
第７期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に係るアンケート調査項目等について

１．一般高齢者個別調査
見出し 問番号 質問内容 備考

要支援・要介護認定の有無
調査回答者
本人に代わって記入した理由

問1 性別
問2 年齢
問3 家族構成
問3-1 30分以内に駆けつけられる子どもや親族の有無
問4 居住地区
問5 健康状態
問6 健康状態を保つために実践していること ■ 「基本方針２　高齢者の健康づくりと介護予防の充実」の指標
問7 健康診断の受診の有無
問7-1 健康診断を受けていない理由
問8 歯の健康診断の受診の有無
問9 認知機能の状況
問10 運動の習慣
問10-1 運動の頻度
問10-2 運動の継続期間
問10-3 運動の種類
問11 食事で気をつけていること
問12 食事を抜く頻度
問13 口腔機能や食事について
問14（１） 参加している介護予防事業
問14（２） 今後、参加したい（参加し続けたい）介護予防事業
問14-1 参加したい事業はない理由
問15 ちがさき体操の認知度 ■ 「基本方針２　高齢者の健康づくりと介護予防の充実」の指標
問15-1 ちがさき体操の実施状況
問16 日常生活動作
問17 外出頻度
問17-1 あまり外出しない理由
問17-2 外出しない日に過ごすことが多い人
問18 現在のくらしで不安に思っていること
問19 安全で安心なまちづくりで必要だと思うこと
問20 悩みや心配ごとを相談できる人や場所の有無
問20-1 悩みや心配ごとの相談先

　■･･･第７期計画の基本方針に関連する指標となっている必須項目

①記入者等

②回答者（調査対象者）

③健康状態

④運動

⑤食生活や口腔

⑥介護予防事業

⑦日常生活

資料２－２ 
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問21 振り込め詐欺に対する考え
問22 振り込め詐欺等の電話を受けた経験
問23 振り込め詐欺の対策で留守番電話が有効であることへの認識

問24 公的機関が還付金について電話で知らせることがあると思うかについて

問25 防災行政用無線による振り込め詐欺の注意喚起の役立ち度

問26 自分らしい最期を迎えるための準備
問26-1 自分らしい最期を迎えるために必要だと思う準備
問27 自分らしい最期を迎えることを具体的に考える機会への参加意向

問28 かかりつけの医療機関の有無
問29（1） 社会参加の状況 ■ 「基本方針１　高齢者の多様な生きがいづくりの支援」の指標
問29（2） 社会参加の今後の意向
問29-1 社会参加の活動をしやすく（続けやすく）なる条件
問29-2 活動したいとは思わない（できない）理由
問29-3 就労するうえで重視すること
問29-4 就労（したい）日数
問30 興味を持っていること
問31 地域のボランティア活動への参加意向 ■ 「基本方針１　高齢者の多様な生きがいづくりの支援」の指標
問31-1 ボランティア等で支える側として参加したい（している）活動

問32 ボランティア等へ支えられる側としてお願いしたい内容
問33 成年後見制度の認知度 ■ 「基本方針４　地域における高齢者の支援体制づくり」の指標
問34 成年後見制度の利用・相談窓口の認知度
問34-1 知っている相談窓口
問35 防災無線による行方不明の高齢者等の市民への呼びかけについての考え

問36 住まいの種類
問36-1 今後10年の間の住宅の利用予定
問37 現在の住まいで困っていること
問37-1 住まいで困っていることを解消するための対策
問38 大きな災害に備えた対策
問39 災害時や緊急時に身近で手助けしてくれる人の有無 ■ 「基本方針３　高齢者が安心して暮らせるまちづくり」の指標
問39-1 災害時や緊急時に身近で手助けしてくれる人
問39-2 災害時要援護者支援制度の認知度 ■ 「基本方針３　高齢者が安心して暮らせるまちづくり」の指標
問40 介護保険の所得段階区分
問41 介護保険料の支払額について
問42 地域を担当している地域包括支援センターの認知度 ■ 「基本方針４　地域における高齢者の支援体制づくり」の指標
問42-1 地域包括支援センターの利用状況
問43 身近な公的機関等に相談したいこと
問44 生活の情報源
問45 市からの介護保険や高齢者福祉に関する情報源
問46 家族介護の状況

⑬介護保険

⑫防災

⑧日常生活

⑨社会参加

⑩今後の「支え合い」の
あり方

⑪住まい
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問47 介護が必要となったときの介護予定者の有無
問47-1 主な介護予定者
問47-2 主な介護予定者の年齢
問47-3 主な介護予定者の同居の有無
問48 介護が必要となったときに希望する介護
問48-1 自宅等の介護対応度

⑭自由回答 問49 高齢者福祉サービスや介護保険サービスについての市への要望や意見

１-１．第８期計画策定に向けたアンケート調査への追加等希望項目（一般高齢者個別調査）
見出し 問番号 質問内容

問○ 茅ヶ崎市高齢者のための優待サービス事業の認知度
問○-1 利用したことのある店舗の種類

茅ヶ崎市消費生活センターが市役所内にあることの認知度

契約トラブル等にあったときの商法
出かけたくなる場が増えているか
振り込め詐欺に対する考え
振り込め詐欺の犯人から電話を受けた経験

問☆ 振り込め詐欺の対策方法を知っているか
問☆ｰ1 対策方法についてどこで知ったか

実施している振り込め詐欺の対策
運転免許返納の意思

問26-2 準備している内容の家族等への共有
問◇ 1年の間の公民館の利用状況
問◇ｰ1 公民館を利用している目的
問◇ｰ2 公民館を利用しない理由

公民館の周知方法
問△ 1年の間の公民館主催講座への参加の有無
問△ｰ1 参加した講座の種類
問△ｰ2 講座に参加していない理由

公民館はどのような講座等を実施すべきか
公民館の講座に参加しやすい時間、曜日
判断能力低下に伴い、預貯金管理や家族の世話等に不安を感じた時の相談先

地域に支え合いの仕組みがあり安心して生活できると思うか

問36-2 住まいの築年数（持ち家の方のみ）
問□ 過去5年の間の家電の買い換え
問□-1 買い換えていない理由

⑫防災 警戒レベル（1～5）の認知度
⑬介護保険 在宅ケア相談窓口の認知度

⑬介護保険

既存の問21～25の差し替え希望

⑩今後の「支え合い」の
あり方

⑪住まい

⑨社会参加

備考

⑧日常生活

都市再生整備計画の事業目標
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２．要支援・要介護認定者個別調査（在宅）
見出し 問番号 内容 備考

資格喪失や施設入所の有無
調査回答者
本人に代わって記入した理由

問1 性別
問2 年齢
問3 家族構成
問3-1 30分以内に駆けつけられる子どもや親族の有無
問4 居住地区
問5 外出頻度
問5-1 外出しない日に過ごすことが多い人
問6 日常生活の中で不自由を感じること
問7 かかりつけ医療機関の有無
問8 在宅医療サービスの利用状況
問9 悩みや心配ごとを相談できる人の有無
問9-1 悩みや心配ごとの相談先
問10 民間事業者によるサービスの利用状況
問10-1 利用している民間事業者によるサービス
問11 振り込め詐欺に対する考え
問12 振り込め詐欺等の電話を受けた経験
問13 振り込め詐欺の対策で留守番電話が有効であることへの認知

問14 公的機関が還付金について電話で知らせることがあると思うかについて

問15 防災行政用無線による振り込め詐欺の注意喚起の役立ち度
問16 自分らしい最期を迎えるための準備
問16-1 自分らしい最期を迎えるために必要だと思う準備
問17 自分らしい最期を迎えることを具体的に考える機会への参加意向

問18 住まいの種類
問19 現在の住まいで困っていること
問19-1 住まいで困っていることを解消するための対策
問20 大きな災害に備えた対策
問21 災害時や緊急時に身近で手助けしてくれる人の有無
問21-1 災害時や緊急時に身近で手助けしてくれる人
問21-2 災害時要援護者支援制度の認知度
問22 主な介護者
問23 主な介護者の年齢
問24 主な介護者の同居の有無
問25 主な介護者の介護期間
問26 主な介護者が行っている介護等の内容
問27 主な介護者の1日あたりの介護時間
問28 主な介護者を取り巻く状況
問29 家族や親族の中で介護のために仕事を辞めた人の有無

⑥主な介護者の状況

①記入者等

②回答者（調査対象者）

③日常生活

④住まい

⑤防災
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問30 主な介護者の勤務形態
問30-1 主な介護者の勤務形態の調整等
問30-2 仕事と介護を両立するために効果的だと思う支援等
問30-3 働きながら介護を続けることの今後の見込み
問31 主な介護者が不安に感じている介護等
問32 主な介護者の相談先
問33 要介護認定を申請した理由
問34 要介護度
問35 市からの介護保険や高齢者福祉に関する情報源
問36 介護保険サービスの利用状況
問36-1 利用している介護保険サービスの種類
問36-1-1 福祉用具購入や住宅改修の効果
問36-1-2 福祉用具購入や住宅改修の内容の適切さ
問36-2 介護保険サービスを利用していない理由
問37 施設等への入所・入居の検討状況
問37-1 入所希望磁気
問37-2 入所・入居の申し込みをしている（申し込みをしたい）施設等

問38 介護保険サービスを利用したことによる変化 ■ 「基本方針６　介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業の充実」の指標

問39 介護保険サービス提供事業者の満足度
問39-1 介護保険サービス提供事業者に不満を感じた理由
問40 今後利用したい介護保険サービス
問41 介護保険の所得段階区分
問42 介護保険料の支払額について
問43 今後介護を受けたい場所
問44 受けている介護サービスと医療機関の連携状況 ■ 「基本方針４　地域における高齢者の支援体制づくり」の指標
問45 介護保険サービス以外の地域の支え合いによる支援
問45-1 受けている地域の支え合いによる支援の内容
問45-2 地域の支え合いによる支援の提供者
問46 地域の支え合いによる支援で希望するサービス

⑨自由回答 問47 高齢者福祉サービスや介護保険サービスについての市への要望や意見

⑥主な介護者の状況

⑧今後の「支え合い」の
あり方

⑦介護保険
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２-１．第８期計画策定に向けたアンケート調査への追加等希望項目（要支援・要介護認定者個別調査票（在宅））
見出し 問番号 質問内容

問○ 茅ヶ崎市高齢者のための優待サービス事業の認知度
問○-1 利用したことのある店舗の種類

茅ヶ崎市消費生活センターが市役所内にあることの認知度
契約トラブル等にあったときの商法
出かけたくなる場が増えているか
振り込め詐欺に対する考え
振り込め詐欺の犯人から電話を受けた経験

問☆ 振り込め詐欺の対策方法を知っているか
問☆ｰ1 対策方法についてどこで知ったか

実施している振り込め詐欺の対策
運転免許返納の意思

問18-1 今後10年の間の住宅の利用予定
問18-2 住まいの築年数（持ち家の方のみ）
問□ 過去５年の間の家電の買い換え
問□-1 買い換えていない理由
問▽ 避難行動要支援者支援制度の地域への情報提供の同意状況
問▽ｰ1 同意していない理由

⑦介護保険 在宅ケア相談窓口の認知度
⑧今後の「支え合い」のあり方 地域に支え合いの仕組みがあり安心して生活できると思うか

⑤防災

④住まい

備考

③日常生活
都市再生整備計画の事業目標

既存の問11～15の差し替え希望
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３．要支援・要介護認定者個別調査（施設）
見出し 問番号 内容 備考 変更内容

入所・入居している施設と退所状況
調査回答者

問1 性別
問2 年齢
問3 相談者の有無
問3-1 悩みや心配ごとの相談先
問4 有料老人ホーム・グループホーム入居者の在宅医療サービス利用状況

問5 要介護認定を申請した理由
問6 要介護度
問7 施設入所の決定者
問8 施設入所の理由
問9 施設サービスの満足度
問9-1 施設サービスに不満を感じている内容
問10 部屋の定員数
問10-1 個室への移動希望の有無
問10-1-1 個室への移動を希望しない理由
問11 介護保険の所得段階区分
問12 介護保険料の支払額について
問13 今後の生活の場についての考え
問13-1 生活の場を移したい施設の種類
問13-2 在宅生活をする場合に必要となる介護サービス

⑤自由回答 問14 高齢者福祉サービスや介護保険サービスについての市への要望や意見

３-１．第８期計画策定に向けたアンケート調査への追加等希望項目（要支援・要介護認定者個別調査票（施設））
見出し 問番号 質問内容

④介護保険 在宅ケア相談窓口の認知度

④介護保険

備考

②回答者（調査対象者）

③日常生活

①回答者
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