がかみにくい 

6.1  歯茎に痛みがある 

5.7  虫歯がある 

5.1  口臭がある  

1.7  出血がある 

2.2  味覚が鈍い 

44.6  困っていることはない 

7.8  その他（                         ）  

4.6 無回答 

■あなた（宛名の方ご本人）の健康状態についておたずねします 
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（全員の方に） 

問12．あなた（宛名の方ご本人）は、現在、通院または治療中の疾病はありますか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,762〉 

19.6 特に治療している疾病はない 

32.9 血圧症 

14.4 心臓病（狭心症、心筋梗塞、不整脈など） 

11.7 糖尿病 

4.1 脳卒中（脳こうそく、脳出血など） 

2.9 がん（悪性新生物）  

3.2 認知症  

15.0 筋骨系の疾病やけが（関節炎、リウマチ、骨粗しょう症、骨折） 

16.5 腰痛症 

18.2 目の病気（白内障、緑内障など） 

1.7 うつ病 

5.7 前立腺肥大症 

15.1 高コレステロール（高脂血症） 

13.7 その他（                                 ） 

3.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問13．あなた（宛名の方ご本人）は、１年前に比べて物覚え（記憶力）に変化はありました

か。（○は１つ）                       〈回答者数1,762〉 

0.3 よくなった 

44.4 少し悪くなった  

9.0 かなり悪くなった 

45.3 変わらない 

0.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問14．あなた（宛名の方ご本人）は、この１か月間で、気分が沈んだり憂(ゆう)うつな気持

ちになったりしたことがありましたか。（○は１つ）       〈回答者数1,762〉 

36.2 あった  

62.3 なかった 

1.5 無回答 
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（全員の方に） 

問15．あなた（宛名の方ご本人）が、健康を維持し向上するために、現在、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1,762〉 

5.1 特に何もしていない 

59.3 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 

42.8 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 

45.8 できるだけ外出するように心掛けている 

41.3 毎食後の歯みがきなど歯や口の健康管理をしている 

53.0 睡眠・休養を十分にとるようにしている  

27.1 気分転換・ストレス解消に努めている  

42.6 規則正しい生活をする 

49.6 定期的な健康診断を受ける 

65.2 身の回りのことはできるだけ自分でする 

74.0 新聞や本を読んだり、テレビを見たりするなど社会への関心を失わないよう

にしている 

25.0 地域の人と積極的に会話するよう努めている 

39.3 友人との会話を楽しんだり、共通の趣味をもつようにする 

6.0 その他（                                 ） 

1.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問16．地域の高齢者会館や高齢者福祉センターで、実施している健康づくりのための事業へ

の参加について、あなた（宛名の方ご本人）におたずねします。（○は１つ） 

〈回答者数1,762〉 

4.5 積極的に参加している 

4.9 たまに参加している 

8.2 参加したことはある  

48.6 興味はあるが、参加したことがない 

29.5 参加する気がない 

4.3 無回答 

 

■健康づくり運動についておたずねします
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（全員の方に） 

問17．あなた（宛名の方ご本人）は、現在、収入の得られる仕事をしていますか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,762〉 

27.9 仕事をしている           →問18へ  

71.1 仕事をしていない          →問19へ 

1.0 無回答 

 

（問17で「１．仕事をしている」をお答えの方に） 

問18．あなた（宛名の方ご本人）が働いている理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数492〉 

53.9 生活費を得るため 

24.0 小遣いを得るため 

20.9 将来への蓄え（貯金）のため 

36.6 健康に良いから 

6.1 友人が欲しいから  

34.6 持っている能力を活かしたいから 

32.1 生きがいを得たいから 

26.6 社会の役に立ちたいから 

20.5 何もしないでいると退屈だから 

10.2 その他（                                  ） 

0.6 無回答 

 

（問17で「２．仕事をしていない」をお答えの方に） 

問19．あなた（宛名の方ご本人）が、現在、働いていない理由は何ですか。（あてはまるも

のすべてに○）                        〈回答者数1,252〉 

9.7 働きたいが、自分の希望する仕事や職場がないから 

16.3 働く必要がない、または、働きたくないから 

23.2 健康上の理由から 

8.4 家事、孫の世話、介護などで働きに出られないから  

54.6 年齢的な理由のため 

22.8 自分の趣味や生きがいのために時間を使いたいから 

6.2 その他（                                  ） 

3.0 無回答 

■就業状況についておたずねします
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（全員の方に） 

問20．あなた（宛名の方ご本人）は、買い物や用事で外出することがありますか(通院やデ 

イケアのための外出は含めません)。（○は１つ）        〈回答者数1,762〉 

46.4 ほとんど毎日          4.8 月に１～２回 

22.8 週に３～４回          0.7 年に１～２回  

15.4 週に１～２回          7.3 ほとんどない 

                   2.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問21．あなた（宛名の方ご本人）は、平日の昼間、誰といることが多いですか。 

（○は１つ）                         〈回答者数1,762〉 

32.9 ひとりでいる 

46.1 配偶者や家族 

3.6 友人、知人  

0.5 近所の人 

10.0 仕事、趣味、老人クラブ等の仲間 

4.9 その他（                                  ） 

1.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問22．あなた（宛名の方ご本人）は、将来に対してどのようなことに不安がありますか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,762〉 

74.8 自分の健康のこと 

31.4 生活費等の経済面 

43.8 家族の健康のこと 

42.5 自分が認知症等により判断能力を欠く状態になること 

18.4 ひとりで生活しなければならなくなること  

9.8 預貯金等の管理 

7.4 家族・親族との関係 

3.7 近隣とのつきあい 

9.8 不安なことは特にない 

2.6 その他（                                  ） 

2.0 無回答 

 

■日常生活や社会参加についておたずねします
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（全員の方に） 

問23．あなた（宛名の方ご本人）は、不安や悩みごとは誰に相談していますか。（あてはま

るものすべてに○）                      〈回答者数1,762〉 

56.3 同居の家族 

24.9 友人、知人 

27.2 別居している子どもや親族 

2.3 近隣の住民 

11.2 専門家（医師・看護師・弁護士・カウンセラー等）  

2.7 区役所や地域包括支援センター等の公的機関 

4.0 ケアマネジャーやホームヘルパー 

0.9 民生委員 

10.6 相談相手は特にいない 

3.9 その他（                                  ） 

3.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問24．あなた（宛名の方ご本人）は、この１年間に次のような地域の活動に参加しましたか。

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,762〉 

11.9 趣味活動（写真、囲碁将棋、カラオケ、川柳、各種演芸など） 

6.0 文化・学習活動（歴史、地域の伝統、環境、自然観察、語学、 

パソコン教室など） 

10.2 運動やスポーツを通じた活動                   

8.3 地域、社会のためのボランティア活動  

9.3 町会・老人クラブなどの活動 

1.6 子どもの育成に関する活動 

2.7 その他（                            ） 

64.4 活動していない                        →問25

へ 

3.8 無回答 

 

（問 24で「８．活動していない」をお答えの方に） 

問25．あなた（宛名の方ご本人）は、どのようなきっかけがあれば、地域の活動に参加した

いと思いますか。（あてはまるものすべてに○）         〈回答者数1,135〉 

33.0 関心・興味のあるテーマがあれば参加したい 

21.5 時間に余裕があれば参加したい 

13.9 参加する場が身近なところにあれば参加したい 

6.4 紹介があれば参加したい  

15.0 知り合いがいれば参加したい 

20.8 健康状態が良くなったら参加したい 

16.6 その他（                                  ） 

8.8 無回答 

→問26へ
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（全員の方に） 

問26．あなた（宛名の方ご本人）は、異なる世代（子どもや青年、壮年世代など）との交流

の機会があった場合、参加したいと思いますか。（○は１つ）   〈回答者数1,762〉 

25.4 そう思う           18.1 どちらかといえばそうは思わない  

30.1 どちらかといえばそう思う   18.3 そうは思わない 

                   8.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問27．あなた（宛名の方ご本人）にとっての楽しみや生きがいは、どのようなことですか。

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,762〉 

36.4 趣味活動（写真、囲碁将棋、カラオケ、川柳、音楽、各種演芸など） 

18.0 文化・学習活動（歴史、地域の伝統、環境、自然観察、語学、国際交流など） 

23.0 運動やスポーツ 

16.5 働くこと 

48.9 旅行 

32.0 読書  

30.6 ショッピング、買い物  

10.3 地域、社会のためのボランティア活動、町会・老人クラブなどの活動 

41.3 友人や仲間との交流 

23.9 夫婦の団らん 

37.7 子どもや孫とのつきあい 

15.7 隣近所とのつきあい 

6.1 特にない 

4.8 その他（                                 ） 

2.8 無回答 

 

 

 

 

 

（全員の方に） 

問28．あなた（宛名の方ご本人）は、隣近所の人とどの程度のつきあいをしたいと思います

か。（○は１つ）                       〈回答者数1,762〉 

4.9 とても親しくつきあいたい    17.4 あまり親しくつきあいたくない  

69.1 ある程度親しくつきあいたい    5.7 つきあいはなくてよい 

                    3.0 無回答 

■地域とのかかわりについておたずねします
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（全員の方に） 

問29．地域の人たちが協力して、取り組んでいくことが特に必要な問題は、どのようなこと

だと思いますか。（○は２つまで）               〈回答者数1,762〉 

43.5 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯への支援 

14.2 障害のある人への支援 

8.2 子育てで悩んでいる家庭への支援 

16.7 健康づくりや介護予防などのための自主活動への支援  

61.4 災害時の助け合い 

7.8 特にない 

1.7 その他（                                  ） 

4.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問30．住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために、区はどのような支援を行う必

要があると思いますか。（○は２つまで）            〈回答者数1,762〉 

34.9 地域の人々が知り合う機会を増やす 

21.5 支え合う地域づくりに関する意識啓発をする 

35.8 お互いの人格を認め合いながら、ともに生きる地域づくり（まちづくり） 

に関する意識啓発をする 

21.9 地域の町内活動やボランティア活動への参加促進や活動支援をする  

7.1 地域で活動する様々な団体同士の交流を進める 

14.1 特にない 

2.4 その他（                                  ） 

8.3 無回答 

 

（全員の方に） 

問31．仮に、地域で、高齢者や障害者、子どものことなどで困っている世帯があったとした

ら、あなた（宛名の方ご本人）ができることは何ですか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数1,762〉 

52.7 日常的な声かけや安否の確認などの見守り 

26.8 ちょっとした買い物やゴミ出し、植木の水やりなどの手伝い 

13.3 話し相手や経験を活かした子育て相談 

5.8 臨時的な介護や子どもの預かり  

30.8 災害などの非常時の援助 

23.4 何かしたいと思うができない 

2.3 その他（                                  ） 

5.3 無回答 



 - 304 -

 

（全員の方に） 

問32．仮に、あなた（宛名の方ご本人）ご自身やご家族が、虚弱な状態（介護を必要としな

い程度）になった場合、利用したいと思うサービスは何ですか。（あてはまるものすべ

てに○）                           〈回答者数1,762〉 

51.1 栄養バランスのとれた食事の配達 

31.9 段差の解消や手すりの取り付けなど、高齢者向け住宅改修 

52.0 洗たく・清掃・買物・調理など、ヘルパーによるちょっとした家事の援助 

21.1 地域のボランティアによる声かけ、見守りネットワーク 

37.9 発作や火災など緊急時に役立つ、緊急通報機器の設置  

29.2 緊急時（災害や介護者の急病など）に緊急一時宿泊先を提供するサービス 

22.8 体力回復のための介護予防事業の実施 

16.5 高齢者会館・高齢者福祉センターで行う針・灸・マッサージ 

2.4 その他（                                   ） 

7.8 無回答 
 

（全員の方に） 

問33．権利擁護センター（アシストなかの）では、認知症などの原因により自らの判断では

契約手続きなどが難しくなった方に対する支援サービスや、権利や財産を保護する「成

年後見制度」の利用相談などを行っています。仮に、あなた（宛名の方ご本人）やご家

族が寝たきりや認知症になった場合、こうしたサービスや制度を利用したいと思います

か。（○は１つ）                       〈回答者数1,762〉 

47.1 利用したいと思う   16.3 利用したいと思わない   31.2 わからない  

                              5.4 無回答  
 

（全員の方に） 

問34．あなた（宛名の方ご本人）は福祉や介護サービスの情報をどこから得ることが多いで

すか。（あてはまるものすべてに○）              〈回答者数1,762〉 

73.2 区報 

20.0 区役所や地域包括支援センター等の公的機関の相談窓口 

58.2 新聞、テレビ、ラジオ 

35.8 友人、知人、家族 

11.4 ケアマネジャーやホームヘルパー  

3.9 民生委員 

17.0 チラシ、パンフレット、雑誌 

4.4 インターネット 

0.8 福祉や介護サービスの情報には関心がない 

1.5 その他（                                  ） 

2.4 無回答 

■保健福祉サービス等の利用意向についておたずねします 
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（全員の方に） 

問35．介護保険のサービスと保険料について、あなた（宛名の方ご本人）の考えに最も近い

ものは次のうちのどれですか。（○は１つ）           〈回答者数1,762〉 

20.9 保険料が多少高くなっても介護保険サービスが充実している方がよい 

26.3 保険料も介護サービスも今くらいが妥当である  

17.8 介護サービスを抑えても保険料が安いほうがよい 

31.0 どちらともいえない 

4.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問36．仮に、あなた（宛名の方ご本人）が寝たきりや認知症になり、介護が必要となった場

合に、どこで介護を受けたいと思いますか。（○は１つ）     〈回答者数1,762〉 

42.7 可能な限り自宅で介護を受けたい →問37へ 

15.3 身近な地域にある介護付きの小規模老人ホームや認知症高齢者グループホー

ム（認知症の高齢者が介護を受けながら共同生活する住居）などに住み替え

て介護を受けたい →問 38へ 

20.5 特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設を利用したい   

  →問 39へ 

19.5 一概には言えない →問 40へ 

1.9 無回答 

 

（問 36で「１．可能な限り自宅で介護を受けたい」と答えた方に） 

問37．それはなぜですか。（あてはまるものすべてに○）        〈回答者数752〉 

76.6 自宅で十分に介護が受けられるし、住み慣れたところが良い 

33.2 施設ではプライバシーがなく自由も制限されるから 

31.3 施設を利用する費用の負担が困難だから  

1.6 施設を利用することに別居している親族の理解が得られないから 

37.6 施設での生活に不安や抵抗を感じるから 

2.8 その他（                                  ） 

1.2 無回答 

 

■介護保険制度についておたずねします
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（問 36 で「２．身近な地域にある介護付きの小規模老人ホームや認知症高齢者グループホ

ーム（認知症の高齢者が介護を受けながら共同生活する住居）などに住み替えて介護を受

けたい」と答えた方に） 

問38．それはなぜですか。（あてはまるものすべてに○）        〈回答者数270〉 

26.7 ひとり暮らしで不安だから 

68.5 家族に迷惑をかけたくないから 

28.1 高齢や病弱、仕事などの事情で、家族による介護が期待できないから 

43.7 専門的な介護が受けられると思うから 

41.1 自宅では、十分な介護サービスが受けられないし、緊急時の対応に不安が  

あるから  

28.9 介護のための部屋がない、入浴しにくいなど自宅の構造に問題があるから 

37.0 小規模な施設であれば、家庭的な雰囲気が期待できるから 

22.2 在宅で介護を受けるよりも経済的な負担が軽そうだから 

31.5 住み慣れた地域の施設なら、家族や近隣の友人とも交流し続けられると思うから 

0.7 その他（                                  ） 

3.0 無回答 

 

（問 36 で「３．特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設を利用したい」と

答えた方に） 

問39．それはなぜですか。（あてはまるものすべてに○）        〈回答者数362〉 

30.4 ひとり暮らしで不安だから 

63.0 同居する家族や親族に迷惑をかけたくないから 

29.0 高齢や病弱、仕事などの事情で、家族による介護が期待できないから 

54.4 専門的な介護が受けられると思うから 

41.2 自宅では十分な介護サービスが受けられないし、緊急時の対応に不安があるから  

20.7 介護のための部屋がないとか入浴しにくいなど自宅の構造に問題があるから 

17.1 在宅で介護を受けるよりも経済的な負担が軽そうだから 

40.6 大規模な専門施設であればサービスの質が高く、安定していると思うから 

1.1 その他（                                  ） 

3.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問40．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（宛名の方ご本人）

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1,762〉 

29.5 知っている      63.9 知らない      6.6 無回答  
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（全員の方に） 

問41．高齢者が家族・親族等から身体的、精神的な暴力を受けるなどの「高齢者虐待」が社

会問題となっています。あなた（宛名の方ご本人）は、家庭内での高齢者虐待の防止策

としてどのような対策が効果的だと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

〈回答者数1,762〉 

48.5 相談窓口、通報受理体制の整備 

31.7 虐待の早期発見や支援のための地域におけるネットワーク作り 

29.7 虐待を受けた高齢者の一時保護制度の整備  

60.2 家族を介護疲れから開放するための環境整備（高齢者の短期入所、日中預  

かり制度の整備など） 

28.4 家族に対するカウンセリング等支援体制の整備 

18.2 「高齢者虐待防止法」などに基づく取り組みの充実 

16.6 意識啓発のための広報の充実 

3.1 その他（                                  ） 

13.2 無回答 

 

 

■高齢者問題等についておたずねします
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（全員の方に） 

問42．あなた（宛名の方ご本人）は、これからの高齢社会に向けて、区がどのようなことに

特に力を入れて欲しいと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

〈回答者数1,762〉 

57.4 身近なところでの相談窓口の充実 

21.0 高齢者の就労機会の確保、社会参加活動の促進 

20.3 生涯を通じて学習できる体制の充実 

13.8 世代間交流の促進 

15.6 活動場所の確保など、ボランティアなどの地域活動が活発になるための支援 

20.5 できるだけ多くの人が地域の活動に参加するためのきっかけづくり 

33.8 生涯を通じた健康づくりのための場の確保 

24.2 健康増進・維持のための相談や訪問指導などサービスの充実 

47.5 健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実 

26.9 介護予防を支援するための事業の充実  

18.6 地域で支えあうためのネットワークづくりと見守り支援活動の充実 

23.3 認知症の高齢者が地域で暮らしていくためのネットワークづくり 

13.8 家庭内での高齢者虐待を防止するための対策  

25.8 安全快適に居住するためのバリアフリー化に向けた住宅の改善や整備の促進 

28.0 公共交通機関による移動が困難な人が外出しやすくなるための移動手段・ 

移送手段の充実 

25.6 高齢者向け住宅への住み替え、民間賃貸住宅への入居支援など、居住ニーズ

に対応した円滑な住み替えの促進 

37.7 身近な地域の介護付き小規模老人ホームや認知症高齢者グループホーム 

（認知症の高齢者が介護を受けながら共同生活する住居）の整備 

14.3 サービス利用者を保護する権利擁護や苦情対応、第三者によるサービス内容

の点検評価などの取り組み 

18.8 判断能力が十分でない高齢者の権利や財産を保護する成年後見制度の普及 

22.8 高齢者の人権を守るための啓発活動 

31.6 保健福祉に関する情報の充実 

1.8 その他（                                  ） 

8.7 無回答 

 

■区の高齢者保健福祉施策への要望についておたずねします 
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（全員の方に） 

問43．保健福祉行政全体について、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。（自由記入） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 

 

■保健福祉行政について区への要望をお書きください
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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 

「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」 

《居宅サービス利用者》 

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、できる限りあて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（具体的に   ）」に○印をつけられた方は、お手数ですが具体 

的に記入してください。 

７．ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手は不要です）に入れ、 

平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ８ 日 （ 木 ） 

までに、郵便ポストに投函してください。 

８．調査の内容や記入方法などについて、ご不明な点がありましたら、下記ま 

でお問合せください。 
 

中野区保健福祉部介護保険担当 

TEL．３２２８－５６２９  FAX．３２２８－８９７２ 

E-mail kaigohoken@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」。 

 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。 

 

 

（全員の方に） 

問１．このアンケートにお答えいただくのはどなたですか。（複数の方が相談して回答され

る場合は、主に回答される方一人に○をつけてください。）     〈回答者数922〉 

61.4 ご本人             10.6 配偶者 

23.3 子どもまたはその配偶者      0.5 孫またはその配偶者 

1.5 兄弟姉妹             1.2 その他（           ） 

                   1.4 無回答 
 

（全員の方に） 

問２．あなた（宛名の方ご本人）の性別をお答えください。（○は１つ） 〈回答者数922〉 

29.3 男性         69.8 女性         0.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問３．あなた（宛名の方ご本人）の現在の年齢をお答えください。（４月１日現在でお答え

ください）（○は１つ）                     〈回答者数922〉 

5.5 40 歳～64歳      6.0 65 歳～69歳      8.6 70 歳～74歳 

16.8 75 歳～79歳     25.2 80 歳～84歳     37.1 85 歳以上 

                            0.9 無回答  

 

（全員の方に） 

問４．あなた（宛名の方ご本人）の要介護度は次のどれですか。（○は１つ）〈回答者数922〉 

18.5 要支援１      22.0 要支援２      8.5 要介護１ 

19.5 要介護２      13.8 要介護３      8.6 要介護４  

5.9 要介護５       1.2 わからない     2.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問５．あなた（宛名の方ご本人）は障害者手帳をお持ちですか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数922〉 

28.0 身体障害者手帳を持っている  

0.3 愛の手帳（療育手帳）を持っている  

0.9 精神障害者保健福祉手帳を持っている 

56.5 障害者手帳は持っていない 

14.8 無回答 

 

■はじめに、基本的なことについてうかがいます
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（全員の方に） 

問６．あなた（宛名の方ご本人）が介護を必要とするようになったと考えられる原因は何で

すか。（あてはまるものすべてに○）               〈回答者数922〉 

21.6 脳梗塞や脳出血など脳血管疾患  23.9 骨折・転倒 

21.7 膝などの関節疾患やリウマチ   17.1 認知症          

21.6 高血圧             10.0 心疾患    

8.4 糖尿病             17.6 骨粗しょう症   

3.3 パーキンソン病          4.7 がんなどの悪性疾患   

4.8 腎疾患             12.4 眼科疾患    

8.7 呼吸器疾患            8.4 泌尿器疾患   

5.7 胃腸疾患            33.5 年をとって不自由になった  

15.6 その他 （         ）  0.9 介護の必要はない 

                    2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問７．あなた（宛名の方ご本人）と同居されている方はどなたですか。（あてはまるものす

べてに○）                           〈回答者数922〉 

33.1 配偶者             36.0 子 

14.5 子の配偶者           11.3 孫  

32.3 ひとり暮らし           4.4 その他（具体的に       ） 

                    2.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問８．あなた（宛名の方ご本人）を主に介護している方お一人に○をつけてください。 

（○は１つ）                          〈回答者数922〉 

24.9 配偶者             11.3 息子 

18.9 娘                8.4 息子の配偶者 

－ 娘の配偶者            0.7 孫またはその配偶者 

12.6 その他の方           18.9 介護者はいない 

（具体的に              ）  4.4 無回答 

 

（全員の方に） 

問９．あなた（宛名の方ご本人）の世帯全体（同居している方すべて）の収入（年間）はど

のくらいですか。（○は１つ）                  〈回答者数922〉 

6.9 生活保護を受給している      5.6 ８０万円以下 

24.0 ８１万～２００万円未満     37.7 ２００万～５００万円未満  

11.2 ５００万～８００万円未満     7.5 ８００万円以上 

                    7.0 無回答 
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（全員の方に） 

問10．あなた（宛名の方ご本人）の地域を担当する地域包括支援センターはどこですか。同

封の一覧表を参考にお答えください。（○は１つ）         〈回答者数922〉 

8.6 南中野         8.9 本町          9.4 東中野 

20.2 中野         10.5 中野北        12.9 江古田 

14.5 鷺宮          9.9 上鷺宮         1.2 不明 

                             3.9 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問11．あなた（宛名の方ご本人）の現在のお住まいは、次のうちのどれですか。 

（○は１つ）                         〈回答者数922〉 

66.2 一戸建て持ち家 1.0 一戸建て借家 

8.6 分譲マンション 5.3 都営、区営住宅、旧公団・公社 

0.2 社宅・官舎・寮 などの公的住宅 

12.4 民間の賃貸アパート・マンション  0.7 間借り・住み込み  

1.2 高齢者住宅等の福祉住宅 2.3 その他（           ） 

  2.3 無回答 

  

（全員の方に） 

問12．現在のお住まいで、困っていることを、次の中から選んでください。（あてはまるも

のすべてに○）                         〈回答者数922〉 

11.2 居室の段差           3.9 居室の床が畳で動きにくい 

17.5 階段・廊下の段差        6.1 階段・廊下の幅が狭い 

10.1 手すりがなく不安        4.9 ドアやドアノブが使いにくい 

12.0 浴室・トイレが狭い      19.7 浴槽が深くて入りにくい 

0.9 トイレが和式で使いにくい    5.5 食堂・台所の設備が使いにくい 

26.6 玄関の段差           6.8 エレベータがない  

17.7 外回り（通路など）の段差・滑りやすい  

11.2 その他（                           ） 

28.9 特に困っていることはない 

7.5 無回答 

 

 

 

 

■住環境についておたずねします
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（全員の方に） 

問13．あなた（宛名の方ご本人）は現在の健康状態を維持したり悪化しないように、どのよ

うな点に注意を払っていますか。（あてはまるものすべてに○）   〈回答者数922〉 

62.1 食事メニューに気をつけている 

53.1 身体を動かしたり、軽い運動をするように心がけている 

67.5 身の回りのことはできるだけ自分でやるようにしている 

58.0 新聞や本を読んだりテレビを見たりするなど社会への関心を失わないよう

にしている  

36.1 家族や地域の人と会話するようにしている 

28.7 できる限り外出するようにしている 

16.5 その他（具体的に                             ） 

2.9 特に注意している事柄はない 

3.4 無回答 

 

（介護認定が要支援１・２の方に） 

問14．あなた（宛名の方ご本人）の現在の介護度を悪化させないために、どのようなサービ

スを利用したいと思いますか。（あてはまるものすべてに○）    〈回答者数374〉 

41.7 介護予防訪問介護         4.8 介護予防訪問入浴 

8.6 介護予防訪問看護        11.0 介護予防訪問リハビリテーション  

6.1 介護予防居宅療養管理指導    11.2 介護予防福祉用具貸与 

4.3 介護予防特定福祉用具販売     8.6 介護予防通所介護 

19.5 介護予防通所リハビリテーション 25.4 無回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護予防についておたずねします



 - 315 -

 

 

（全員の方に） 

問15．「小規模多機能型居宅介護サービス」は、「通い」を中心に、利用者の選択に応じて

「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせて利用できます。少人数の家庭的な雰囲

気の中で、日常生活上の介助や機能訓練などのサービスを顔見知りの職員から受けるこ

とができます。一方、このサービスを使うと、他の事業所のデイサービスや訪問介護、

ショートステイが利用できなくなります。あなた（宛名の方ご本人）はこのサービスを

ご存知でしたか。また、今後利用したいですか。（○は１つ）    〈回答者数922〉 

8.5 このサービスを知っていた。今後利用してみたいと思う 

12.1 このサービスを知っていた。今後利用する予定はない 

17.2 このサービスを知らなかった。今後利用してみたいと思う  

28.6 このサービスを知らなかった。今後利用する予定はない 

6.7 現在このサービスを利用している 

19.3 わからない               7.5 無回答 

※このサービスは、要支援１・２、要介護１～５の方が利用できます。 

 

（全員の方に） 

問16．「夜間対応型訪問介護サービス」は、ヘルパー等が定期的に巡回したり、緊急通報に

応じて訪問する、夜間専用の訪問介護サービスです。あなた（宛名の方ご本人）はこの

サービスをご存知でしたか。また、今後利用したいですか。（○は１つ）〈回答者数922〉 

11.0 このサービスを知っていた。今後利用してみたいと思う 

17.1 このサービスを知っていた。今後利用する予定はない 

16.7 このサービスを知らなかった。今後利用してみたいと思う  

22.8 このサービスを知らなかった。今後利用する予定はない 

3.4 現在このサービスを利用している 

20.3 わからない               8.8 無回答 

※このサービスは要介護１～５の方が登録して利用できます。 

 

（全員の方に） 

問17．ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護）を希望どおり利用できます

か。（○は１つ）                        〈回答者数922〉 

10.6 おおむね希望どおり利用できている        →問19へ 

8.5 希望してもなかなか利用できない  

4.2 ほとんど希望どおりの利用はできない 

56.5 利用を希望していない              →問19へ 

20.2 無回答 

 

■在宅生活の継続についておたずねします
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（問17で「２」「３」に○をつけた方に） 

問18．あなた（宛名の方ご本人）はショートステイを利用できない時どのように対応してい

ますか。（○は１つ）                      〈回答者数117〉 

12.0 親族や近所の人などに頼んでいる 

24.8 訪問介護（ホームヘルプ）など他のサービスの利用を増やしている  

41.9 家族の予定を取りやめるなどして対応している 

11.1 その他（                                ） 

10.3 無回答 

 

 

 

 

 

（全員の方に） 

問19．あなた（宛名の方ご本人）は、今後の生活についてどのようにお考えですか。 

（○は１つ）                          〈回答者数922〉 

15.4 住み慣れた自宅で家族中心の介護で暮らしたい 

44.6 自宅で家族の介護と、介護保険のサービスなどを利用して暮らしたい 

3.9 自宅でなくてもよいから住み慣れた地域の知人・友人のそばで、介護サービ

スなどを利用して暮らしたい  

4.8 高齢者向け住宅で暮らしたい 

7.9 施設に入所したい 

4.3 その他（                                ） 

13.6 わからない 

5.5 無回答 

 

問20．あなた（宛名の方ご本人）は、介護保険施設や有料老人ホームに入所（居）希望があ

りますか。（○は１つ）                     〈回答者数922〉 

4.4 現在、施設入所を申し込んでいる 

27.9 将来的には施設入所を考えたい  

29.4 施設への入所希望はない       

29.9 わからない             

8.4 無回答             

 

■今後の在宅生活・施設入所希望についておたずねします 

→問21、22へ
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（問20で「１」「２」に○をつけた方に） 

問21．あなた（宛名の方ご本人）が入所（居）を希望されている施設はどのような施設です

か。（希望するもの２つに○）                  〈回答者数298〉 

45.6 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

18.1 介護老人保健施設 

7.4 認知症高齢者グループホーム  

15.8 ケアハウス（軽費老人ホーム） 

25.8 介護付有料老人ホーム 

3.4 どのような施設でもよい 

5.7 その他（                               ） 

9.1 無回答 

（問20で「１」「２」に○をつけた方に） 

問22．あなた（宛名の方ご本人）が現在、または将来施設に入所（居）したいとお考えの理

由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）           〈回答者数298〉 

57.4 介護をする家族の心身の負担が大きい 

19.5 介護をする家族や親族がいない 

2.3 在宅に戻るための専門的なリハビリ等が必要となっている 

8.4 整った設備と専門職員がいる中での長期療養が必要となっている 

2.7 現在入院している病院を退院しなければならない  

18.1 認知症の症状があり、在宅での介護がむずかしい 

8.4 在宅のサービスの利用による経済的な負担が大きい 

17.4 現在の住まいの機能上、在宅での介護がむずかしい 

36.2 在宅生活継続に不安がある 

6.7 その他（                                  ） 

12.4 無回答 

 
 

 

（全員の方に） 

問23．区は、区内に８か所の地域包括支援センターを設置して、介護サービス利用の他、高

齢者の総合相談を受けています。あなた（宛名の方ご本人）は地域包括支援センターに

相談したことはありますか。（○は１つ）             〈回答者数922〉 

40.3 相談したことがある 

33.2 地域包括支援センターを知っているが、相談したことはない     

14.0 地域包括支援センターを知らなかった              

12.5 無回答              

 

■地域包括支援センターについておたずねします

→問25へ
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（問23で「１」に○をつけた方に） 

問24．相談してみていかがでしたか。（あてはまるものすべてに○）   〈回答者数372〉 

78.5 職員の対応が親切で丁寧だった 

4.0 職員の対応が良くなかった 

26.9 職員に知識や情報が十分にあると感じた 

5.6 職員の知識や情報が不十分だと感じた  

25.5 地域包括支援センターの場所はわかりやすかった 

6.2 地域包括支援センターの場所はわかりにくかった 

7.0 その他（             ）          5.1 無回答 

 

 
 

（全員の方に） 

問25．ケアマネジャーの対応について伺います。次の中で、あなた（宛名の方ご本人）のお

考えに最も近いものすべてに○をつけてください。（あてはまるものすべてに○）  

〈回答者数922〉 

62.3 ケアマネジャーは、ケアプランを作成する際に、あなたや家族の状況・要 

望を十分聞いてくれる 

38.4 ケアマネジャーは、必要な情報を十分提供してくれる 

44.3 ケアマネジャーは、あなたや家族の状況を十分に理解し、必要に応じてサー

ビスの変更などの対応をしている  

36.7 ケアマネジャーは、あなたや家族からの相談に十分に対応してくれる 

33.4 ケアマネジャーは、主治医やサービス事業者などと十分に連携をとっている 

7.2 上記の中に、自分の考えに近いものはない 

5.9 わからない                11.3 無回答  
 

（全員の方に） 

問26．ケアプランについて伺います。あなた（宛名の方ご本人）が、ケアプランについて不

満と思うことを次の中から選んでください。（あてはまるものすべてに○）〈回答者数922〉 

10.2 希望するサービスが利用できない 

0.8 希望しないサービスがケアプランに含まれている 

2.3 希望する事業者が利用できない 

14.1 サービスの利用回数や時間が少ない 

7.4 サービスの利用料金が高い  

10.7 要介護認定による給付の枠内では使いたいサービスが十分に受けられない 

5.5 介護保険制度の導入以前は使えていたサービスが使えなくなった 

1.8 レンタル用品に利用したい物品がない 

      （利用したい物品名                               ） 

36.0 不満な点はない 

3.9 ケアマネジャーから説明がない若しくは説明がよくわからない 

7.6 その他（               ）     23.1 無回答 

■介護保険制度についておたずねします
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（全員の方に） 

問27．へルパーについて伺います。次の中で、あなた（宛名の方ご本人）のお考えに最も近

いもの、すべてに○をつけてください。（あてはまるものすべてに○）〈回答者数922〉 

45.3 ヘルパーは、あなたや家族の状況・要望などに十分配慮したサービスを提 

供してくれる 

27.4 ヘルパーは、技術と知識が十分にある  

33.3 ヘルパーは、サービスに関する疑問や不満､要望などにきちんと対応して 

くれている 

7.3 上記の中に自分の考えに近いものはない 

5.5 わからない 

20.6 ヘルパーを利用していない           8.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問28．デイサービスの職員について伺います。次の中で、あなた（宛名の方ご本人）のお考

えに最も近いもの、すべてに○をつけてください。（あてはまるものすべてに○） 

〈回答者数922〉 

27.7 デイサービスの職員は、あなたや家族の状況・要望などに十分配慮し 

たサービスを提供してくれる 

16.3 デイサービスの職員は、技術と知識が十分にある  

20.7 デイサービスの職員は、サービスに関する疑問や不満､要望などにきちん 

と対応してくれている 

2.9 上記の中に自分の考えに近いものはない 

6.8 わからない 

40.3 デイサービスを利用していない         15.5 無回答 

 

（全員の方に） 

問29．介護保険のサービスと保険料について、あなたのお考えに最も近いものは次のうちの

どれですか。（○は１つ）                    〈回答者数922〉 

21.0 介護保険料が多少高くなっても介護サービスが充実している方がよい 

34.6 介護保険料も介護サービスも今くらいが妥当である  

8.2 介護サービスを抑えても保険料が安いほうがよい 

27.1 どちらともいえない 

9.0 無回答 
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（全員の方に） 

問30．介護保険制度全体をよくするため、区が力を入れるべきことは次のうちのどれですか。

（○は３つまで）                        〈回答者数922〉 

12.7 介護保険制度の啓発・ＰＲに努め、区民の理解を深める 

32.8 ケアマネジャーやホームヘルパーなどの人材を育成する 

16.7 心身の状態が悪化しないよう、介護予防のサービスに力を入れる 

14.5 見守りやちょっとした手伝いなど地域全体で介護を支える基盤づくりを行う 

22.7 困った時に相談できる場所を増やす 

32.2 家族介護の負担を軽減する 

38.3 区内に特別養護老人ホームなどの介護保険施設を増やす 

20.2 サービス提供事業者の質を高める 

25.3 介護保険給付の不正や無駄をなくす 

23.4 利用料を補助するなど、利用者の負担を軽減する 

3.7 その他（                                  ） 

3.6 わからない             8.7 無回答 

 

（全員の方に） 

問31．あなた（宛名の方ご本人）は、介護保険制度にどのような不満な点がありますか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数922〉 

19.5 要介護認定について納得できない 

7.3 サービスの質が良くない 

22.3 サービスを利用する手続きが複雑 

11.1 利用料が高い  

22.1 介護保険料が高い 

7.5 その他（                                 ） 

22.1 不満な点はない           18.5 無回答 

 

（全員の方に） 

問32．あなた（宛名の方ご本人）の、介護保険制度に関するご意見・ご要望などをご自由に

お書きください。 
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問33．介護をされていて困った時などに、どこ（だれ）に相談しますか。（あてはまるもの

すべてに○）                          〈回答者数343〉 

60.6 家族・親族 

17.2 近所の人・知人・友人 

71.4 ケアマネジャー 

12.5 地域包括支援センター 

0.6 民生委員 

9.0 区役所の担当窓口  

3.2 保健福祉センター 

45.2 かかりつけ医 

1.5 社会福祉協議会 

0.3 ボランティア 

3.8 その他（                                ） 

1.7 相談する所（人）がない 

6.1 無回答 

 

問34．介護をされていて、不足していると感じるサービスはどのようなものですか。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 

次の、問 33・34は、このアンケートにご本人が答えている場合には、回答の必要はあ 

りません。このアンケートの回答をご本人のかわりに答えていただいている介護者の方だ

け、お答えください。 
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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 

「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」 

《介護サービス未利用者》 

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、できる限りあて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 

記入してください。 

７．ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手は不要です）に入れ、 

平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ８ 日 （ 木 ） 

までに、郵便ポストに投函してください。 

８．調査の内容や記入方法などについて、ご不明な点がありましたら、下記ま 

でお問い合わせください。 
 

中野区保健福祉部介護保険担当 

TEL．３２２８－５６２９  FAX．３２２８－８９７２ 

E-mail kaigohoken@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」。 

 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。 

 

 

（全員の方に） 

問１．このアンケートにお答えいただくのはどなたですか。（複数の方が相談して回答され

る場合は、主に回答される方一人に○をつけてください。）     〈回答者数266〉 

64.3 ご本人             10.9 配偶者 

19.2 子どもまたはその配偶者      0.4 孫またはその配偶者   

2.3 兄弟姉妹             1.9 その他（            ） 

                   1.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問２．あなた（宛名の方ご本人）の性別をお答えください。（○は１つ） 〈回答者数266〉 

35.7 男性         63.5 女性         0.8 無回答  

 

（全員の方に） 

問３．あなた（宛名の方ご本人）の現在の年齢をお答えください。（４月１日現在でお答え

ください）（○は１つ）                     〈回答者数266〉 

    3.8 40 歳～64歳      4.9 65 歳～69歳      11.7 70 歳～74歳  

18.0 75 歳～79歳     28.2 80 歳～84歳      33.1 85 歳以上 

                             0.4 無回答 

 

（全員の方に） 

問４．あなた（宛名の方ご本人）の要介護度は次のどれですか。（○は１つ）〈回答者数266〉 

30.1 要支援１       19.5 要支援２    10.9 要介護１ 

6.4 要介護２        8.6 要介護３     5.6 要介護４  

6.0 要介護５        8.6 わからない    4.1 無回答 

 

（全員の方に） 

問５．あなた（宛名の方ご本人）は、障害者手帳をお持ちですか。（あてはまるものすべて

に○）                             〈回答者数266〉 

19.5 身体障害者手帳を持っている  

0.4 愛の手帳（療育手帳）を持っている  

－ 精神障害者保健福祉手帳を持っている 

63.5 障害者手帳は持っていない 

16.5 無回答 

■はじめに、基本的なことについてうかがいます
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（全員の方に） 

問６．あなた（宛名の方ご本人）が介護を必要とするようになったと考えられる原因は何で

すか。（あてはまるものすべてに○）               〈回答者数266〉 

18.4 脳梗塞や脳出血など脳血管疾患  18.4 骨折・転倒 

18.4 膝などの関節疾患やリウマチ   15.4 認知症          

18.0 高血圧              9.8 心疾患    

9.8 糖尿病             13.5 骨粗しょう症   

3.0 パーキンソン病          4.1 がんなどの悪性疾患    

4.9 腎疾患             10.2 眼科疾患    

8.3 吸器疾患             7.9 泌尿器疾患   

4.9 胃腸疾患            30.8 年をとって不自由になった  

12.0 その他（          ）  3.4 介護の必要はない 

                    3.0 無回答 
 

（全員の方に） 

問７．あなた（宛名の方ご本人）と同居されている方はどなたですか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数266〉 

41.7 配偶者             38.3 子 

11.7 子の配偶者           11.3 孫  

24.8 ひとり暮らし           6.8 その他（            ） 

                    0.8 無回答 

 

（全員の方に） 

問８．あなた（宛名の方ご本人）を主に介護している方お一人に○をつけてください。 

（○は１つ）                          〈回答者数266〉 

32.0 配偶者              7.5 息子 

23.3 娘                8.3 息子の配偶者  

0.8 娘の配偶者            0.4 孫またはその配偶者 

5.6 その他の方（         ）  17.7 介護者はいない 

                   4.5 無回答 
 

（全員の方に） 

問９．あなた（宛名の方ご本人）の世帯全体（同居している方すべて）の収入（年間）はど

のくらいですか。（○は１つ）                  〈回答者数266〉 

2.3 生活保護を受給している     4.5 ８０万円以下 

24.4 ８１万～２００万円未満     38.0 ２００万～５００万円未満  

12.8 ５００万～８００万円未満    9.8 ８００万円以上 

                   8.3 無回答 
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（全員の方に） 

問10．あなた（宛名の方ご本人）の地域を担当する地域包括支援センターはどこですか。同

封の一覧表を参考にお答えください。（○は１つ）         〈回答者数266〉 

10.9 南中野        10.9 本町          8.3 東中野 

15.4 中野         12.0 中野北        12.4 江古田  

16.5 鷺宮          9.4 上鷺宮         0.8 不明 

                             3.4 無回答 

 

 

（全員の方に） 

問11．あなた（宛名の方ご本人）が要介護認定を申請された理由は何ですか。 

（○は１つ）                         〈回答者数266〉 

21.8 身の周りのことが負担になってきたため 

13.2 退院して介護サービスを利用するため 

32.0 必要な時にサービスが受けられるようにするため 

9.8 介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医 

療施設）への入所・入院を希望しているため  

3.0 住宅改修をするため 

4.5 福祉用具の利用をするため 

1.5 介護保険外のサービスを利用するため 

0.4 周囲の人が認定を受けているため 

3.0 自分の介護度を知りたい 

4.9 その他（                                 ） 

6.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問12．あなた（宛名の方ご本人）が、介護保険サービスを利用していない理由についてお答

えください。（あてはまるものすべてに○）            〈回答者数266〉 

20.3 まだ必要でないため 

27.1 家族の介護でまにあっているため 

13.5 医療サービスを受けているため 

9.8 他人を家に入れたくないため 

6.0 他人に介護してもらいたくないため  

8.3 サービスの利用方法がわからないため 

2.6 ケアマネジャーへの依頼方法がわからないため 

3.8 利用したいサービスの日・時間帯などが合わないため 

4.1 利用したいサービスがないため 

4.5 利用料の負担が大きいため 

14.7 その他（                                 ） 

4.5 特別な理由はない              18.0 無回答 

■認定の申請についておたずねします
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（全員の方に） 

問13．あなた（宛名の方ご本人）は、どのような状況になったら、介護サービスを利用した

いと考えていますか。（○は１つ）                〈回答者数266〉 

12.0 病院を退院したら 

30.8 家族の介護が難しくなったら 

37.2 身体の具合が今よりも悪くなったら 

1.1 サービス利用料が今より安くなったら  

1.5 利用するつもりはない 

2.3 その他（                                ） 

5.3 わからない             9.8 無回答 

 

 

 

 

（全員の方に） 

問14．あなた（宛名の方ご本人）の現在のお住まいは、次のうちのどれですか。（○は１ 

つ） 〈回答者数266〉 

72.9 一戸建て持ち家 2.3 一戸建て借家 

6.8 分譲マンション 3.0 都営、区営住宅、旧公団・公社 

－ 社宅・官舎・寮 などの公的住宅 

10.2 民間の賃貸アパート・マンション  0.4 間借り・住み込み  

－ 高齢者住宅等の福祉住宅     2.6 その他（             ） 

      1.9 無回答 

 

（全員の方に） 

問15．現在のお住まいで、困っていることを、次の中から選んでください。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数266〉 

12.0 居室の段差            5.3 居室の床が畳で動きにくい 

16.5 階段・廊下の段差         4.9 階段・廊下の幅が狭い 

17.3 手すりがなく不安         1.9 ドアやドアノブが使いにくい 

10.2 浴室・トイレが狭い       17.3 浴槽が深くて入りにくい 

4.9 トイレが和式で使いにくい     6.0 食堂・台所の設備が使いにくい 

21.1 玄関の段差            4.9 エレベータがない  

12.4 外回り（通路など）の段差・滑りやすい  

6.4 その他（                           ） 

29.7 特に困っていることはない 

9.4 無回答 

■住環境についておたずねします
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（全員の方に） 

問16．あなた（宛名の方ご本人）は現在の健康状態を維持したり悪化しないように、どのよ

うな点に注意を払っていますか。（あてはまるものすべてに○）   〈回答者数266〉 

57.1 食事メニューに気をつけている 

49.6 身体を動かしたり、軽い運動をするように心がけている 

65.0 身の回りのことはできるだけ自分でやるようにしている 

53.8 新聞や本を読んだりテレビを見たりするなど社会への関心を失わないよう

にしている 

32.7 家族や地域の人と会話するようにしている  

26.3 できる限り外出するようにしている 

12.4 その他（                                 ） 

3.4 特に注意している事柄はない       3.8 無回答 

 

（介護認定が要支援１・２の方に） 

問17．あなた（宛名の方ご本人）の現在の介護度を悪化させないために、どのような事業に

参加したいと思いますか。（あてはまるものすべてに○）      〈回答者数132〉 

20.5 介護予防訪問介護          6.8 介護予防訪問入浴 

6.1 介護予防訪問看護          6.8 介護予防訪問リハビリテーション 

10.6 介護予防居宅療養管理指導     10.6 介護予防福祉用具貸与 

4.5 介護予防特定福祉用具販売      6.1 介護予防通所介護 

18.2 介護予防通所リハビリテーション  38.6 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問18．あなた（宛名の方ご本人）は、今後の生活についてどのようにお考えですか。（○は

１つ）                             〈回答者数226〉 

22.9 住み慣れた自宅で家族中心の介護で暮らしたい 

36.5 自宅で家族の介護と、介護保険のサービスなどを利用して暮らしたい 

3.0 自宅でなくてもよいから住み慣れた地域の知人・友人のそばで、介護サービ

スなどを利用して暮らしたい 

6.4 高齢者向け住宅で暮らしたい  

11.7 施設に入所したい 

4.1 その他（                                  ） 

8.6 わからない 

6.8 無回答 

 

■介護予防についておたずねします

■今後の在宅生活・施設入所希望についておたずねします 
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問19．あなた（宛名の方ご本人）は、介護保険施設や有料老人ホーム等に入所（居）希望が

ありますか。（○は１つ）                    〈回答者数226〉 

4.1 現在、施設入所を申し込んでいる 

27.4 将来的には施設入所を考えたい  

32.0 施設への入所希望はない       

22.9 わからない             

13.5 無回答 

 

（問19で「１」「２」に○をつけた方に） 

問20．あなた（宛名の方ご本人）が入所（居）を希望されている施設はどのような施設です

か。（希望するもの２つに○）                  〈回答者数84〉 

45.2 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

22.6 介護老人保健施設 

6.0 認知症高齢者グループホーム  

19.0 ケアハウス（軽費老人ホーム） 

21.4 介護付有料老人ホーム 

3.6 どのような施設でもよい 

6.0 その他（                                 ） 

10.7 無回答 

 

（問19で「１」「２」に○をつけた方に） 

問21．あなた（宛名の方ご本人）が現在、または将来施設に入所したいとお考えの理由は何

ですか。（あてはまるものすべてに○）              〈回答者数84〉 

64.3 介護をする家族の心身の負担が大きい 

16.7 介護をする家族や親族がいない 

7.1 在宅に戻るための専門的なリハビリ等が必要となっている 

26.2 整った設備と専門職員がいる中での長期療養が必要となっている 

11.9 現在入院している病院を退院しなければならない 

21.4 認知症の症状があり、在宅での介護がむずかしい  

11.9 在宅のサービスの利用による経済的な負担が大きい 

29.8 現在の住まいの機能上、在宅での介護がむずかしい 

41.7 在宅生活継続に不安がある 

4.8 その他（                                 ） 

7.1 無回答 

 

 

 

 

 

 

→問 22へ 



 - 329 -

 

 

（全員の方に） 

問22．区は、区内に８か所の地域包括支援センターを設置して、介護サービス利用の他、高

齢者の総合相談を受けていますが、あなた（宛名の方ご本人）は地域包括支援センター

に相談したことはありますか。（○は１つ）            〈回答者数266〉 

47.0 相談したことがある 

25.6 地域包括支援センターを知っているが、相談したことはない     

13.9 地域包括支援センターを知らなかった              

13.5 無回答              

 

（問22で「１」に○をつけた方に） 

問23．相談してみていかがでしたか。（あてはまるものすべてに○）   〈回答者数125〉 

80.8 職員の対応が親切で丁寧だった 

6.4 職員の対応が良くなかった 

25.6 職員に知識や情報が十分にあると感じた 

6.4 職員の知識や情報が不十分だと感じた  

24.8 地域包括支援センターの場所はわかりやすかった 

9.6 地域包括支援センターの場所はわかりにくかった 

4.8 その他（                                 ） 

3.2 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問24．介護保険のサービスと介護保険料について、あなた（宛名の方ご本人）のお考えに最

も近いものは次のうちのどれですか。（○は１つ）         〈回答者数266〉 

16.2 介護保険料が多少高くなっても介護サービスが充実している方がよい 

20.7 介護保険料も介護サービスも今くらいが妥当である  

11.7 介護サービスを抑えても保険料が安いほうがよい 

30.5 どちらともいえない 

21.1 無回答 

 

 

 

 

 

 

■地域包括支援センターについておたずねします

■介護保険制度についておたずねします

→問24へ
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（全員の方に） 

問25．介護保険制度全体をよくするため、区が力を入れるべきことは次のうちのどれですか。

（○は３つまで）                        〈回答者数266〉 

14.7 介護保険制度の啓発・ＰＲに努め、区民の理解を深める 

25.9 ケアマネジャーやホームヘルパーなどの人材を育成する 

17.3 心身の状態が悪化しないよう、介護予防のサービスに力を入れる 

13.2 見守りやちょっとした手伝いなど地域全体で介護を支える基盤づくりを行う 

24.1 困った時に相談できる場所を増やす 

34.2 家族介護の負担を軽減する 

38.7 区内に特別養護老人ホームなどの介護保険施設を増やす 

14.3 サービス提供事業者の質を高める 

19.2 介護保険給付の不正や無駄をなくす 

23.3 利用料を補助するなど、利用者の負担を軽減する 

3.8 その他（                                  ） 

6.0 わからない              8.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問26．あなた（宛名の方ご本人）は、介護保険制度にどのような不満な点がありますか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数266〉 

17.7 要介護認定について納得できない 

5.3 サービスの質が良くない 

30.8 サービスを利用する手続きが複雑  

10.2 利用料が高い 

28.9 介護保険料が高い 

12.8 その他（                                 ） 

15.0 不満な点はない           20.7 無回答 

 

（全員の方に） 

問27．あなた（宛名の方ご本人）の、介護保険制度に関するご意見・ご要望などをご自由に

お書きください。（自由記入） 
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問28．介護をされていて困った時などに、どこ（だれ）に相談しますか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数92〉 

58.7 家族・親族            

26.1 近所の人・知人・友人 

39.1 ケアマネジャー          

29.3 地域包括支援センター 

1.1 民生委員             

19.6 区役所の担当窓口   

3.3 保健福祉センター         

40.2 かかりつけ医 

1.1 社会福祉協議会          

1.1 ボランティア    

2.2 その他（                           ）  

1.1 相談する所（人）がない 

9.8 無回答 

 

問29．介護をされていて、不足していると感じるサービスはどのようなものですか。ご自由

にお書きください。（自由記入） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 

次の、問 28・29は、このアンケートにご本人が答えている場合には、回答の必要はあ 

りません。このアンケートの回答をご本人のかわりに答えていただいている介護者の方だ

け、お答えください。 
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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 

「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」 

《ケアマネジャー》 

調 査 票 

 

中 野 区 
 
 

【調査のご記入にあたってのお願い】 

 

１．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。 

２．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。 

３．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。 

４．お答えは、あてはまる回答の番号に○印をつけてください。 

５．「その他（  ）」に○印をつけられた方は、お手数ですが具体的に記入し 

てください。 

６．ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手は不要です）に入れ、 

平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ８ 日 （ 木 ） 

までに、郵便ポストに投函してください。 

７．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。 

 

中野区保健福祉部介護保険担当 

TEL．３２２８－５６２９  FAX．３２２８－８９７２ 

E-mail kaigohoken@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」。 

 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。 
 
 
（全員の方に） 

問１．あなたの所属する事業所の所在地は次のどれですか。（○は１つ） 〈回答者数139〉 

87.8 中野区       11.5 中野区以外       0.7 無回答 
 
（全員の方に） 

問２．あなたの所属する事業者（法人）はどのような介護サービス等を行っていますか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数139〉 

居宅サービス 

78.4 訪問介護 7.9 訪問入浴介護 

15.1 訪問看護 3.6 訪問リハビリテーション 

4.3 居宅療養管理指導 28.1 福祉用具（貸与） 

21.6 特定福祉用具（販売） 7.9 住宅改修 

36.7 通所介護 2.9 通所リハビリテーション 

24.5 短期入所生活介護  2.2 短期入所療養介護 

6.5 特定施設入居者生活介護  

介護予防サービス  

69.8 予防訪問介護  7.2 予防訪問入浴介護 

9.4 予防訪問看護 0.7 予防訪問リハビリテーション 

4.3 予防居宅療養管理指導 25.2 予防福祉用具（貸与） 

18.0 予防特定福祉用具（販売） 25.9 予防通所介護 

5.0 予防通所リハビリテーション 12.9 予防短期入所生活介護 

2.9 予防短期入所療養介護 2.9 予防特定施設入居者生活介護 

施設サービス  

18.7 介護老人福祉施設 2.2 介護老人保健施設 

1.4 介護療養型医療施設  

地域密着型サービス  

2.2 夜間対応型訪問介護 3.6 小規模多機能型居宅介護 

14.4 認知症対応型通所介護 7.2 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護予防地域密着型サービス  

1.4 予防小規模多機能型居宅介護 7.9 予防認知症対応型通所介護 

3.6 予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

その他のサービス  

15.1 病院・診療所 2.2 薬局 

1.4 その他のサービス（                   ） 

5.0 併設事業なし 0.7 無回答 

１ はじめに、基本的なことについてうかがいます
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（全員の方に） 

問３．あなたの現在の勤務体系を次の中から選んでください。（○は１つ）〈回答者数139〉 

52.5 常勤で専従           22.3 常勤で兼務（兼務職内容   ） 

24.5 非常勤              0.7 無回答 

 

（全員の方に） 

問４．あなたはケアマネジャーとして、何年間従事していますか。（○は１つ）〈回答者数139〉 

7.2 １年未満            30.9 １年以上３年未満  

26.6 ３年以上５年未満        35.3 ５年以上 

 

（全員の方に） 

問５．あなたのケアマネジャー受験資格と当該職種の従事期間を教えてください。 

(１) 受験資格                          〈回答者数139〉 

10.8 社会福祉士           52.5 介護福祉士  

12.9 看護師・保健師          0.7 医師・歯科医師   

1.4 薬剤師              － 理学療法士・作業療法士  

18.7 ホームヘルパー         14.4 その他（            ） 

 

(２) 従事年数（ケアマネジャーになる前の従事年数で複数の受験資格を持つ場合は通算 

してください）（○は１つ）                   〈回答者数139〉 

5.0 ５年未満            61.9 ５年以上１０年未満 

14.4 １０年以上１５年未満      12.9 １５年以上２０年未満 

5.0 ２０年以上            0.7 無回答 

 

（全員の方に） 

問６．過去３年間で、所属事業所を変わった回数は何回ですか。（○は１つ）〈回答者数139〉 

50.4 ０回  →問８へ    25.9 １回         13.7 ２回  

6.5 ３回           2.2 ４回          1.4 ５回以上 

 

（問６で「１」以外に○をつけた方に） 

問７．事業所を変わった主な理由は何ですか。（○は３つまで）     〈回答者数69〉 

18.8 事業所の統合・廃止        13.0 給与に関する問題 

5.8 給与以外の福利厚生等での問題   42.0 事業所の管理運営方針が合わない 

20.3 業務上の負担が多い        18.8 人間関係の問題 

27.5 その他（具体的に       ）   2.9 無回答 
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（全員の方に） 

問８．あなたは現在、何名の居宅サービス計画を作成していますか。（○は１つ） 

〈回答者数139〉 

13.7 １０名以下           15.1 １１名～２０名 

25.9 ２１名～３０名         28.1 ３１名～３５名  

9.4 ３６名～４０名          1.4 ４１名～５０名 

2.9 ５１名以上            3.6 無回答 

 

（全員の方に） 

問９．あなたは現在、何名の介護予防サービス計画の受託または作成をしていますか。 

（○は１つ）                          〈回答者数139〉 

15.1 ０名    74.1 １名～８名    8.6 ９名以上    2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問10．作成するケアプランの件数について、次の中から選んでください。（○は１つ） 

                                  〈回答者数139〉 

61.2 現在の件数で十分      →問 13 へ 

16.5 もっと件数を増やしたい   →問 11 へ  

18.0 もっと件数を減らしたい   →問 12 へ 

4.3 無回答 

 

（問10で「２」に○をつけた方に） 

問11．ケアプラン件数を増やしたいのに増えない理由をお書きください。 

 

 

 

  

 

 

 

（問10で「３」に○をつけた方に） 

問12．ケアプラン件数を減らしたくても減らせない理由をお書きください。 
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（全員の方に） 

問13．介護保険制度は要介護者等の自立支援を目的の一つとしていますが、現行の介護サ

ービスはその役割を十分果たしていると思いますか。（○は１つ）   〈回答者数139〉 

0.7 十分果たしている 

55.4 ある程度果たしている 

29.5 果たしているとは言いがたい 

     （具体的に                                   ）  

8.6 わからない 

3.6 １～４以外の意見 

（具体的に                                   ） 

2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問14．介護保険サービスは、家族の介護負担軽減につながっていると思いますか。 

（○は１つ）                           〈回答者数139〉 

7.9 十分につながっている 

69.1 ある程度つながっている 

10.1 さほどでもない  

10.1 負担軽減にはつながっていない 

    （具体的に                                     ） 

1.4 わからない 

1.4 無回答 

 

２ ケアプランを作成する上での課題についておたずねします 
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（全員の方に） 

問15．ケアプランを作成する際に、中野区内でサービス供給が不足しているため、利用者

に提供できない（しにくい）サービスは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

                                  〈回答者数139〉 

居宅サービス 

13.7 訪問介護 3.6 訪問入浴介護 

15.8 訪問看護 43.9 訪問リハビリテーション 

2.2 居宅療養管理指導 2.2 福祉用具（貸与） 

－ 特定福祉用具（販売） 0.7 住宅改修 

10.8 通所介護 65.5 通所リハビリテーション 

73.4 短期入所生活介護 58.3 短期入所療養介護 

11.5 特定施設入居者生活介護  

介護予防サービス  

12.9 予防訪問介護 1.4 予防訪問入浴介護 

8.6 予防訪問看護 22.3 予防訪問リハビリテーション 

2.2 予防居宅療養管理指導 0.7 予防福祉用具（貸与） 

－ 予防特定福祉用具（販売） 18.7 予防通所介護 

42.4 予防通所リハビリテーション 32.4 予防短期入所生活介護 

23.0 予防短期入所療養介護 7.9 予防特定施設入居者生活介護 

施設サービス  

48.9 介護老人福祉施設 67.6 介護老人保健施設 

43.9 介護療養型医療施設  

地域密着型サービス  

18.0 夜間対応型訪問介護 28.1 小規模多機能型居宅介護 

20.9 認知症対応型通所介護 24.5 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護予防地域密着型サービス  

15.1 予防小規模多機能型居宅介護 12.9 予防認知症対応型通所介護 

20.9 予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

その他のサービス  

5.8 病院・診療所（外来） 6.5 訪問診療・訪問歯科診療 

0.7 薬局  

0.7 供給不足のサービスはない 0.7 無回答 
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（全員の方に） 

問16．供給不足以外に必要なサービスが提供（調整）出来ないのはどのような場合ですか。

（○は１つ）                          〈回答者数139〉 

17.3 心身の状況            

34.5 経済的事情により費用負担が困難 

25.9 支給限度額を超える 

46.0 介護保険制度の給付では対応できない 

10.1 その他（具体的に                       ） 

5.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問17．現行の介護サービスや区の保健福祉サービス以外で要介護者等や家族にとってどのよ

うなサービスがあったらよいと思いますか。最近の経験を踏まえて自由にお書きくださ

い。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（全員の方に） 

問18．要介護者等が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるため、近隣や地域の人々からどの

ような支援や手助けがあったらよいと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

〈回答者数139〉 

71.9 話し相手            71.2 認知症高齢者の見守り 

66.9 散歩の付き添い         58.3 電球の交換や家具等の簡易な修理 

45.3 日常生活以外の特別な買い物   29.5 大掃除の手伝い 

23.7 ペットの世話          50.4 緊急時の連絡 

37.4 庭の手入れや趣味の手伝い    28.8 おかずの差し入れなど 

33.1 配食サービス 

13.7 その他 
 具体的に 

 
 

 

2.9 無回答 
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（全員の方に） 

問19．ケアプランの実施にあたって、介護サービス提供事業者との連携がとれていますか。 

（○は１つ）                         〈回答者数139〉 

21.6 十分連携が取れている 

74.8 ある程度連携が取れている  

2.9 うまく連携が取れない  
 具体的に 

 

 

 

0.7 どちらともいえない 

 

（全員の方に） 

問20．主治医（かかりつけ医）との連携についてはどうですか。（○は１つ）〈回答者数139〉 

23.0 十分連携が取れている 

38.1 主治医が忙しくなかなか時間をとってもらえない 

10.8 複数の医療機関にかかっており、主治医を特定できない 

2.2 主治医といえるようなかかりつけの医師がいない  

23.7 その他 
 具体的に 

 

 

 

                            2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問21．地域包括支援センターとの連携についてはどうですか。（○は１つ）〈回答者数139〉 

24.5 十分連携が取れている 

63.3 ある程度連携が取れている 

6.5 うまく連携が取れない 
   具体的に 

 

 

 

2.9 どちらともいえない               2.9 無回答 

 

 

３ サービス連携についておたずねします
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（全員の方に） 

問22．障害者施策を利用できる利用者について、区の障害者施策の相談窓口とのサービス 

調整等の連携が取れていますか。（○は１つ）          〈回答者数139〉 

6.5 連携が取れている 

24.5 ある程度連携が取れている 

17.3 うまく連携が取れない 

23.7 どちらともいえない  

17.3 障害者施策を利用できる利用者はいない 

5.8 その他 
 具体的に 

 

 

 

                            5.0 無回答 

 

（全員の方に） 

問23．サービス担当者会議を開催する上での問題点は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○）                 〈回答者数139〉 

64.7 関係者が忙しくてなかなか時間がとれない 

23.7 関係機関・主治医からの情報が得られない 

7.9 関係者に理解がなく、出席が得られない  

6.5 会議をどのように運営してよいかわからない 

7.9 適当な会場がない 

23.7 その他 
 具体的に 

 

 

 

                            5.0 無回答 
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（全員の方に） 

問24．ケアプランを作成する際に、特に対応に苦慮するケースはどのようなケースですか。

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数139〉 

43.9 身寄りがいない 

38.1 キーパーソンがいない 

58.3 家族が協力的でない  

31.7 認知症のため自分で判断できない 

41.0 要介護者と家族の考えが異なる 

11.5 要介護者や家族から提案したプランに同意が得られない 

30.2 費用負担の面で、適切なプランが作成できない 

28.8 介護保険の利用限度額ではサービスが足りない 

12.9 その他（          ）        2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問25．あなたは、要介護者等や家族からの相談を十分に受け止め、対応できていますか。 

（○は１つ）                          〈回答者数139〉 

5.8 十分対応できている      78.4 ある程度対応できている 

15.1 十分対応できないこともある   0.7 無回答 

【「３」に○をつけた方に】  
 

対応できない具体的な内容をあげてください。 

 

   

 

 
 

（全員の方に） 

問26．要介護者等や家族からの相談への対応に苦慮した場合、どこからアドバイス等を得て

いますか。（あてはまるものすべてに○）             〈回答者数139〉 

71.9 同僚や上司 

53.2 ケアマネジャー仲間 

71.2 地域包括支援センター 

20.1 保健福祉センター（保健師） 

47.5 区役所（４．保健福祉センター以外）の担当窓口  

4.3 東京都のケアマネ相談窓口 

20.1 主治医 

5.0 その他（                                   ） 

1.4 相談するところがない 

４ 困難な事例への対応についておたずねします
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（全員の方に） 

問27．ケアマネジャーに従事して以来、高齢者等に対する虐待が疑われるようなケースを発

見したり相談を受けたりしたことがどのくらいありますか。（○は１つ）〈回答者数139〉 

33.1 ０件           62.6 １件から９件  

1.4 １０件～１９件       0.7 ２０件以上     2.2 無回答 

 

（全員の方に） 

問28．高齢者虐待対応について強化すべきと思うことは何ですか。（あてはまるものすべて

に○）                             〈回答者数139〉 

69.1 地域包括支援センターとの連携 

57.6 保健福祉センター（保健師）との連携 

61.2 緊急一時保護の充実 

30.9 虐待防止ネットワークの充実 

42.4 具体的な対応や支援の方法等の研修 

31.7 区民・関係機関・団体等への周知・啓発 

6.5 その他 
    具体的に 

 

 

 

                            2.2 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問29．区は介護予防事業として下記の事業を実施していますが、充実すべきと思われる事業

を選んでください。（○は３つまで）               〈回答者数139〉 

48.2 転倒予防教室         12.9 口腔ケア教室  

19.4 栄養改善教室         48.2 閉じこもり予防等訪問事業 

25.2 家族介護教室         43.9 認知症サポート講座  

7.2 介護予防講演会 
テーマ 

 

 

35.3 高齢者福祉センター・高齢者会館での健康づくり・生きがいづくり事業 

7.2 その他 

 

 

 

                            5.0 無回答 

５ 介護予防についておたずねします
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（全員の方に） 

問30．区は在宅で介護している家族を支援するために具体的な介護の仕方などについて学ぶ

「家族介護教室」を開催していますが、あなたは、家族に参加をすすめたことがありま

すか。（○は１つ）                       〈回答者数139〉 

55.4 すすめたことがある 

33.8 すすめたことはないが、開催していることは知っている 

9.4 開催していることを知らなかった 

1.4 無回答 

 

〔「３」に○をつけた方に〕 

 広く周知されるには、どのような方法が必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員の方に） 

問31．区は認知症の方を抱える家族をサポートするために認知症の方の特性などについて学

ぶ「認知症サポート講座」を開催していますが、あなたは家族に参加をすすめたことが

ありますか。（○は１つ）                    〈回答者数139〉 

48.9 すすめたことがある 

35.3 すすめたことはないが、開催していることは知っている 

12.9 開催していることを知らなかった 

2.9 無回答 

 

〔「３」に○をつけた方に〕〈回答者数18〉 

 広く周知されるには、どのような方法が必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

６ 認知症に関する課題についておたずねします
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（全員の方に） 

問32．認知症高齢者に関してどのような施策が特に必要だと考えますか。（○は３つまで） 

〈回答者数139〉 

30.9 地域における認知症に関する理解の促進 

48.2 地域での見守りネットワークの整備 

55.4 家族への悩みの相談等の支援 

11.5 家族会開催への支援 

27.3 認知症ケアに関する介護スタッフの研修の充実 

43.2 認知症の早期発見・診断のための相談の場の充実  

32.4 認知症に関する専門医や専門家の支援・養成 

23.7 成年後見など権利擁護事業の充実 

37.4 認知症対応型通所介護（介護予防含む）や認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）等サービス基盤の充実 

5.0 その他（                                  ） 

1.4 無回答 

 

 

 

（全員の方に） 

問33．要介護者等の居宅の状況などから施設入所を希望せざるを得ないケースが多いと言わ

れていますが、どのような点が充実すれば居宅や地域での生活を続けることができると

思いますか。（あてはまるものすべてに○）            〈回答者数139〉 

51.1 訪問介護等介護サービスの充実 

73.4 ２４時間の緊急時に即応できる体制の整備 

66.9 区内での短期入所生活介護施設の充実 

31.7 高齢者見守りネットワークの整備  

6.5 住宅改修の対象拡大 

47.5 高齢者用住宅の増加 

32.4 在宅医療（往診体制）の充実 

10.8 その他（                                   ） 

1.4 無回答 

 

７ 在宅介護の可能性の拡大についておたずねします 
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（全員の方に） 

問34．介護保険関連の情報は、専門書籍・雑誌以外にインターネットでもかなり入手できる

ようになっています。次のホームページをよくご覧になりますか。 

（あてはまるものすべてに○）                  〈回答者数139〉 

61.2 ワムネット(独立行政法人福祉医療機構) 

http://www.wam.go.jp/ 

24.5 厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/ 

28.8 東京都福祉保健局ホームページ 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html 

35.3 とうきょう福祉ナビゲーション 

http://fukunavi.or.jp/fukunavi/  

32.4 東京都介護サービス情報  

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/ 

kaigo_lib/index.html 

25.9 中野区ホームページ 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

4.3 その他よくご覧になるホームページ 

（                                        ） 

9.4 インターネットを見る環境にない 

12.2 無回答 

 

 

（全員の方に） 

問35．中野区からどのような情報の入手を希望しますか。具体的に記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

８ 情報入手についておたずねします
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（全員の方に） 

問36．業務遂行上、最も困っていることはどのようなことですか。（○は３つまで） 

〈回答者数139〉 

9.4 担当件数が多い 

8.6 担当する利用者の地域範囲が広い  

39.6 困難なケースへの対応  

7.9 苦情への対応  

12.9 相談相手・スーパーバイザー等・助言者がいない 

5.0 事業所内のミーティングの時間がとりにくい 

8.6 サービス担当者会議がなかなか開けない  

51.8 制度が頻繁に変わり、対応に時間と労力がかかる 

6.5 地域の医療や介護サービスについての情報が得られない 

28.1 ケアマネ業務の範囲が明確でない  

71.9 文書の作成等事務処理に追われる 

25.9 規定が細かくケアマネとしての裁量の余地がない 

1.4 特に困っていることはない 

12.9 その他 
       具体的に 

 

 

                            2.2 無回答 

 

９ 業務遂行上の問題についておたずねします
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（全員の方に） 

問37．区にどのようなことを期待しますか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

（全員の方に） 

問38．地域包括支援センターにどのようなことを期待しますか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（全員の方に） 

問39．介護保険制度に関してご意見等ありましたら、ご自由に記入をお願いします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 

10 その他についておたずねします
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