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１ 調査の目的 

高齢者、要支援・要介護認定者の保健福祉・介護保険サービスの利用実態や今後の利用意向

等及び、介護サービス事業者の業務遂行状況等を把握するため、アンケート調査を実施した。 

 

２ 調査の設計 

調査は、以下の①～④について、郵送配布、郵送回収の方法で行なった。 

 

① 高齢者一般 

 基準日（平成 20 年４月１日）現在で 65 歳以上の区民から、介護保険で要支援又は要介護の

認定を受けている者及び障害者調査等を除外した中から、3,000 人を無作為で抽出し調査の対

象とした。 

 

・調 査 対 象：満 65 歳以上の区民（基準日：平成 20 年４月１日現在 58,655 人） 

・調査標本数：3,000 人 

・抽 出 方 法：無作為抽出 

・有効回収数：1,762 人（回収率：58.7％） 

・調 査 期 間：平成 20（2008）年４月 18 日～５月８日 

 

② 居宅サービス利用者 

・調 査 対 象：介護保険サービスのうち居宅サービスを利用している区民 

・調査標本数：1,500 人 

・抽 出 方 法：調査対象者から無作為に抽出 

・有効回収数：922 人（回収率：61.5％） 

・調 査 期 間：平成 20（2008）年４月 18 日～５月８日 

 

③ 介護サービス未利用者 

・調 査 対 象：要介護等の認定を受けており介護サービスを利用していない区民 

・調査標本数：500 人 

・抽 出 方 法：調査対象者から無作為に抽出 

・有効回収数：266 人（回収率：53.2％） 

・調 査 期 間：平成 20（2008）年４月 18 日～５月８日 

 

④ ケアマネジャー 

・調 査 対 象：区内全居宅介護支援事業所及び隣接区の居宅介護支援事業所で区民のケアプラ

ンを 10 件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャー 

・調査標本数：250 人 

・抽 出 方 法：調査対象者全員を抽出 

・有効回収数：139 人（回収率：55.6％） 

・調 査 期 間：平成 20（2008）年４月 18 日～５月８日 
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３ 調査の内容 

① 高齢者 

（１）調査回答者の属性 （６）地域とのかかわりについて 

（２）健康状態について （７）保健福祉サービス等の利用意向について 

（３）健康づくり運動について （８）介護保険制度について 

（４）就業状況について （９）高齢者問題等について 

（５）日常生活や社会参加について （10）高齢者保健福祉施策への要望について 

 

② 居宅サービス利用者 

（１）調査回答者の属性 （５）今後の在宅生活・施設入所希望について 

（２）住環境について （６）地域包括支援センターについて 

（３）介護予防について （７）介護保険制度について 

（４）在宅生活の継続について  

 

③ 介護サービス未利用者 

（１）調査回答者の属性 （５）今後の在宅生活・施設入所希望について 

（２）認定の申請について （６）地域包括支援センターについて 

（３）住環境について （７）介護保険制度について 

（４）介護予防について 

 

④ ケアマネジャー 

（１）調査回答者の属性 （５）介護予防について 

（２）ケアプランを作成する上での課題 （６）認知症に関する課題について 

について （７）在宅介護の可能性の拡大について 

（３）サービス連携について （８）情報入手について 

（４）困難な事例への対応について （９）業務遂行上の問題について 

 

４ 集計・分析 

・集計は、単純集計、属性との基本クロス集計、設問間のクロス集計の３分類について行った。 

 

５ 報告書の見方 

・回答の比率（構成比）は、小数第２位を四捨五入して算出しているため、回答比率を合計し

ても 100％ちょうどにならない場合がある。 

・回答者数が 10 人未満のものは標本誤差が大きいため、グラフに掲載してもコメントはして

いない。 

・数表やグラフの回答選択肢の表記は、一部省略しているところがある。 

・一部グラフは掲載せずに、説明のみを記載しているところがある。 




