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各調査の項目（網掛け部分は削除候補です） 

（設問番号は、H16 年度実施時の番号、設問番号がないもの（★）は新規項目） 

 
【高齢者一般・これから高齢期を迎える方】 

主な設問項目（左端番号は高齢者一般） 
① 高齢者一般 
（認定者含む） 

② これから高齢期を

迎える方（55～64 歳） 
回答者について   
問１ 調査票の回答者 ○問１ ○問１ 
問２ 性別・年齢 ○問２ ○問２ 
問３ 居住地区 ○問３ ○問３ 
問４ 現在の住居での居住年数 ○問４  
問５ 世帯構成 ○問５  
問５－１ 65 歳未満の同居者の有無 ○問５－１  
問６ 平日の昼間の在宅者 ○問６  

★加入している健康保険の種類（国保、社保） 
★一番近くに住む子どもとの間の移動時間 

（平成 17 年度東京都社会基礎調査より） 
○ ○ 

住居について   
問７ 住居形態 ○問７ ○問４ 
問８ 住居の工夫 ○問８ ○問５ 
問９ 住居の改修希望場所 ○問９ ○問６ 
問７ 将来の住み替え意向  ○問７ 
問７－１ 住み替え意向のある理由  ○問７－１ 
問７－２ 住み替え予定の住宅  ○問７－２ 
問７－３ 住み替える住宅の希望する環境  ○問７－３ 

★居住階数、エレベーターの有無 ○ ○ 
健康・医療について   
問 10 健康状態 ○問 10 ○問８ 
問 11 普段の健康管理状況 ○問 11 ○問９ 
問 11－1 特に健康に気をつかっていること ○問 11－1 ○問９－１ 
問 10 関心のある生活習慣病  ○問 10 
問 12 健康のために身体を動かす頻度 ○問 12 ○問 11 
問 13 外出頻度 ○問 13  
問 14 健康について知りたいこと ○問 14 ○問 12 
問 13 平成 16 年の健康診査の受診状況  ○問 13 
問 13－1 健康診査の未受診理由  ○問 13－1 
問 13－2 最終健康診査から現在までの期間  ○問 13－2 
問 15 傷病の有無 ○問 15 ○問 14 
問 15－1 通院状況 ○問 15－1 ○問 14－1 
問 16 かかりつけ医、かかりつけ歯科医の有無 ○問 16 ○問 15 
問 17 認知症（痴ほう）についての認知状況 ○問 17 ○問 16 

★生活習慣病についての考え方（意識と行動のギャップ） ○ ○ 

高齢者基礎調査 調査項目（案） 
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主な設問項目（左端番号は高齢者一般） 
① 高齢者一般 
（認定者含む） 

② これから高齢期を

迎える方（55～64 歳） 
★糖尿病、高脂血症、動脈硬化症、高血圧症などの罹患状況 ○ ○ 
★健康診査の受診状況・受診結果、今後の受診意向 ○ ○ 

食事について   
問 18 食事の摂取状況 ○問 18  
問 19 肉や魚を食べる頻度 ○問 19  
問 20 乳製品をとる頻度 ○問 20  
問 21 外食・配食の利用状況 ○問 21  
問 22 主に食事を一緒にする人 ○問 22  
問 23 食事を楽しいと感じるか ○問 23  

★一日の食事回数 ○  
転倒について   
問 24 １年以内の転倒経験 ○問 24  
問 24－1 転倒もしくは転倒しそうになったことによるケガの

状況 ○問 24－1  

問 24－2 転倒もしくは転倒しそうになった原因 ○問 24－2  
問 24－3 転倒もしくは転倒しそうになった場所 ○問 24－3  
問 24－4 転倒もしくは転倒しそうになった結果として介護・

介助が必要になったか ○問 24－4  

★転倒後の回復状況（完治か、治療継続か） ○  
就労状況と収入について   
問 25 就労状況 ○問 25 ○問 17 
問 25－1 就労形態 ○問 25－1 ○問 17－1 
問 17－2 退職後の生活に対する準備  ○問 17－2 
問 17－3 直近の仕事をやめた年齢  ○問 17－3 
問 17－4 退職前における退職後の生活に対する準備  ○問 17－4 
問 25－2 就労理由 ○問 25－2  
問 25－3 非就労者が就労する場合の理由 ○問 25－3  
問 18 今後の就労意向  ○問 18 
問 18－1 就労希望理由  ○問 18－1 
問 18－2 希望する就労形態  ○問 18－2 
問 18－4 主な非就労理由  ○問 18－4 
問 26 就労継続を希望する年齢・就労していた年齢 ○問 26 ○問 18－3 
問 27 本人と配偶者の税込み年収 ○問 27  
問 28 本人と配偶者の収入源 ○問 28  

★収入区分の細分化（300 万円以下は 50 万円刻み） ○ ○ 
★今後の就労意向、就労希望年齢（何歳まで） ○ ○ 

生きがい・社会参加意識について   
問 29 現在の生活の満足度 ○問 29 ○問 19 
問 20 地域との関わり  ○問 20 
問 20－1 近所の人と交流をしない理由  ○問 20－1 
問 21 地域活動と関心のある活動のどちらを重視するか  ○問 21 



- 3 - 

主な設問項目（左端番号は高齢者一般） 
① 高齢者一般 
（認定者含む） 

② これから高齢期を

迎える方（55～64 歳） 
問 30 生きがい ○問 30 ○問 23 
問 31 町会・自治会・ボランティア・ＮＰＯ活動の参加状況 ○問 31 ○問 22 
問 31－1 ボランティア・ＮＰＯ活動の活動分野 ○問 31－1 ○問 22－1 
問 31－2 ボランティア・ＮＰＯ活動に取り組むためのきっか

け ○問 31－2 ○問 22－2 

問 22－3 取り組みたいボランティア・ＮＰＯ活動の活動分野  ○問 22－3 
★ボランティア活動への参加意向 ○ ○ 

日常生活について   
問 32 日常生活での自立状況 ○問 32  
問 32－1 外出の際の主な交通手段 ○問 32－1  
問 33 不安や悩み事 ○問 33 ○問 29 
問 33－1 不安や悩み事の相談先 ○問 33－1 ○問 29－1 
問 30 将来に対する不安  ○問 30 

★IADL（手段的日常生活動作） ○ ○ 
★日常生活自立度（寝たきりスケール） ○ ○ 

介護保険の認定について   
問 34 要介護認定の申請 ○問 34  
問 34－1 要介護度 ○問 34－1  
問 34－2 要介護認定を申請していない主な理由 ○問 34－2  
問 35 自身の希望する介護 ○問 35  
高齢者の介護経験について   
問 36 高齢者の介護経験 ○問 36 ○問 24 
問 36－1 高齢者介護で困ったこと ○問 36－1 ○問 24－1 
問 37 家族等の介護が必要になった場合の介護 ○問 37 ○問 25 
問 25 自分の希望する介護  ○問 26 
在宅支援サービスの利用状況について   
問 38 在宅支援サービスの利用状況 ○問 38  
問 38－1 在宅支援サービスの満足度 ○問 38－1  
保健福祉施策について   
問 39 力を入れるべき高齢者施策 ○問 39 ○問 31 
問 40 健康・保健福祉に関する知識・情報の入手先 ○問 40  
問 41 関心のある情報 ○問 41  
介護保険制度について   
問 42 介護保険制度に対する認知 ○問 42 ○問 27 
問 43 介護保険料に対する意見 ○問 43 ○問 28 
問 44 高齢者保健福祉施策への意見・要望 ○問 44 ○問 32 
問 46 介護保険への意見・要望  ○問 46 
 ★保険料負担とサービスの充実との関係（重視すべき方向） ○ ○ 
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【介護保険サービス利用者・未利用者・これから高齢期を迎える方（要支援・要介護認定者）】 

 

介護保険サービス 
主な設問項目（左端番号は介護保険サービス利用者） 

③ 利用者 ④未利用者 
⑤ これから高齢期を迎え

る方（要支援・要介護認定者） 
回答者について    

問１ 調査票の回答者 ○問１ ○問１ ○問１ 

問２ 性別・年齢 ○問２ ○問２ ○問２ 

問３ 居住地区 ○問３ ○問３ ○問３ 

問４ 世帯構成 ○問４ ○問４  

問４－１ ひとりぐらしの不安 ○問４－１ ○問４－１  

問４－２ 65 歳未満の同居者の有無 ○問４－２ ○問４－２  

問５ 本人と配偶者の税込み年収 ○問５ ○問５  

問６ 本人と配偶者の収入源 ○問６ ○問６  

問７ 要介護度 ○問７ ○問７  

問７－１ １年前の要介護度 ○問７－１ ○問７－１  

問８ 要介護状態になった主なきっかけ ○問８ ○問８  

★一番近くに住む子どもとの間の移動時間 
（平成 17 年度東京都社会基礎調査より） ○ ○  

住居について    

問９ 住居形態 ○問９ ○問９ ○問４ 

問 10 主な居住階 ○問 10 ○問 10  

問 11 住居のエレベーターの有無 ○問 11 ○問 11  

問 12 住居の工夫 ○問 12 ○問 12 ○問５ 

問 13 住居の改修希望場所 ○問 13 ○問 13 ○問６ 

問７ 将来の住み替え意向   ○問７ 

問７－１ 住み替え意向のある理由   ○問７－１ 

問 14 住み替え予定の住宅 ○問 14 ○問 14 ○問７－２ 

問７－３ 住み替える住宅の希望する環境   ○問７－３ 

★居住階数、エレベーターの有無 ○ ○  

介護保険制度について    

問 15 要介護認定申請の理由 ○問 15 ○問 15 

問 16 介護サービス未利用理由（要介護）  ○問 16 

問 16 入所（入院）申し込み状況 ○問 16 ○問 17 

問 16－1 介護保険施設申し込み理由 ○問 16－1 ○問 17－1 

問 16－2 施設入所（入院）を希望しない主な理由 ○問 16－2 ○問 17－2 

 ★サービス未利用の理由（未利用者） ○ ○ 

★制度改正についての意見、自身への関り ○ ○ 

○ 

（今回新たに挿入） 

健康状態について    

問 17 健康状態 ○問 17 ○問 18 ○問８ 
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介護保険サービス 
主な設問項目（左端番号は介護保険サービス利用者） 

③ 利用者 ④未利用者 
⑤ これから高齢期を迎え

る方（要支援・要介護認定者） 
問 18 日常生活の自立状況 ○問 18 ○問 19  

問９ 普段の健康管理状況   ○問９ 

問９－１ 特に健康に気をつかっていること   ○問９－１ 

問 10 関心のある生活習慣病   ○問 10 

問 11 健康のために身体を動かす頻度   ○問 11 

問 12 健康について知りたいこと   ○問 12 

問 13 平成 16 年の健康診査の受診状況   ○問 13 

問 13－１ 健康診査の未受診理由   ○問 13－1 

問 13－２ 最終健康診査から現在までの期間   ○問 13－2 

問 14 傷病の有無   ○問 14 

問 14－１ 通院状況   ○問 14－1 

問 15 かかりつけ医、かかりつけ歯科医の有無   ○問 15 

問 16 認知症（痴ほう）についての認知状況   ○問 16 

★生活習慣病についての考え方 ○ ○ ○ 

★糖尿病、高血圧症高脂血症、動脈硬化症などの

罹患状況 ○ ○ ○ 

食事について    

問 19 食事の摂取状況 ○問 19 ○問 20  

問 20 外食・配食の利用状況 ○問 20 ○問 21  

問 20－1 外食の利用頻度 ○問 20－1 ○問 21－1  

問 20－2 配食の利用頻度 ○問 20－2 ○問 21－2  

問 21 肉や魚を食べる頻度 ○問 21 ○問 22  

問 22 乳製品を摂る頻度 ○問 22 ○問 23  

問 23 主に食事を一緒にする人 ○問 23 ○問 24  

問 24 食事を楽しいと感じるか ○問 24 ○問 25  

★一日の食事回数 ○ ○  

外出とつきあいについて    

問 25 １日の外出状況 ○問 25 ○問 26  

問 26 外出頻度 ○問 26 ○問 27  

問 27 同居者以外とのおしゃべりの頻度 ○問 27 ○問 28  

問 28 外出時の介助の必要性 ○問 28 ○問 29  

問 29 １年以内の転倒経験 ○問 29 ○問 30  

問 29－1 転倒もしくは転倒しそうになった回数 ○問 29－1 ○問 30－1  

問 29－2 転倒もしくは転倒しそうになったことに

よるケガの状況 ○問 29－2 ○問 30－2  

問 29－3 転倒もしくは転倒しそうになった場所 ○問 29－3 ○問 30－3  

 ★外出頻度、外出状況 ○ ○  
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介護保険サービス 
主な設問項目（左端番号は介護保険サービス利用者） 

③ 利用者 ④未利用者 
⑤ これから高齢期を迎え

る方（要支援・要介護認定者） 
介護保険について（要介護状態について）    

問 30 介護保険料 ○問 30 ○問 31  

問 31 介護保険料の負担感 ○問 31 ○問 32  

問 32－1 ケアプランの認知 ○問 32－1   

問 32－2 ケアプランへの本人や家族の意見・要望

の反映状況（介護サービス利用者） 
○問 32－2   

問 33 介護保険の相談・苦情先 ○問 33 ○問 33 ○問 40 

問 34 利用している介護サービスへの注文・意見 ○問 34  ○問 41 

問 35 介護保険制度・サービス事業者に関する情報

の入手先 
○問 35 ○問 34 ○問 42 

問36 平成18年3月に受けていた介護サービス（介

護サービス利用者） 
○問 36  ○問 43 

問 37 介護サービス利用料の負担感 ○問 37  ○問 45 

問 38 寝たきりや認知症（痴ほう）の改善に向けて

必要な取り組み 
○問 38 ○問 35  

問 39 普段の生活で必要な見守り ○問 39 ○問 36  

問 27 介護保険制度に対する認知   ○問 27 

問 28 介護保険料に対する意見   ○問 28 

問 34 要介護度   ○問 34 

問 35 １年前の要介護度   ○問 35 

問 36 要介護状態になった原因   ○問 36 

問 37 要介護認定申請の理由   ○問 37 

問 38 入所（入院）申し込み状況   ○問 38 

問 38－１ 介護保険施設申し込み理由   ○問 38－1 

問 38－２ 施設入所を希望しない主な理由   ○問 38－2 

問 39－１ ケアプランの認知   ○問 39－1 

問 39－２ ケアプランへの本人や家族の意見・要望

の反映状況   ○問 39－2 

問 44 介護サービスの満足度   ○問 44 

問 46 介護保険への意見・要望   ○問 46 

 ★介護保険サービス未利用の理由（これから高齢期を

迎える方（要支援・要介護認定者）   ○ 

 ★新たなサービス（地域密着型等）を含む介護サ

ービス利用状況 
○ ○  

★新予防給付サービスを利用してからの変化・利

用者評価（軽度認定者） 
○ ○  

★保険料負担とサービスの充実との関係（重視す

べき方向） ○ ○  

医療について    
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介護保険サービス 
主な設問項目（左端番号は介護保険サービス利用者） 

③ 利用者 ④未利用者 
⑤ これから高齢期を迎え

る方（要支援・要介護認定者） 
問 40 通院状況 ○問 40 ○問 37  

問 40－１ 通院・往診の頻度 ○問 40－1 ○問 37－1  

問 40－２ 往診の内容 ○問 40－2 ○問 37－2  

問 41 かかりつけ医の有無 ○問 41 ○問 38  

問 42 医療費の負担感 ○問 42 ○問 39  

介護者について    

問 43 家族介護者の有無 ○問 43 ○問 40  

問 43－１ 家族介護者の人数 ○問 43－1 ○問 40－1  

問 43－２ 主な家族介護者の性別・年齢・続柄 ○問 43－2 ○問 40－2  

 ★介護負担感 ○ ○  

介護の状況について    

問 44 介護年数 ○問 44 ○問 41  

問 45 世帯の税込み年収 ○問 45 ○問 42  

問 46 介護サービス利用時の介護者の意識 ○問 46   

問 47 介護サービス利用時の本人の様子 ○問 47   

問 48 介護をしていてよかったと感じること ○問 48 ○問 43  

問 49 介護をしていて困ったこと ○問 49 ○問 44  

問 50 介護をしていて負担に感じたこと ○問 50 ○問 45  

問 51 要介護者にあたってしまった経験 ○問 51 ○問 46  

問 52 要介護者にあたってしまった時の後悔や悩

みの状況 
○問 52 ○問 47  

問 53 介護でつらい時の相談先 ○問 53 ○問 48  

問 54 自分の希望する介護 ○問 54 ○問 49  

問 55 夜間に受けたい支援 ○問 55 ○問 50  

認知症の状況について    

問 56 要介護者の問題行動 ○問 56 ○問 51  

問 57 認知症（痴ほう）専門病院の受診経験 ○問 57 ○問 52  

問 58 高齢者保健福祉施策（介護保険を含む）への

意見・要望 ○問 58 ○問 53  

就労状況について    

問 17 就労状況   ○問 17 

問 17－１ 就労形態   ○問 17－1 

問 17－２ 退職後の生活に対する準備   ○問 17－２ 

問 17－３ 直近の仕事をやめた年齢   ○問 17－３ 

問 17－４ 退職前における退職後の生活に対する

準備   ○問 17－４ 

問 18 今後の就労意向   ○問 18 

問 18－１ 就労希望理由   ○問 18－1 
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介護保険サービス 
主な設問項目（左端番号は介護保険サービス利用者） 

③ 利用者 ④未利用者 
⑤ これから高齢期を迎え

る方（要支援・要介護認定者） 
問 18－２ 希望する就労形態   ○問 18－2 

問 18－３ 就労継続を希望する年齢   ○問 18－3 

問 18－４ 主な非就労理由   ○問 18－4 

生きがい・社会参加意識について    

問 19 現在の生活の満足度   ○問 19 

問 20 地域との関わり   ○問 20 

問 20－１ 近所の人と交流をしない理由   ○問 20－1 

問 21 地域活動と関心のある活動のどちらを重視

するか   ○問 21 

問 22 ボランティア・ＮＰＯ活動の実施状況   ○問 22 

問 22－１ ボランティア・ＮＰＯ活動の活動分野   ○問 22－1 

問 22－２ ボランティア・ＮＰＯ活動に取り組むた

めのきっかけ   ○問 22－2 

問 22－３ 取り組みたいボランティア・ＮＰＯ活動

の活動分野   ○問 22－3 

問 23 生きがい   ○問 23 

高齢者の介護経験について    

問 24 高齢者の介護経験   ○問 24 

問 24－１ 高齢者介護で困ったこと   ○問 24－1 

問 25 家族等の介護が必要にあった場合の介護   ○問 25 

問 26 自分の希望する介護   ○問 26 

日常生活について    

問 29 不安や悩み事   ○問 29 

問 29－１ 不安や悩み事の相談先   ○問 29－1 

問 30 将来に対する不安   ○問 30 

保健福祉施策について    

問 31 力を入れるべき高齢者施策 ○問 31 

問 32 高齢者保健福祉施策への意見・要望 ○問 32 

問 33 要介護認定の申請状況 ○問 33 

★生活支援サービスの利用意向 

○ 

今回設計 

○ 

今回設計 
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【介護保険サービス事業者】 

主な設問項目 
組織・機関について（全事業所共通） 
問１ 運営主体 
問２ 併設されている機能 
問３ 区内営業エリア 
問４ 職員数 
問５ 現在実施しているサービス 
 ★今後参入予定のサービス・事業開始年度 
居宅介護支援事業について 
問６ 区内サービス利用者数 
問６－１ 予防居宅介護支援への参入意向 
問６－１① 予防居宅介護支援への転換割合 
問６－１② 現在の介護予防の取り組み 
問６－２ 居宅介護支援における医療との連携 
問６－３ 独立型の居宅介護支援事業所への移行の考え 
問６－４ 居宅介護支援事業所の独立法人への移行 
 ★制度改正に伴う影響（地域包括支援センターとの連携等） 
訪問介護について 
問７ 区内サービス利用者数 
問７－１ 予防訪問介護への参入意向 
問７－１① 予防訪問介護への転換割合 
問７－１② 予防訪問介護実施にあたり工夫できること 
問７－１③ 現在の介護予防の取り組み、今後工夫したい点 
問７－２ 新規顧客の開拓方法 
問７－３ 参入を検討している地域密着型サービス 
 ★新予防給付サービスの提供状況 
 ★新たなサービスへの参入意向 
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主な設問項目 
通所介護について 
問８ 事業所の種類 
問８－１ 区内サービス利用者数 
問８－２ 予防通所介護への参入意向 
問８－２① 予防通所介護への転換割合 
問８－２② 予防通所介護実施に向けた機器・設備の導入予定 
問８－２③ 現在の介護予防の取り組み、今後工夫したい点 
問８－３ 新規顧客の開拓方法 
問８－４ 参入を検討している地域密着型サービス 
 ★新予防給付サービスの提供状況 
 ★新たなサービスへの参入意向 
通所リハビリテーションについて 
問９ 区内サービス利用者数 
問９－１ 予防通所リハビリテーションへの参入意向 
問９－１① 予防通所リハビリテーションへの転換割合 
問９－１② 予防通所リハビリテーション実施に向けた機器・設備の導入予定 
問９－１③ 現在の介護予防の取り組み、今後工夫したい点 
問９－２ 新規顧客の開拓方法 
問９－３ 参入を検討している地域密着型サービス 
 ★新予防給付サービスの提供状況 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設について 
問 10 入所者数 
問 10－1 入所期間 
問 10－2 １年間で介護度が悪化した人数 
問 10－3 在宅復帰が可能と思われる人数 
問 10－4 退所率 
問 10－5 ユニット化の状況 
問 10－6 サテライト化についての考え 
問 10－7 ターミナルケアへの対応 
 ★地域密着型サービスへの参入意向 
★夜間対応型訪問介護について 
 ★今後の事業展開について 
認知症対応型共同生活介護について 
問 11 入所者数 
問 11－1 入所目的の区内への住所異動者数 
問 11－2 区内待機者 
問 11－3 参入を検討している地域密着型サービス 
 ★今後の事業展開について（地域密着型サービスへの参入意向） 
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主な設問項目 
★特定施設入所者生活介護について 
 ★今後の事業展開について 
★小規模多機能型居宅介護について 
 ★今後の事業展開について 
苦情処理等について 
問 12 サービス提供困難時の対応 
問 13 利用者への苦情処理窓口の提示 
問 13－1 平成 16 年度の利用者の苦情 
問 13－１① 苦情処理の対応 
問 13－１② 苦情対応の迅速さ 
問 14 苦情対応の担当者 
問 15 苦情内容 
サービスの質の向上について 
問 16 サービス評価の受審状況 
問 16－1 事業所独自での取り組み 
 ★制度改正に伴う今後の取り組み 
地域とのかかわりについて 
問 17 地域とのかかわりの有無 
問 17－1 かかわりのある団体・組織 
問 17－2 かかわりの事例 
その他 
問 18 個人情報保護・管理の取り組み 
問 19 要医療、認知症（痴ほう）、障害等のある利用者への対応 
問 20 在宅生活を継続するための条件 
問 21 介護保険制度への意見・要望 
保険者への意見・要望 

 


