
 

日頃の生活について、ご様子をお聞かせください 

～高齢者の生活に関する調査のお願い～ 

 

ごあいさつ 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

皆様には、日頃から文京区及び東京都の行政にご理解とご協力いただき、誠にありがとう

ございます。 

介護保険制度がスタートして５年近くが経ち、現在、制度の見直しについて検討がなされ

ています。この度、文京区及び東京都では、これからますます進む高齢化に向け、皆様の生

活のご様子やご要望をお聞きすることで、今後、よりよい施策につなげることを目的に、ア

ンケート調査を実施することと致しました。 

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 

なお、本調査は 65 歳以上の方を対象に無作為で選ばせていただきました。ご記入いただ

いた内容については、すべて統計的に処理を行うため、個人が特定されることは一切ありま

せん。皆様の率直なご意見をお聞かせください。 

 

※ この調査は東京都と文京区が共同で行っております。 

年末年始のお忙しい中ではございますが、ご記入が済み次第、お早めにご投函

くださいますようお願いいたします。（同封の返信用封筒(切手貼付済み)をご

利用ください。） 

締め切り 平成 17年１月11日（火） 

 

⇒ ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

●調査に関するお問合せ先 文京区役所介護保険部介護保険課 担当：境野、大武 
電話 ０３－５８０３－１２２０ 

●質問内容に関するお問合せ先 ㈱ニッセイ基礎研究所 
フリーダイヤル ０１２０－９２２－５５７ 

 

文京区 

 

記入にあたってのお願い 

● 本調査票の問１．から問 45．までの質問においては、できる限り、あて名のご本人がお

答えいただきますようお願いします。また、ご本人がお答えになれない場合は、ご家族

がご本人についてお答えください。 
● お答えは（ひとつに○をつける）、（あてはまるものすべてに○をつける）などの案内に

従って、該当する項目の番号に○印をつけてください。 
● 回答が「その他」にあてはまる場合は、( )内に内容を具体的にご記入ください。 
● 回答によって、次の質問に答えなくてもよい場合があります。質問中の案内に従ってお

進みください。 
● 各質問は特に断りの無い限り平成１６年１２月１日時点でお答えください。 
● 無記名方式ですので、お答えいただいた内容でご迷惑をおかけすることは絶対にござい

ません。ありのままをお答えください。 
 
 
この調査の中では、「痴呆

ち ほ う

」という用語がいくつかの設問で用いられています。「痴呆」あ

るいは「痴呆症」という用語については、現在、厚生労働省において「認知症」という新し

い呼称に改めることが検討されています。しかし、この調査の項目作成時点（平成 16 年 11
月末）ではまだ新しい呼称が確定していないことや、「痴呆」という用語が現時点では広く

浸透していることを踏まえ、「痴呆」という用語を用いています。 
 
 
 
初めにお答え下さい 

この調査票に答えている方はどなたですか。（ひとつに○をつける） 

１． あて名の本人 
２． あて名の方の配偶者（夫、妻） 
３． あて名の方の兄弟・姉妹 
４． あて名の方の子ども 
５． あて名の方の子どもの配偶者（夫、妻） 
６． その他（ ） 
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問 1.から問 45．までの質問において、「あなた」とは、注意書きがない限りあて名のご

本人のことです。 

 

 A あなたご自身についてお伺いします 

 
問1． あなたの性別と年齢についてお答えください。 
① 性別（ひとつに○をつける） 

１．男性 ２．女性 
② 年齢 

（ ）歳 
③ あなたの住んでいる町名（ひとつに○をつける） 

（介護保険制度の見直しの中で、日常生活圏域内のサービス提供について検討され

ていることから、地域ごとの分析を行うためにお聞きします。） 
1. 後楽１丁目 
2. 後楽２丁目 
3. 春日１丁目 
4. 春日２丁目 
5. 小石川１丁目 
6. 小石川２丁目 
7. 小石川３丁目 
8. 小石川４丁目 
9. 小石川５丁目 
10. 白山１丁目 
11. 白山２丁目 
12. 白山３丁目 
13. 白山４丁目 
14. 白山 5 丁目 
15. 千石１丁目 
16. 千石２丁目 
17. 千石３丁目 

18. 千石４丁目 
19. 水道１丁目 
20. 水道２丁目 
21. 小日向１丁目 
22. 小日向２丁目 
23. 小日向３丁目 
24. 小日向４丁目 
25. 大塚１丁目 
26. 大塚２丁目 
27. 大塚３丁目 
28. 大塚４丁目 
29. 大塚５丁目 
30. 大塚６丁目 
31. 関口１丁目 
32. 関口２丁目 
33. 関口３丁目 
34. 目白台１丁目 

35. 目白台２丁目 
36. 目白台３丁目 
37. 音羽１丁目 
38. 音羽２丁目 
39. 本郷１丁目 
40. 本郷２丁目 
41. 本郷３丁目 
42. 本郷４丁目 
43. 本郷５丁目 
44. 本郷６丁目 
45. 本郷７丁目 
46. 湯島１丁目 
47. 湯島２丁目 
48. 湯島３丁目 
49. 湯島４丁目 
50. 西片１丁目 
51. 西片２丁目 

52. 向丘１丁目 
53. 向丘２丁目 
54. 弥生１丁目 
55. 弥生２丁目 
56. 根津１丁目 
57. 根津２丁目 
58. 千駄木１丁目 
59. 千駄木２丁目 
60. 千駄木３丁目 
61. 千駄木４丁目 
62. 千駄木５丁目 
63. 本駒込１丁目 
64. 本駒込２丁目 
65. 本駒込３丁目 
66. 本駒込４丁目 
67. 本駒込５丁目 
68. 本駒込６丁目 
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問2． あなたの１か月当たりの収入額（配偶者がいる方はあなたと配偶者の収入額）は、

合計でいくら位ですか。(ひとつに○をつける) 
１． 5 万円未満 
２． 5 万円～10 万円未満 
３． 10 万円～15 万円未満 
４． 15 万円～20 万円未満 

５． 20 万円～30 万円未満 
６． 30 万円以上 
７． わからない 

 
問3． あなたは、現在どなたと一緒にお住まいですか。（あてはまるものすべてに○を

つける） 
１． 配偶者（妻、夫） 

２． 子ども 

３． 孫 

４． あなたやあなたの配偶者の親 

５． 兄弟・姉妹 

６． その他（ ） 

７． 一緒に住んでいる家族はいない 

 
問4． あなたのここ３か月の健康状態について、お知らせください。（ひとつに○をつ

ける） 
１． 大変健康である 
２． だいたい健康である 
３． あまり健康ではない 
４． 健康ではない 

 
問5． １年前と比べて、あなたの健康状態はどのように変化しましたか。（ひとつに○

をつける） 
１． 良くなった 
２． 少し良くなった 
３． 変わらない 
４． 少し悪くなった 
５． 悪くなった 
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問6． あなたは、定期的に通院や往診といった診療を受けていますか。（ひとつに○を

つける） 
１． 定期的に通院または往診による診療を受けている 
２． 定期的ではないが、最近半年の間に通院や往診による診療を受けたことが

ある 
３． 入院している 
４． １から３のどれでもない 

 
問7． あなたには、日常生活に支障のある次のような症状がありますか。（あてはまる

ものすべてに○をつける） 
１． ものが見えにくい（めがねをかけても） 
２． 音が聞こえにくい（補聴器を使っても） 
３． しびれや麻痺

ま ひ

がある 
４． 膝

ひざ

や肘
ひじ

などの関節を動かしづらい 
５． 特にない 

 
問8． あなたは、現在、次にあげるような医療器具を利用したり、医的処置を受けたり

していますか。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 胃ろう・経管栄養 
２． 気管切開 
３． インシュリン注射 
４． 尿管カテーテル 
５． 人工肛門 
６． 在宅酸素 

７． ペースメーカー 
８． 人工透析 
９． 痰

たん

の吸引 
１０． 褥

じょく

創
そう

（床ずれ）の処置 
１１． あてはまるものはない 

 
問9． 健康状態を維持・向上するために日ごろから心掛けていることはありますか。（あ

てはまるものすべてに○をつける） 
１． できるだけ身体を動かす 
２． できるだけ頭を使う 
３． 食事など、栄養のバランスに気をつける 
４． 規則正しい生活をする 
５． 睡眠を十分とる 
６． 定期的に医師の診断を受ける 
７． あてはまるものはない 
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問10． 健康を維持していく上で、困っていることはありますか。（あてはまるものすべ

てに○をつける） 
１． どこから情報を得れば良いか分からない 
２． 病院や診療所が遠く診察を受けづらい 
３． 運動をする場所が身近にない 
４． 運動する時間がない 
５． 健康維持に関する情報が少ない 
６． 気軽に参加できる、健康維持のための活動がない 
７． 一緒に健康づくりをする仲間がいない 
８． その他（ ） 
９． 特にない 

 
問11． あなたは、次のような気持ちになることがよくありますか。（あてはまるものす

べてに○をつける） 
１． やる気が起こらない 
２． 寂

さび

しいと感じる 
３． 周りが気になる 

４． 不安な気持ちになる 
５． 気分が落ち込む 
６． 特にない 

 
問12． あなたが一人でできない動作はありますか。（あてはまるものすべてに○をつけ

る） 
１． 寝床での寝返り 
２． 寝床からの起きあがり 
３． いすに座る 
４． 立ちあがる 
５． 歩く 
６． 寝床から移動していすに座る 
７． 浴槽

よくそう

に入る 

８． お風呂で体を洗う 
９． トイレ 
１０． 食事をする 
１１． 歯みがきをする 
１２． 衣服を着る 
１３． これらの中には一人でできな

い動作はない 
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問13． あなたが現在、困っていることは何ですか。（あてはまるものすべてに○をつけ

る） 
１． 電話がかけられない 
２． 炊事ができない 
３． 栄養管理ができない 
４． 掃除ができない 
５． 洗濯ができない 
６． 薬の飲み忘れ、飲み違いがよくある 

７． 金銭管理ができない 
８． 買い物に行けない 
９． 外出できない 
１０． 通院できない 
１１． これらの中には特に困って

いることはない 
 

 

 B あなたのお住まいについてお伺いします 

問14． あなたは、現在どこで生活していますか。（ひとつに○をつける） 
１． 自宅（家族などとの同居も含む） 
２． 病院に入院中 
３． 介護療養型医療施設に入院中 
４． 老人保健施設 
５． 特別養護老人ホーム 
６． グループホーム（痴呆対応型） 
７． 養護老人ホーム 
８． ケアハウス・軽費老人ホーム 
９． 有料老人ホーム 
１０． その他（ ） 

 
問15． あなたの自宅はどのような種類の住宅ですか。現在、老人保健施設に入所してい

る方、および介護療養型医療施設や病院に入院中の方は、戻る予定のご自宅につ

いてお答えください。（ひとつに○をつける） 
１． 持ち家（一戸建て） 
２． 持ち家（マンションなどの集合住宅） 
３． 賃貸住宅（一戸建て） 
４． 賃貸住宅（マンションなどの集合住宅） 
５． その他（ ）→6ページ問16．へ 
６． 自宅はない →7ページ問18．へ 

 

→6ページ問15-1．へ 

→6ページ問16．へ 

 

6 

（問15．で「３．」または「４．」に○をつけた方にお伺いします） 

問15-1．１か月あたりの家賃はいくらですか。（ひとつに○をつける） 
１． 無料 
２． １万円未満 
３． １万円～３万円未満 
４． ３万円～５万円未満 
５． ５万円～８万円未満 

６． ８万円～11 万円未満 
７． 11 万円～15 万円未満 
８． 15 万円～21 万円未満 
９． 21 万円以上 

 
問16． あなたが現在のお住まいで、困っていることをお答えください。 
 
① 家屋について困っていること（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 手すりが無い 
２． トイレやお風呂が居室から離れている 
３． 住宅が老朽化している 
４． 階段が急である 
５． 段差がある 
６． 廊下が狭くて車いすが使えない 
７． 部屋が狭いなどの理由により、ベッドが使えない 
８． エレベーターがない 
９． その他（具体的に： ） 
１０． 家屋の構造について困っている点はない 

 
② その他困っていること（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 立ち退きを迫られている 
２． 住居環境が悪い（例えば「日当たりが悪い」など） 
３． 家賃（部屋代）が高い 
４． 家の前まで車が入れない 
５． その他（具体的に： ） 
６． 特にない 
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問17． お住まいを改善する際に、障害となることはありますか。（あてはまるものすべ

てに○をつける） 
１． 家主や他の住民の同意が得られない 
２． 家族の同意が得られない 
３． 費用の都合がつかない 
４． 増改築などが構造的に無理である 
５． どこに相談したら良いかわからない 
６． その他（ ） 
７． 障害になることはない 

 

 

 C 日常の生活やおつきあいについてお伺いします 

 
（すべての方にお伺いします） 

問18． あなたはご近所の方とどのようなお付き合いをしていますか。（ひとつに○をつ

ける） 
１． 互いに相談したり、家を行き来したりするなどの交流がある 
２． 日常的に立ち話をする程度の付き合いはしている 
３． あいさつ程度の最小限の付き合いしかしていない 
４． 付き合いは全くしていない 

 
 
問19． あなたは友人・知人や親戚・親類とどの位の頻度でお付き合いをしていますか。

（ひとつに○をつける） 
１． 日常的にある（毎日～週に数回程度） 
２． ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度） 
３． ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
４． めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
５． 全くない（もしくは友人・知人、親戚・親類がいない） 
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問20． あなたは、散歩や買い物など、どの位の頻度で外出していますか。（ひとつに○

をつける） 
１． １日１回以上 
２． ２～３日に１回程度 
３． １週間に１回程度 
４． ２週間に１回程度 
５． ほとんど外出しない 

 
 
問21． あなた自身の、日々の活動についてお聞きします。次にあげるア～エの活動の程

度について、あてはまるものを１から４の中から選んでください。（それぞれひ

とつに○をつける） 
 ほ

と
ん
ど 

参
加
し
て
い
る 

時
間
の
合
う
と
き
に

参
加
し
て
い
る 

あ
ま
り 

参
加
し
て
い
な
い 

ま
っ
た
く 

参
加
し
て
い
な
い 

         

ア. 地縁的な活動（町会･自治会、婦人会、老

人クラブなど） 
１ ········２········３········４ 

イ. スポーツ、趣味・娯楽活動（各種スポーツ、

芸術文化活動、生涯学習などを含む） 
１······· ２·······３ ······ ４ 

ウ. ボランティア・ＮＰＯ・市民活動（まちづ

くり、福祉や子育て支援、スポーツ指導、

防犯･防災、環境など） 
１······· ２·······３ ······ ４ 

エ. その他の活動・団体（商工会、業種組合、

宗教、政治など） 
１······· ２·······３ ······ ４ 
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問22． あなたは、今後どのような活動に参加したいとお考えですか。（あてはまるもの

すべに○をつける） 
１． 地縁的な活動 
２． スポーツ、趣味・娯楽活動 
３． ボランティア・ＮＰＯ・市民活動 

４． その他の活動・団体 
５． 特にない 

 
問23． あなたは、あなたご自身の経験や資格を活かして何か活動していますか。 

１． 活動している（具体的に： ）→問25．へ 
２． 活動はしていない →問24．へ 

 
（問23．で「２．活動はしていない」に○をつけた方にお伺いします） 

問24． 活動していない方にお伺いします。あなたの経験や資格を活かした活動を行って

いない理由はどのようなものですか。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 健康面で不安があるため 
２． 集団での活動が苦手なので 
３． 何をして良いかわからないため 
４． きっかけがないため 

５． 多忙なため 
６． 活かせるようなものはないため 
７． その他（具体的に： ） 
８． 特に理由はない 

 
問25． あなたは何をしているときに生きがいを感じますか。（あてはまるものすべてに

○をつける） 
１． 仕事に打ち込んでいるとき 
２． ボランティアや地域の活動をしているとき 
３． 趣味など自分の好きなことをしているとき 
４． 家族と団らんの時を過ごしているとき 
５． 何もしないでのんびりと過ごしているとき 
６． 親しい友人と話をしているとき 
７． その他（ ） 
８． 生きがいを感じることはない 

 
問26． 就業・就労の状況についてお伺いします。 
① あなたは普段、収入を伴う仕事（パートアルバイトを含む）をしていますか。（ひと

つに○をつける） 
１． している 

 →10ページ問26②へ 
２． していない 

 →10ページ問26③へ 
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（問26①で「１．している」に○をつけた方にお伺いします） 

② 働いている理由は何ですか（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 家計の維持・補助のため 
２． 自由になるお金を得るため 
３． 健康に良いから 
４． 自分の能力や知識を活かしたいから 

５． 生きがいや社会参加のため 
６． 時間に余裕があるから 
７． 働くのが当たり前だから 
８． その他（ ） 

→11ページ問27．へ 
 
（問26①で「２．していない」で○をつけた方にお伺いします） 

③ 今後仕事に就くことについてどのようにお考えですか。（ひとつに○をつける） 
１． できるだけ早く仕事に就きたい 
２． いずれは仕事に就きたい 
３． 仕事に就くことは考えていない →問26⑤へ 
４． わからない →11ページ問27．へ 

 
（問26③で「１．」または「２．」で○をつけた方にお伺いします） 

④ 仕事に就きたい理由は何ですか（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 家計の維持・補助のため 
２． 自由になるお金を得るため 
３． 健康に良いから 
４． 自分の能力や知識を活かしたいから 

５． 生きがいや社会参加のため 
６． 時間に余裕があるから 
７． その他（ ） 

→11ページ問27．へ 

 

（問26③で「３．仕事に就くことは考えていない」に○をつけた方にお伺いします） 

⑤ 仕事に就くことを考えていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○をつけ

る） 
１． 生活するのに困らないから 
２． 子どもが生活を支えてくれるから 
３． 健康上の理由から 

４． 適当な就職口が見つからないから 
５． その他（ ） 

→11ページ問27．へ 

 

→問26④へ 
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（すべての方にお伺いします） 

問27． 日常生活を送る上で、どのような情報があると良いと思いますか。（あてはまる

ものすべてに○をつける） 
１． 医療・健康づくり 
２． 福祉サービス 
３． 趣味・娯楽 
４． 年金、資産運用、税金 
５． ボランティア活動など 

６． 学習活動 
７． 住まい 
８． 就業 
９． その他 
１０． 特にない 

 
 
問28． 日常生活を送る上で、どのようなところから情報を入手していますか。（あては

まるものすべてに○をつける） 
１． テレビ 
２． 新聞（タウン誌を含む） 
３． 自治体の広報誌など 
４． 友人、隣人 
５． 家族 

６． ラジオ 
７． 公共施設（図書館、公民館など） 
８． インターネットなど 
９． その他 
１０． 特にどこからも得ていない 

 
問28-1．文京区では高齢者の介護や介護予防についての相談窓口として在宅介護支援セ

ンターを設置しています。在宅介護支援センターについて、次の質問にお答え

ください。 

 
① 在宅介護支援センターをご存知ですか。（ひとつに○をつける） 

１． 知っている ２． 知らない 
 

② 在宅介護支援センターを利用したことがありますか。（ひとつに○をつける） 
１． 利用したことがある ２． 利用したことはない 

 
問28-2．文京区では介護サービスに関する相談・苦情に対応するため、専門の相談員に

よる介護保険相談窓口を設置しています。介護保険相談窓口について、次の質

問にお答えください。 

 
① 介護保険相談窓口をご存知ですか。（ひとつに○をつける） 

１． 知っている ２． 知らない 
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② 介護保険相談窓口を利用したことがありますか。（ひとつに○をつける） 
１． 利用したことがある 

 →問 28-2③へ 
２． 利用したことはない 

 →問29．へ 
 
（問26②で「１．利用したことがある」に○をつけた方にお伺いします） 

③ 相談員の対応についてどう思われましたか。（ひとつに○をつける） 
１． 大変満足している 
２． だいたい満足している 
３． やや不満である 
４． 大変不満である 

 
 

 D 介護保険制度などのサービスについてお伺いします 

問29． あなたは、介護保険の要介護・要支援認定を申請しましたか。認定を受けている

場合は、現在の要介護度をお答えください。（ひとつに○をつける） 
１． 認定を申請していない、または現在申請中である→19ページ問38．へ 
２． 自立（非該当と認定された） →13ページ問29-2．へ 
３． 要支援 
４． 要介護１ 
５． 要介護２ 
６． 要介護３ 
７． 要介護４ 
８． 要介護５ 

 

→13ページ問29-1．へ 
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（問29．で「３．」から「８．」に○をつけた方にお伺いします） 

問29-1．要介護認定の際に調査員が訪問いたしましたが、その時の対応や調査内容はい

かがでしたか。それぞれの評価について、あてはまるものを１つ選び、○を

つけてください。 

 と
て
も 

良
い 

良
い 

普
通 

あ
ま
り 

良
く
な
い 

悪
い 

           

ア.挨拶や話す態度はどうでしたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
イ.あなたやご家族の話を十分お聞きしましたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
ウ.説明はわかりやすかったですか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
エ.あなたの状態をよく把握した調査だと思いま

したか 
 １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 

オ.全体として満足のいく調査でしたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
→14ページ問30．へ 

 
（問29．で「２．自立（非該当と認定された）」に○をつけた方にお伺いします） 

問29-2．要介護認定の際に調査員が訪問いたしましたが、その時の対応や調査内容はい

かがでしたか。それぞれの評価について、あてはまるものを１つ選び、○を

つけてください。 

 と
て
も 

良
い 

良
い 

普
通 

あ
ま
り 

良
く
な
い 

悪
い 

           

ア.挨拶や話す態度はどうでしたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
イ.あなたやご家族の話を十分お聞きしましたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
ウ.説明はわかりやすかったですか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
エ.あなたの状態をよく把握した調査だと思いま

したか 
 １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 

オ.全体として満足のいく調査でしたか  １·····２ ·····３ ···· ４·····５ 
→19ページ問38．へ 
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問30． あなたが現在利用している介護保険の在宅サービスは何ですか。（あてはまるも

のすべてに○をつける） 
１． ホームヘルプ（訪問介護） 
２． 訪問入浴介護 
３． 訪問看護 
４． 訪問リハビリテーション 
５． デイサービス（通所介護） 
６． デイケア（通所リハビリテーション） 
７． ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護） 
８． 福祉用具の貸与（車いす、寝台、褥

じょく

創
そう

（床ずれ）予防用具、体位変換器、 
手すり、歩行器、杖

つえ

、移動リフトなど） 
９． 福祉用具の購入（腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、 

移動リフトのつり具など） 
１０． 住宅改修 
１１． その他（ ） 
１２． 介護保険の在宅サービスは利用していない→17ページ問36．へ 

 
 
問31． あなたのケアプラン作成を依頼したケアマネジャー（介護支援専門員）は、どの

ようなきっかけで選びましたか。（ひとつに○をつける） 
１． 区市の窓口でもらった一覧から自分で選択した 
２． 在宅介護支援センターに相談して紹介された 
３． 調査にきた事業者に相談して紹介された 
４． サービス事業者に紹介された 
５． 知人・友人に紹介された 
６． その他（ ） 
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問32． あなたは介護保険で定められている利用限度額に対して、どれ位の割合を利用し

ていますか。（ひとつに○をつける） 
 ＜参考＞ １． 上限いっぱい利用している→問32-1．へ 

２． ７割程度利用している 
３． 半分程度利用している 
４． ３割程度利用している 
５． ほとんど利用していない 
６． わからない 

 

  

 

介護度に応じて保険適用されるサ

ービス利用限度額における自己負

担（１割）額の上限 

（目安の金額：月額） 

要支援 の方········· 約 6,100円

要介護１の方········· 約 16,500円

要介護２の方········· 約 19,400円

要介護３の方········· 約 26,700円

要介護４の方········· 約 30,600円

要介護５の方········· 約 35,800円 

 
 
（問32．で、「１．上限いっぱい利用している」に○をつけた方にお伺いします） 

問 32-1．上限いっぱいまで利用している理由はどのようなことですか。（ひとつに○を

つける） 
１． 身体の状況から必要なため 
２． 可能な限り、家族介護の負担を軽減したいから 
３． 利用できるサービスを全て使いたいから 
４． 費用負担に余裕があるから 
５． ケアマネジャーから勧められたから 
６． その他（ ） 

 
 
問33． 介護保険の利用にかかる費用は、どなたが負担していますか。（ひとつに○をつ

ける） 
１． あなた（本人）の負担 
２． 家族の負担 
３． あなた（本人）と家族の両方の負担 
４． その他（ ） 

 

→問33．へ 
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問34． あなたは現在のケアプランの内容に満足していますか。（ひとつに○をつける） 
１． 大変満足している 
２． だいたい満足している 
３． やや不満である 
４． 大変不満である 

 
（問34．で、「３．」または「４．」に○をつけた方にお伺いします） 

問34-1．不満と感じる理由をお答えください。（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 負担金額が重い 

２． 必要なサービスの種類がない 

３． 必要なサービスの予約がとれない 

４． 必要な時間や回数が利用できない 

５． サービスの質が悪い 

６． サービスする人の言葉づかいや対応が悪い 

７． 事業者の説明が不十分である 

８． 事業者が要望を聞いてくれない 

９． 約束どおりにサービスが提供されていない 

１０． 手続きがめんどう 

１１． その他（ ） 

 

 

問 34-2．サービス利用開始のときやケアプラン変更の度に、ケアマネジャーからケアプ

ランをもらっていますか。（ひとつに○をつける） 
１． もらった ２． もらっていない ３． わからない 

 
問34-3．ケアマネジャーはサービス提供状況の確認や課題の解決などのために月に１回

は訪問し、あなたに面接していますか。（ひとつに○をつける） 
１． 毎月来ている ２． 来ていない ３． わからない 

 

→問34-1．へ

→問34-2．へ
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問35． あなたは、現在利用している介護保険の在宅サービス（ケアプランの作成を除く）

の内容に満足していますか。（ひとつに○をつける） 
１． 大変満足している 
２． だいたい満足している 
３． やや不満である 
４． 大変不満である 
→18ページの問37．へ 

 
 
（問30．で「１２．介護保険の在宅サービスは利用していない」に○をつけた方にお伺

いします） 
問36． あなたが介護保険の在宅サービスを利用しない理由をお答えください。（あては

まるものすべてに○をつける） 
１． 入院中であるため 
２． 自分で身の回りのことをするよう努力しているため 
３． 家族に介護してもらいたいため 
４． 他人を家の中に入れるのは抵抗があるため 
５． サービスを使うのは世間体が悪いため 
６． 他人に介護されるのがいやなため 
７． 利用方法がわからないから 
８． 希望するサービスがないから 
９． 今のところサービスを受ける必要がないから 
１０． その他（ ） 
１１． 特にない 
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問37． 介護保険の各サービスについて、今後の利用をどのようにお考えですか。次にあ

げるア～コのサービス毎に、１から５の考え方の中からあなたの考えに最も近い

ものを選んでください。（それぞれ１つに○をつける） 
 現

在
利
用
し
て
い
な
い
し
、 

今
後
も
利
用
し
な
い 

現
在
利
用
し
て
い
る
が
、 

今
後
は
減
ら
し
た
い 

現
在
利
用
し
て
い
な
い
が
、 

今
後
は
利
用
し
た
い 

現
在
利
用
し
て
お
り
、 

今
後
も
同
程
度
利
用
し
た
い 

現
在
利
用
し
て
お
り
、
今
後
は 

利
用
を
さ
ら
に
増
や
し
た
い 

           
ア． ホームヘルプ（訪問介護） １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
イ． 訪問入浴介護 １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
ウ． 訪問看護 １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
エ． 訪問リハビリテーション １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
オ． デイサービス（通所介護） １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
カ． デイケア（通所リハビリテーション） １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
キ． ショートステイ（短期入所生活介護・

短期入所療養介護） 
１ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 

ク． 福祉用具の貸与 １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
ケ． 福祉用具の購入費の支給 １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 
コ． 住宅改修費の支給 １ ······· ２ ······· ３·······４ ·······５ 

 
 
（問37．のア～コのいずれかで「１.」または「２.」に○をつけた方にお伺いします） 

問 37-1．あなたが、サービスを増やしたくない理由は何ですか。（あてはまるものすべ

てに○をつける） 
１． 現状のサービスに不満であるため 
２． 現状のサービスで十分だと思っているため 
３． 限度いっぱいに利用しているため 
４． 費用が高くなるため 
５． 家族などが介護できるため 
６． その他（ ） 
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（すべての方にお伺いします） 

問38． 現在、下記の①や②のようなサービスを介護保険制度に取り入れることが検討さ

れています。もし、これらのサービスを提供してくれる介護保険の事業所が身近

な地域にあったら、あなたは利用を希望しますか。 
 

① 小規模多機能型居宅介護 
いつも利用しているデイサービス（通所介護）をもっと身近な場所で利用

でき、必要なときには泊まって介護を受けられる（ショートステイ）ほか、

職員がホームヘルプ（訪問介護）も担当してくれるサービスです。事業所

の規模は比較的小規模なものとなります。（ひとつに○をつける） 
１． ぜひ利用したい 
２． 利用したい 
３． あまり利用したいとは思わない 
４． 利用したくない 

 
② 地域夜間訪問介護 

一晩に１回、ホームヘルプ（訪問介護）を受けられるほか、夜間の緊急時

に通報すれば訪問介護を受けられるサービスです。（ひとつに○をつける） 
１． ぜひ利用したい 
２． 利用したい 
３． あまり利用したいとは思わない 
４． 利用したくない 

 
問39． 今後の介護について、あなたはどのような希望をお持ちですか。現在、介護を必

要としていない方は、介護が必要になった場合を想定してお答えください。（ひ

とつに○をつける） 
１． 家族に介護してもらいながら、できる限り在宅で暮らしたい 
２． 介護サービスを利用しながら、できる限り在宅で暮らしたい 
３． 福祉施設や医療機関に入り、介護を受けたい 
４． その他（ ） 
５． わからない 
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問40． あなたが、申込みしている施設、もしくは、今後、利用したい施設などはありま

すか。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 特別養護老人ホーム 
２． 老人保健施設 
３． 介護療養型医療施設 
４． グループホーム 
５． ケアハウス 
６． 有料老人ホーム 

７． 生活支援ハウス 
８． 養護老人ホーム 
９． シルバーピア 
１０． 高齢者向け優良賃貸住宅 
１１． 特にない →21ページ問41．へ 

 
＜各施設の説明＞ 

老人保健施設············· 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要と

する場合に入所する施設 

介護療養型医療施設 ···· 比較的長期にわたって、療養を必要とする場合に入院して利用

する医療施設 

グループホーム·········· 痴呆の方が少人数で共同生活をおくりながら、介護を受ける施

設 
ケアハウス················ 食事や入浴などを提供し、必要な場合に在宅サービスを利用で

きる施設 

有料老人ホーム·········· 食事の提供など、日常生活上 必要なサービスが提供される民間

の老人ホーム 

生活支援ハウス·········· デイサービス運営事業の一つで、介護の支援や住宅の提供およ

び地域交流事業を実施する複合施設 

養護老人ホーム·········· 心身上、あるいは住宅や家庭の事情を抱え、経済的な問題もあ

るため自宅で生活することが困難な人のための施設 

シルバーピア············· 高齢者に配慮した設備を設け、常に見守りの職員がいる集合住

宅 

高齢者向け 
優良賃貸住宅 

···········
段差が少ないなど高齢者に配慮したつくり（バリアフリー）で、

緊急通報システムなど、生活を支える仕組みを備えた賃貸住宅 

特別養護老人ホーム ···· 常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所して生活す

る施設 
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（問40．で、「１．」から「１０．」に○をつけた方にお伺いします） 

問 40-1．このような施設などを利用したい理由は何ですか。（あてはまるものすべてに

○をつける） 
１． 重度の介護を必要とするから 
２． 重度の介護を必要としないから 
３． 一人で住むには不安があるから 
４． 自宅は介護に適さないから 
５． 自宅を子世代に譲るため 
６． 家族に迷惑をかけたくないから 
７． 専門的な介護やお世話が受けられるから 
８． 24 時間介護やお世話が受けられるから 
９． 掃除洗濯などの家事をしなくて済むから 
１０． 防犯、防災などの面で安心できるから 
１１． 医療的な対応を受けられるから 
１２． 費用負担が安くなるから 
１３． その他（ ） 

 
（すべての方にお伺いします） 

問41． 現在、下記の①や②のような施設・住宅を介護保険制度に取り入れることが検討

されています。これらの施設や住宅などが設置されるとしたら、あなたは、現在

お住まいの場所から移り住むことを希望しますか。 
 

① 小規模な特別養護老人ホーム 
あなたが住み慣れた地域にある施設で、少人数で共同で生活し、特別養護

老人ホームに準ずる介護を 24 時間受けられる施設です。（ひとつに○をつ

ける） 
１． ぜひ移り住みたい 
２． 移り住んでも良い 
３． あまり移り住みたいとは思わない 
４． 移り住みたくない 
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② 介護付き住まい 
段差が少ないなど、高齢者に配慮したつくり（バリアフリー）になってお

り、必要に応じて見守りや介護サービスなども受けられます。住まいとし

てふさわしい自分の居住空間であり、希望する期間はそこに住み続けるこ

とが保障されている住宅です。（ひとつに○をつける） 
１． ぜひ移り住みたい 
２． 移り住んでも良い 
３． あまり移り住みたいとは思わない 
４． 移り住みたくない 

 
問42． あなたは、次のような介護予防事業や介護サービス以外の福祉サービスをご存知

ですか。（知っているものすべてに○をつける） 
１． 転倒骨折予防教室 
２． 生きがいデイサービス・ミニデイサービス 
３． 痴呆介護教室 
４． 痴呆予防プログラム 
５． 炊事・洗濯などの家事訓練教室 
６． 配食サービス 
７． 外出支援サービス 
８． 買い物や家屋の整理整頓などの支援 
９． ふとんなどの乾燥・洗濯サービス 
１０． 緊急時の通報体制（緊急通報装置の設置） 
１１． 筋力向上トレーニング 
１２． どれも知らない 
（注）これらのサービスは自治体によって実施の有無が異なります。 
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問43． 体が弱ってきた方や、要支援、要介護１など、介護度が低い方に対しては、これ

以上身体の具合が悪くならないようにする「介護予防」の取り組みが重要だとい

われています。 
介護予防のために以下のような活動への参加を促された場合、参加したいと思う

ものをお答えください。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 筋力を向上させるための運動 
２． 転倒を予防するための軽い体操 
３． 歩行に適した足の手入れや靴選びの方法を学ぶ活動 
４． 痴呆を予防するための知的な活動 
５． 尿漏

も

れを防ぐ体操 
６． 高齢期にあったバランスの良い食事を学ぶ活動 
７． よく噛

か

めるよう、歯の手入れ方法を学ぶ活動 
８． その他（ ） 
９． 参加したいものはない 

 
 
問43-1．あなたの介護保険料はどの所得段階ですか。（ひとつに○をつける） 

保険料の額は、原則として７月中旬に納入通知書でお知らせしています。 

１． 第１所得段階 （年額）9,900 円 

（生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税） 

２． 第２所得段階 （年額）25,900円 

（世帯全員が住民税非課税） 

３． 第３所得段階 （年額）39,800円 

（本人が住民税非課税（同一世帯の中に住民税課税者がいる） 

４． 第４所得段階 （年額）49,700円 

（本人が住民税課税で合計所得金額が250 万円未満） 

５． 第５所得段階 （年額）59,700円 

（本人が住民税課税で合計所得金額が250 万円以上1,000万円未満） 

６． 第６所得段階 （年額）69,600円 

（本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上） 
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 E 在宅生活の継続についてお伺いします 

 
問44．は、あて名のご本人が回答している場合のみ記入してください。あて名のご本人

以外の方が回答している場合は 25ページ問45．にお進みください。 

 
問44． あなたが今後も在宅生活を続けるためには、何が必要ですか。 
 
① ご自身について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 健康状態や身体の機能を維持・向上すること 
２． 家事ができるようになること（手伝いがあればできる場合も含む） 
３． 一人暮らしによる不安（火の始末や戸締りなど）をなくすこと 
４． その他（ ） 
５． 特にない 

 
② 介護しているご家族の方について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 健康状態を維持・回復できること 
２． 働き続けられること 
３． 精神的な介護負担が軽くなること 
４． 身体的な介護負担が軽くなること 

５． より良い介護方法を身につけること 
６． その他（ ） 
７． 特にない 
８． 家族はいない 

 
③ 住宅環境について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 介護に適した住宅に改善すること 
２． 介護に適した住宅に住み替えること 
３． その他（ ） 
４． 特にない 
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④ その他必要なこと（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 緊急時の連絡ができ安心して生活できること 
２． 介護に関する費用が増えないこと 
３． 必要な在宅サービスを必要なときに使えること 
４． 利用できる在宅サービスの量が増えること 
５． 在宅サービスの質が良くなること 
６． 在宅サービスの手続きが簡単になること 
７． 介護についての情報が多く得られること 
８． 世間体を気にせず介護サービスが利用できること 
９． 夜間・緊急時でも介護サービスが利用できること 
１０． その他（ ） 
１１． 特にない 

 
 
問45． あて名のご本人を介護しているご家族の方はいますか。（ひとつに○をつける） 

１． いる ２． いない ３． あて名の本人は介護を必要としていない 

 

33 ページ問54．へお進みください。 問 46．からの設問は、主に介護をし

ている方（ご家族）がお答えください。 

問 54．は、あて名のご本人と介護し

ているご家族の方とで相談の上、お答

えください。 
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 F 主に介護をしている方にお伺いします 

 
問46．から問53．までの質問は、あて名のご本人を主に介護しているご家族の

方にお伺いします。 

 
問46． 主に介護している方は、あて名のご本人（介護されている方）からみて、どのよ

うな関係の方ですか。（ひとつに○をつける） 
１． 配偶者（夫、妻） 
２． 兄弟 
３． 姉妹 
４． 息子 
５． 息子の妻 

６． 娘 
７． 娘の夫 
８． 孫 
９． その他（ ） 

 
① 主に介護している方はおいくつですか。 

（ ）歳 
 
② 主に介護している方は、どの位の期間介護していますか。 

（ ）年（ ）か月 
 
③ 主に介護している方は働いていますか。（ひとつに○をつける） 

１． 働いている 
２． 介護休暇を取得している 
３． 働いていたが介護があり辞めている 
４． 働いていたが介護以外の理由で辞めている 
５． 働いたことがない 
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④ 主に介護している方の健康状態について、あてはまるものをお答えください。（ひと

つに○をつける） 
１． 病弱である 
２． 病気や障害を抱えている 
３． 要支援認定または要介護１の認定を受けている 
４． 要介護２の認定を受けている 
５． 要介護３から５の認定を受けている 
６． あてはまるものはない 

 
⑤ 主に介護している方とあて名のご本人との同別居についてお伺いします。別居して

いる場合は、いつも通っている方法（徒歩・電車・バスなど）でどれ位の時間がか

かるか、お答えください。（ひとつに○をつける） 
１． 同居している 
２． 隣近所に住んでいる 
３． 10～30 分位かかるところに住んでいる 
４． 30 分以上かかるところに住んでいる 

 
⑥ 主に介護している方が介護、見守りに費やしている日中の時間はどの位ですか。（ひ

とつに○をつける） 
１． 日中のほとんど ２． 日中の一部分 ３． 日中の介護、見守りはない 

 
⑦ 主に介護している方が介護、見守りに費やしている夜間の時間はどの位ですか。（ひ

とつに○をつける） 
１． 夜間のほとんど ２． 夜間の一部分 ３． 夜間の介護、見守りはない 

 
⑧ 主に介護している方以外で、あて名のご本人の介護を手伝ってくれるご家族はどな

たですか。あて名のご本人との関係をお答えください。（あてはまるものすべてに○

をつける） 
１． 配偶者（夫、妻） 
２． 兄弟 
３． 姉妹 
４． 息子 
５． 息子の妻 

６． 娘 
７． 娘の夫 
８． 孫 
９． その他（ ） 
１０． いない 
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問47． 主に介護している方は介護に際してストレスを感じることがありますか。次にあ

げるア～クについて、それぞれあてはまるものを１から５の中から選んでくださ

い。（それぞれ１つに○をつける） 
 あ

て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

           
ア． 介護のために、自分が好きなところに

外出できない 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

イ． 介護によって、旅行などを楽しむこと

をあきらめなければならなかった 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

ウ． 介護のために、仕事やいろいろなスケ

ジュールが変わってしまった 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

エ． 介護のために、自分のやりたいことが

できる時間が少なくなった 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

オ． 介護でくたくたになった感じがする １ ······ ２······ ３······ ４······５ 
カ． 朝起きて、また今日も１日介護かと思

うと疲れを感じる 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

キ． 介護を続けることは、私の体にとって

良くないと思う 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 

ク． 私の体の調子は、介護によって悪くな

ったように思う 
１ ······ ２······ ３······ ４······５ 
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問48． 介護をする上で、主に介護している方が感じる負担感はどの程度ですか。次にあ

げるア～ウについて、それぞれあてはまるものを１から４の中から選んでくださ

い。（それぞれ１つに○をつける） 
 と

て
も
高
い 

高
い 

低
い 

な
い
（
感
じ
な
い
） 

         
ア． 身体的負担感···································１··········２ ··········３ ··········４ 
イ． 精神的負担感···································１··········２ ··········３ ··········４ 
ウ． 経済的負担感···································１··········２ ··········３ ··········４ 

 
 
問49． 主に介護をしている方がお困りのことは何ですか。（あてはまるものすべてに○

をつける） 
１． 食事の介護 
２． 排泄

はいせつ

の介護 
３． 入浴の介護 
４． 病気の看護 
５． 痴呆の見守り 
６． 自分の時間がとれない 

７． 人間関係がうまくいかなくなっている 
８． 夜に眠れない 
９． 介護の方法がわからない 
１０． その他（具体的に： ） 
１１． 特に困っていない 
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問50． あて名のご本人にあてはまる症状はありますか。（あてはまるものすべてに○を

つける） 
１． 毎日の日課を理解することができない 
２． 少し前に何をしていたか思い出すことができない 
３． 自分がいる場所を答えることができない 
４． 物を盗られたなどと言うことがある 
５． 作り話をし、周囲に言いふらすことがある 
６． 実際にないものが見えたり、聞こえることがある 
７． 感情が不安定になることがある 
８． 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある 
９． 暴言や暴行がある 
１０． しつこく同じ話をしたり、不快な音をたてることがある 
１１． 大声を出すことがある 
１２． 助言や介護に抵抗することがある 
１３． 同じことを何度も尋ねる 
１４． 目的もなく動き回ることがある 
１５． 外出すると家に一人で戻れなくなることがある 
１６． 一人で外に出たがるなど、落ち着かないことがある 
１７． いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることがある 
１８． 火の始末や火元の管理ができないことがある 
１９． 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある 
２０． 不潔な行為を行うことがある 
２１． 食べられないものを口に入れることがある 
２２． 周囲が迷惑している性的行動がある 
２３． その他（ ） 
２４． あてはまる症状はない →31ページ問51．へ 
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（問50．で「１．」から「２３．」のいずれかに○をつけた方にお伺いします） 

問50-1． 問 50．で選択された症状に気づいてから、その症状について医療機関に受

診するまで、どれ位の期間がありましたか。（ひとつに○をつける） 
１． すぐに受診した 
２． １か月以内に受診した 
３． ３か月以内に受診した 
４． ６か月以内に受診した 

５． １年以内に受診した 
６． ２年以内に受診した 
７． ２年以上たってから受診した 
８． まだ受診していない 

 
（すべての方にお伺いします） 

問51． あて名のご本人に、痴呆の症状がでた場合、主に介護している方はどのようなサ

ービスがあれば利用したいと思いますか。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 痴呆症を専門とする相談員などによる相談 
２． 専門病院の紹介 
３． グループホームなどの施設への入居 
４． その他（ ） 
５． 特に利用したいサービスはない 

 
問52． ご家族以外で、また介護保険サービス以外で、主に介護している方の介護を手伝

ってくれる方はいますか。（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 近隣、近所の人 
２． 友人、知人 
３． ボランティアの人 

４． 家政婦、お手伝い 
５． その他（ ） 
６． 手伝ってくれる人はいない 
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問53． 今後も在宅生活を続けるためには、何が必要ですか。 
 
① あて名のご本人について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 健康状態や身体の機能を維持・向上すること 
２． 家事ができるようになること（手伝いがあればできる場合も含む） 
３． 一人暮らしによる不安（火の始末や戸締りなど）をなくすこと 
４． その他（ ） 
５． 特にない 

 
② 主に介護しているご家族の方について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 健康状態を維持・回復できること 
２． 働き続けられること 
３． 精神的な介護負担が軽くなること 
４． 身体的な介護負担が軽くなること 

５． より良い介護方法を身につけること

６． その他（ ） 
７． 特にない 

 
③ 住宅環境について（あてはまるものすべてに○をつける） 

１． 介護に適した住宅に改善すること 
２． 介護に適した住宅への住み替え 
３． その他（ ） 
４． 特にない 
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④ その他必要なこと（あてはまるものすべてに○をつける） 
１． 緊急時の連絡ができ安心して生活できること 
２． 介護に関する費用が増えないこと 
３． 必要な在宅サービスを必要なときに使えること 
４． 利用できる在宅サービスの量が増えること 
５． 在宅サービスの質が良くなること 
６． 在宅サービスの手続きが簡単になること 
７． 介護についての情報が多く得られること 
８． 痴呆の介護負担が軽くなること 
９． 世間体を気にせず介護サービスが利用できること 
１０． 夜間・緊急時でも介護サービスが利用できること 
１１． その他（ ） 
１２． 特にない 

 
問54． 日常の介護のなかで特に気を付けていることや、あれば良いとお考えのサービス

がありましたらお知らせください。 
 

 
アンケートは以上で終了です。 
ご協力ありがとうございました。 

 


