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平成 24 年度 

「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 

ご記入ください。 

７．ご記入いただきました調査票は、 

平成平成平成平成 24242424 年年年年５５５５月月月月 25252525 日日日日（（（（金曜日金曜日金曜日金曜日））））までにまでにまでにまでに、、、、    

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。 

 

中野区健康福祉部保健福祉企画担当中野区健康福祉部保健福祉企画担当中野区健康福祉部保健福祉企画担当中野区健康福祉部保健福祉企画担当    

TELTELTELTEL．．．．３２２８３２２８３２２８３２２８－－－－５６０９５６０９５６０９５６０９        FAXFAXFAXFAX．．．．３２２８３２２８３２２８３２２８－－－－５６６２５６６２５６６２５６６２    

EEEE----mailmailmailmail    fukusisuisin@city.tokyofukusisuisin@city.tokyofukusisuisin@city.tokyofukusisuisin@city.tokyo----nakano.lg.jpnakano.lg.jpnakano.lg.jpnakano.lg.jp    
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（１）あなたの性別は、どちらですか。（○は１つ）        ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

38.938.938.938.9    男性           55.155.155.155.1    女性       6.06.06.06.0 不明・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）  ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

8.78.78.78.7    20 歳代             7.77.77.77.7    70～74歳 

16.016.016.016.0    30 歳代             7.97.97.97.9    75～79歳 

17.017.017.017.0    40 歳代             5.75.75.75.7    80～84歳 

13.013.013.013.0    50 歳代             2.52.52.52.5    85～89歳 

9.99.99.99.9    60～64歳            1.01.01.01.0    90 歳以上 

7.87.87.87.8    65～69歳            3333.0.0.0.0 不明・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○）         ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

27.727.727.727.7    正規の職員・従業員 

1.81.81.81.8    労働者派遣事業所の派遣社員

※

 

14.814.814.814.8    パート・アルバイト・契約社員・嘱託 

12.12.12.12.7777    自営業主・家族従業者 

1.71.71.71.7    学生 

15.215.215.215.2    家事専業 

19.819.819.819.8    無職 

2.82.82.82.8    その他（      ）              3333....5555 不明・無回答 

  ※労働者派遣事業所の派遣社員とは、労働者派遣法に基づいて派遣されている人をいい

ます。 

 

（４）あなたの世帯構成は、次のどれにあたりますか。（○は１つ）  ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

23.023.023.023.0    単身世帯（一人暮らし） 

26.726.726.726.7    夫婦のみ世帯 

38.838.838.838.8    ２世代世帯（親と子） 

4.74.74.74.7    ３世代世帯（親と子と孫） 

3.53.53.53.5    その他の世帯（     ）             3.23.23.23.2 不明・無回答 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに、、、、あなたあなたあなたあなた（（（（あてあてあてあて名名名名のののの方方方方））））ごごごご自身自身自身自身のことについてうかがいますのことについてうかがいますのことについてうかがいます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）         ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

47.647.647.647.6    持ち家（一戸建て） 

17.517.517.517.5    持ち家（分譲マンションなどの集合住宅） 

4.54.54.54.5    公営の賃貸住宅（都営・区営住宅、公社など） 

26.826.826.826.8    民営の賃貸住宅 

2.32.32.32.3    社宅、社員寮、公務員住宅 

1.11.11.11.1    その他（       ）                0.30.30.30.3 不明・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） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

4.74.74.74.7    １年未満 

13.813.813.813.8    １～５年未満 

11.211.211.211.2    ５～10年未満 

13.613.613.613.6    10～20年未満 

56.556.556.556.5    20 年以上                       0.20.20.20.2 不明・無回答 

 

（７）あなたがお住まいの地域はどこですか。（○は１つ）     ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 1111,,,,146146146146 人人人人＞＞＞＞ 

6.16.16.16.1    南 台             3.53.53.53.5    江原町 

5.85.85.85.8    弥生町             3.93.93.93.9    江古田 

9.89.89.89.8    本 町             2.12.12.12.1    丸 山 

8.68.68.68.6    中 央             5.05.05.05.0    野 方 

7.17.17.17.1    東中野             5.15.15.15.1    大和町 

7.67.67.67.6    中 野             3.43.43.43.4    若 宮 

7.47.47.47.4    上高田             3.93.93.93.9    白 鷺 

5.45.45.45.4    新 井             3.93.93.93.9    鷺 宮 

3.83.83.83.8    沼 袋             4.94.94.94.9    上鷺宮 

2.62.62.62.6    松が丘             0.10.10.10.1    不明・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該当する方のみお答えください。 

 

 

（全員の方に） 

問１．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○）                ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,111146464646人人人人＞＞＞＞ 

13.113.113.113.1    町会などの地域活動 

12.012.012.012.0    地域まつりやバザーなどの地域の行事 

3.93.93.93.9    福祉、環境保全などボランティア、NPOの活動 

10.710.710.710.7    趣味、スポーツ、学習などの地域活動 

67.567.567.567.5    参加していない 

1.91.91.91.9    その他（        ）            1.11.11.11.1 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問２．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） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 1111,,,,146146146146 人人人人＞＞＞＞    

14.114.114.114.1    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 

7.07.07.07.0    町会、自治会や隣近所の行事の時だけつきあう 

27.927.927.927.9    たまに世間話する程度 

38.238.238.238.2    顔を合わせたときに会釈する程度 

11.611.611.611.6    つきあいがほとんどない              1.11.11.11.1 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問３．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）                        ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

4.34.34.34.3    日常的にしている    →（次ページの問３-１へ） 

9.49.49.49.4    時々している      →（次ページの問３-１へ） 

34.34.34.34.7777    ほとんどしていない   →（次ページの問４へ） 

47.947.947.947.9    していない       →（次ページの問４へ）   3333....7777 不明・無回答 

  ※地域住民間の見守りや支えあいとは、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のことです。 

 

１１１１．．．．地域活動地域活動地域活動地域活動についてうかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます    
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（問３で「１」「２」に○をつけた方に） 

問３-１．具体的にどのような地域住民間の見守りや支えあいの活動ですか。 

（あてはまるものすべてに○）                           ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数157157157157人人人人＞＞＞＞ 

62.462.462.462.4    日常的な声かけ 

17.817.817.817.8    ポストに新聞や手紙がたまっていないかの確認 

34.434.434.434.4    ちょっとしたお手伝い 

5.75.75.75.7    自宅への定期的な訪問 

5.75.75.75.7    その他（        ）            1.91.91.91.9 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問４．身近な相談相手として、民生委員（児童委員も兼ねます）が地域で活動していること

をご存じですか。（○は１つ）                            ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

17.017.017.017.0    地域の民生委員の活動内容を知っている 

46.546.546.546.5    地域に民生委員がいることは知っている 

25.125.125.125.1    地域に民生委員がいるかどうか知らない 

10.010.010.010.0    民生委員という言葉を聞いたことがない        1.31.31.31.3 不明・無回答 

 

（６０歳以上の方に） 

問５．あなたは、高齢者福祉センターや高齢者会館

※

を利用したことがありますか。 

（○は１つ）                         ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数485485485485人人人人＞＞＞＞ 

5.45.45.45.4    よく利用している       →（次のページの問６へ） 

5.85.85.85.8    時々利用している       →（次のページの問６へ） 

10.910.910.910.9    あまり利用していない     →（問５-１へ） 

75.375.375.375.3    まったく利用したことがない  →（問５-１へ）   2.72.72.72.7 不明・無回答 

  ※高齢者福祉センターや高齢者会館は、高齢者の地域における交流及び自主的な活動の

促進を図るほか、高齢者が健康で充実した生活を送れるよう支援することにより、そ

の福祉の向上を図ることを目的として、設置されているものです。 

 

（問５で「３」「４」に○をつけた方に） 

問５-１．利用されていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数418418418418人人人人＞＞＞＞    

8.18.18.18.1    高齢者福祉センターや高齢者会館を知らなかったから 

44442.62.62.62.6    施設に行かなくても、趣味の活動や友達と交流しているから 

27.527.527.527.5    仕事をしていて、施設に行く時間をつくれないから 

3.63.63.63.6    場所が遠いから 

16.016.016.016.0    参加したい催しや活動がないから 

18.418.418.418.4    知り合いがいないので、参加しにくいから 

12.012.012.012.0    その他（    ）            1111....4444 不明・無回答
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（全員の方に） 

問６．あなたは、１回30分以上の連続した運動を週１～２回以上行っていますか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 1111,,,,146146146146 人人人人＞＞＞＞    

29.829.829.829.8    継続的に行っている         →（問７へ） 

21.221.221.221.2    時々している            →（問７へ） 

14.714.714.714.7    以前はしていたが、現在はしていない →（問６-１へ） 

32.732.732.732.7    まったくしていない         →（問６-１へ）  1111....6666 不明・無回答 

 

（問６で「３」「４」に○をつけた方に） 

問６-１．機会があれば参加してみたい活動はどんなことですか。 

（あてはまるものすべてに○）               ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 543543543543 人人人人＞＞＞＞ 

26.726.726.726.7    仲間で行う体操やウォーキングなどの活動 

16.416.416.416.4    健康的な食事づくりや栄養について学ぶ活動 

9.9.9.9.9999    野球やサッカー、バレーボールなどのチームで行う活動 

10.510.510.510.5    その他（        ） 

46.246.246.246.2    特にない                                        1111....8888 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問７．「メタボリックシンドローム」という言葉や意味をご存じですか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 1111,,,,146146146146 人人人人＞＞＞＞    

53.153.153.153.1    よく知っている 

41.941.941.941.9    肥満と関連することは知っている 

2.92.92.92.9    聞いたことはあるが、意味は知らない  

1.81.81.81.8    まったく知らない                              0.30.30.30.3 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問８．日頃、あなたが食べ物や食生活に関して心がけていることや、関心があることは何で

すか。（あてはまるものすべてに○）                           ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146＞＞＞＞ 

68.368.368.368.3    朝食を毎朝欠かさず食べる 

31.731.731.731.7    家族そろって食事をする 

61.761.761.761.7    栄養バランスや規則正しい食生活を心がけている 

34.734.734.734.7    国産品や地場産品の購入に努めている 

49.549.549.549.5    食べ物残しや食材の廃棄を減らすようにしている    

46.346.346.346.3    食の安全性を重視している    

24.324.324.324.3    手軽さ・利便性や値段の安さを重視している 

3.13.13.13.1    その他（        ）    

5.85.85.85.8    特にない                                   0.20.20.20.2 不明・無回答 

２２２２．．．．医療医療医療医療・・・・健康面健康面健康面健康面についてうについてうについてうについてうかがいますかがいますかがいますかがいます    
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（全員の方に） 

問９．あなたは、定期的に以下の健（検）診を受けていますか。（それぞれ○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人、、、、乳乳乳乳がんがんがんがん検診検診検診検診・・・・子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診回検診回検診回検診回答答答答者者者者数数数数631631631631人人人人＞＞＞＞    

67.967.967.967.9 定期的に受けている　 11.511.511.511.5 時々受けている 17.817.817.817.8 ほとんど受けていない 2.82.82.82.8 不明・無回答

25.025.025.025.0 定期的に受けている　 9.19.19.19.1 時々受けている　 34.734.734.734.7 ほとんど受けていない 31.231.231.231.2 不明・無回答

19.719.719.719.7 定期的に受けている　 5.55.55.55.5 時々受けている　 39.939.939.939.9 ほとんど受けていない 34.934.934.934.9 不明・無回答

27.727.727.727.7 定期的に受けている　 7.97.97.97.9 時々受けている 33.933.933.933.9 ほとんど受けていない 30.530.530.530.5 不明・無回答

33.633.633.633.6 定期的に受けている　 10.810.810.810.8 時々受けている　 28.428.428.428.4 ほとんど受けていない 27.327.327.327.3 不明・無回答

34.734.734.734.7 定期的に受けている　 11.311.311.311.3 時々受けている 25.225.225.225.2 ほとんど受けていない 28.828.828.828.8 不明・無回答

    

 

 

※１

基本的な健診とは、血液検査・尿検査・心電図・胸部Ｘ線検査などを総合的に行う健診です。 

※２

乳がん検診、子宮がん検診は、国の指針では２年に１回の実施とされています。 

 

 

（問９のいずれかの健（検）診で「１」「２」に○をつけた方に） 

問９-１．健（検）診をどこで受けていますか。（それぞれ○は１つ） 

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数910910910910人人人人＞＞＞＞

46.546.546.546.5 職場や健康保険組合の健（検） 32.932.932.932.9 区が実施する健（検） 2.22.22.22.2 通学先で実施する健（検）診　

7.37.37.37.3 人間ドック　 7.97.97.97.9 その他　 3.33.33.33.3 不明・無回答

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数390390390390人人人人＞＞＞＞

33.833.833.833.8 職場や健康保険組合の健（検） 36.736.736.736.7 区が実施する健（検） 0.30.30.30.3 通学先で実施する健（検）診　

12.612.612.612.6 人間ドック　 11.011.011.011.0 その他　 5.65.65.65.6 不明・無回答

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数289289289289人人人人＞＞＞＞

35.335.335.335.3 職場や健康保険組合の健（検） 44.344.344.344.3 区が実施する健（検） 0.00.00.00.0 通学先で実施する健（検）診　

12.512.512.512.5 人間ドック 　 5.55.55.55.5 その他　 2.42.42.42.4 不明・無回答

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数407407407407人人人人＞＞＞＞

29.029.029.029.0 職場や健康保険組合の健（検） 48.248.248.248.2 区が実施する健（検） 0.00.00.00.0 通学先で実施する健（検）診　

9.39.39.39.3 人間ドック 　 7.47.47.47.4 その他　 6.16.16.16.1 不明・無回答

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数280280280280人人人人＞＞＞＞

37.137.137.137.1 職場や健康保険組合の健（検） 41.141.141.141.1 区が実施する健（検） 0.40.40.40.4 通学先で実施する健（検）診　

8.98.98.98.9 人間ドック 10.710.710.710.7 その他　 1.81.81.81.8 不明・無回答

＜＜＜＜回答者数回答者数回答者数回答者数290290290290人人人人＞＞＞＞

33.133.133.133.1 職場や健康保険組合の健（検） 43.143.143.143.1 区が実施する健（検） 0.30.30.30.3 通学先で実施する健（検）診　

7.27.27.27.2 人間ドック 　 13.413.413.413.4 その他　 2.82.82.82.8 不明・無回答

基本的な健診

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮がん検診

 

問９-３へ 

問９-１、２へ 
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（問９の「基本的な健診」で「１」「２」に○をつけた方に） 

問９-２．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○） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数910910910910人人人人＞＞＞＞    

73.573.573.573.5    前回の結果と比較して健康状態を確かめた 

26.226.226.226.2    食事や運動などの生活習慣を見直した 

4.34.34.34.3    特定保健指導

※

を受けた 

22.422.422.422.4    医療機関に行って医師に相談した 

0.40.40.40.4    すこやか福祉センターで病気や栄養について相談した 

10.410.410.410.4    家族や友人に結果を見せて相談した 

21.221.221.221.2    気になることがなかったので何もしなかった 

4.14.14.14.1    気になることがあったが何もしなかった 

1.31.31.31.3    その他（         ）            5555....4444 不明・無回答 

※特定保健指導とは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）の早期発見を目的

とした健康診査（特定健診）の結果、メタボリックシンドローム、あるいはその予備

群とされた人に対して医療保険者が行う保健指導のことです。 

 

（問９の「基本的な健診」で「３」に○をつけた方に） 

問９-３．あなたが、健康診断を受けなかった理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○）                             ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数 204204204204 人人人人＞＞＞＞ 

31.431.431.431.4    忙しくて、健康診断を受ける時間がつくれなかったから 

29.929.929.929.9    費用がかかるから 

27.027.027.027.0    面倒だから 

14.214.214.214.2    病気治療を継続しているから 

21.121.121.121.1    健康なので必要と思わないから 

19.619.619.619.6    区や健康保険組合などの医療保険者が健康診断を行っていることを 

知らなかったから 

5.95.95.95.9    健康診断をあまり信用していないから 

10.310.310.310.3    悪い結果が出ると不安になるから 

11.311.311.311.3    その他（        ）             2222....5555 不明・無回答 
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（全員の方に） 

問10．あなたは自宅の近くで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）               ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

47.647.647.647.6    決めている       →（問10-1へ） 

22.722.722.722.7    だいたい決めている   →（問10-1へ） 

28.228.228.228.2    決めていない      →（問11へ）        1111....6666 不明・無回答 

 

（問10で「１」「２」に○をつけた方に） 

問10-1．あなたは、かかりつけの診療所（医院・クリニック）

※

で、普段から本人や家族な

どの日常生活を含めた健康についてのアドバイスを受けていますか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数805805805805人人人人＞＞＞＞    

56.656.656.656.6    受けている 

41.741.741.741.7    受けていない                  1.61.61.61.6 不明・無回答 

  ※かかりつけの診療所（医院・クリニック）との関係については、普段から気軽に相談し、

あなたや家族の健康状態を踏まえた適切な治療やアドバイスが受けられる、また、必要な

らばふさわしい専門医を紹介してくれるという関係を築いていくことが大切です。 

 

（全員の方に） 

問11．あなたは自宅の近くで診察や健康相談をするかかりつけの歯科診療所を決めていますか。

（○は１つ）                        ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

53.653.653.653.6    決めている       →（問11-1へ） 

13.413.413.413.4    だいたい決めている   →（問11-1へ） 

31.331.331.331.3    決めていない      →（問12へ）       1.71.71.71.7 不明・無回答 

 

（問11で「１」「２」に○をつけた方に） 

問11-1．あなたが、かかりつけの歯科診療所で受診している内容はなんですか。 

（あてはまるものすべてに○）              ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数767767767767人人人人＞＞＞＞ 

54.054.054.054.0    定期健診 

55559.39.39.39.3    歯石除去・歯面清掃    

15.415.415.415.4    歯磨き指導    

24.124.124.124.1    その他（    ）             3.3.3.3.3333 不明・無回答 

（全員の方に） 

問12．あなたは、自宅のある地域で救急患者が出た場合に、病状に応じた適切な医療を受け

られる環境が整っていると思いますか。（○は１つ）      ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,141414146666人人人人＞＞＞＞ 

23.023.023.023.0    整っていると思う 

49.949.949.949.9    ほぼ整っていると思う 

23.523.523.523.5    整っているとは思わない              3.63.63.63.6 不明・無回答 
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（全員の方に） 

問13．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○）                ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

52.552.552.552.5    新型インフルエンザについての情報には目を通すようにしている 

33.933.933.933.9    新型インフルエンザの感染予防のための備えとして、マスクや食糧・日用品

等を備蓄している 

22.122.122.122.1    新型インフルエンザの感染予防のため、流行時には外出を控えようと考えてい

る 

75.775.775.775.7    新型インフルエンザの感染予防のため、手洗い・うがいをするよう心がけてい

る 

13.413.413.413.4    特に考えたり、心がけていることはない 

1.81.81.81.8    その他（           ）           1111....1111 不明・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、誰も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14．加工食品等のパッケージには、エネルギーやたんぱく質量等の表示がされている場合

がありますが、それらの加工食品や調理済みの料理を購入する時に、表示されている栄

養成分を参考にしていますか。（○は１つ）          ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

24.124.124.124.1    エネルギーのみを参考にしている 

2.42.42.42.4    ナトリウムのみを参考にしている 

16.916.916.916.9    基本５項目（エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム）を参

考にしている 

11.711.711.711.7    基本５項目に加え、他の栄養成分も参考にしている 

41.441.441.441.4    まったく参考にしていない             3.53.53.53.5 不明・無回答    

 

（全員の方に） 

問15．あなたの食中毒に関する認識にもっとも近いものはどれですか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

16.116.116.116.1    関心があり、食中毒について十分理解している 

48.348.348.348.3    関心があり、食中毒についてある程度理解している 

21.621.621.621.6    関心はあるが、食中毒についてよくわかっていない 

13.113.113.113.1    食中毒について、特に気にしていない        0.90.90.90.9 不明・無回答 
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（全員の方に） 

問16．「うつ病」は誰でもかかる可能性があります。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、あなたが抵抗なく相談できると考えるところはどこですか。 

（あてはまるものすべてに○）                ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

41.341.341.341.3    かかりつけの診療所（医院・クリニック）に相談する 

54.754.754.754.7    精神科などの専門医療機関に相談（受診）する 

13.813.813.813.8    公的な相談窓口を利用する 

6.56.56.56.5    職場や学校の健康相談窓口を利用する 

9.29.29.29.2    友人や地域で活動する自主グループ、サークルの仲間に相談する 

7.7.7.7.3333    相談することには抵抗を感じるので相談はためらわれる 

3333.9.9.9.9 不明・無回答  

  ※「うつ病」は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。 

 

（国民健康保険に加入している方で、20歳から74歳の方に） 

問17．あなたは、国民健康保険のしくみ（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）                 ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数631631631631人人人人＞＞＞＞ 

8.28.28.28.2    よく知っている 

35.235.235.235.2    だいたい知っている 

39.039.039.039.0    一部知っているが、わからない内容も多い 

17.617.617.617.6    ほとんど知らない                  

 

 

 

（全員の方に） 

問18．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）              ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

6.36.36.36.3    よく知っている 

19.519.519.519.5    だいたい知っている 

36.036.036.036.0    一部知っているが、わからない内容も多い 

36.236.236.236.2    ほとんど知らない                 2.12.12.12.1 不明・無回答 

 

３３３３．．．．介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度などについてうかがいますなどについてうかがいますなどについてうかがいますなどについてうかがいます    
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（全員の方に） 

問19．介護保険制度をよくするために区がもっとも力を入れるべきことは何ですか。 

（○は１つ）                       ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

35.335.335.335.3    特別養護老人ホームやグループホームの増設など基盤整備 

36.136.136.136.1    困ったときに相談できる窓口の充実 

7.17.17.17.1    研修機会の提供など、介護サービス提供事業者の質の向上 

6.96.96.96.9    介護サービス提供事業者に対する指導・監督 

5.35.35.35.3    その他（          ）           9.39.39.39.3 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問20．あなたは、認知症の症状や対応方法について、どの程度理解していますか。 

（○は１つ）                       ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

17.517.517.517.5    認知症の症状や対応方法について、よく知っている 

60.660.660.660.6    認知症の症状については知っているが、対応方法についてはよくわからない 

16.816.816.816.8    言葉は聞いたことがあるが、わからないことが多い 

2.72.72.72.7    知らない                      2.42.42.42.4 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問21．高齢者に関する総合相談窓口である地域包括支援センターをご存じですか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

28.828.828.828.8    知っている 

68.768.768.768.7    知らない                     2.52.52.52.5 不明・無回答 

 

（40歳以上の方に） 

問22．寝たきりにならず、また介護が必要とならないよう心身の衰えを予防する「介護予防」

という取組みがありますが、あなたは日頃、介護予防を意識していますか。 

（○は１つ）                        ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数829829829829人人人人＞＞＞＞ 

26.326.326.326.3    とても意識している 

26.726.726.726.7    たまに意識している 

26.326.326.326.3    意識したことがない 

17.117.117.117.1    介護予防という考え方をはじめて知った       3.63.63.63.6 不明・無回答 
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（全員の方に） 

問23．あなたは、次の地域の保健福祉の相談機関について、困っているときに相談できる 

窓口として、身近に感じますか。（それぞれ○は１つ）     ＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞ 

すこやか福祉センター    9999....9999    身近に感じる 32323232....3333    身近に感じない 49494949....6666    わからない 

8888....2222    不明・無回答 

 

保健所          19191919....8888    身近に感じる 38383838....7777    身近に感じない 32323232....4444    わからない 

9999....2222    不明・無回答 

 

地域包括支援センター   11111111....3333    身近に感じる 34343434....6666    身近に感じない 47474747....5555    わからない 

6666....7777    不明・無回答 

 

社会福祉協議会          4444....5555    身近に感じる 36363636....5555    身近に感じない 49494949....4444    わからない 

9999....7777    不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問24．「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） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

13.413.413.413.4    知っている 

16.816.816.816.8    だいたい知っている 

26.426.426.426.4    一部知っているが、わからない内容も多い 

41.341.341.341.3    知らない                        2222....1111 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問25．犯罪被害者やその家族に対する相談窓口があることをご存知ですか。（○は１つ） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

9.19.19.19.1    知っている 

50.650.650.650.6    聞いたことがあるが、どこでやっているか知らない 

38.538.538.538.5    全く知らない                       1111....8888 不明・無回答 

 

（全員の方に） 

問26．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） 

＜＜＜＜回回回回答答答答者者者者数数数数1111,,,,146146146146人人人人＞＞＞＞    

1.41.41.41.4    満足 

9.99.99.99.9    だいたい満足 

62.762.762.762.7    普通 

13.113.113.113.1    やや不満 

8.88.88.88.8    不満                          4.14.14.14.1 不明・無回答 

 

４４４４．．．．保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口についてうかがいますについてうかがいますについてうかがいますについてうかがいます    
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（全員の方に） 

問27．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 

 




