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ま え が き 

 

 東京都では、福祉・保健・医療施策推進の基礎資料とするため、毎年「東京都福祉保健基

礎調査（旧名称 東京都社会福祉基礎調査）」を実施しています。 

 平成 18年度は、昭和 56年度、61年度、平成 3年度、8年度及び 13年度に引き続き、広く

一般都民の生活と都民の福祉に関する意識の実態を把握することを目的として、「都民の生活

実態と意識」をテーマに取り上げました。なお、従来の福祉分野に加え、保健・医療分野に

ついての基礎資料も得る目的から、平成 18年度から調査の名称を変更いたしました。 

 福祉・保健・医療分野を取り巻く状況は、いわゆる団塊の世代が大量退職を迎える中、介

護保険法の改正や障害者自立支援法の施行、医療制度改革など、社会保障制度全般にわたる

改正が進められています。また一方で、児童、高齢者虐待の増加など都民の安全と安心を揺

るがしかねない状況があります。 

 こうした状況の中、東京都は民間・地域・行政の力を最大限に活用しながら、都民が地域

で安心して生活を送ることができるよう、健康、医療、住まい、就業、子育て、介護、障害

者の支援及び福祉サービス等の様々な課題に対して、総合的、計画的に施策を推進していく

ことが求められております。 

 そのためには、時代の変化に伴う都民の生活実態の正確な把握が必要になります。 

 本調査では、都民の健康、住宅、就労及び所得等の生活実態や、食生活、子育て支援、 

地域社会のあり方及び社会保障と費用負担等の意識について調査し、できる限り都民の生活

実態が明らかになるよう努めました。 

 この報告書が今後の福祉・保健医療を推進するために、関係機関及び関係者の方々に広く

御活用いただければ幸いです。 

 最後に調査に御協力いただきました都民の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

 平成１９年１０月 

 

                     東京都福祉保健局
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第１ 調査の概要 

 
  



－2－ 

 

  



－3－ 

 

１ 調査の目的 

 東京都内における各世帯の生活実態並びに世帯員の福祉、保健及び医療に関する実態と

意識を明らかにし、今後の福祉・保健医療施策を推進するための基礎資料を得ることを目

的とする。 

 

２ 調査の対象 

 東京都内に居住する、住民基本台帳から無作為に抽出した 6,000 世帯と調査基準日現在

満 20歳以上の世帯員を客体とする。 

 

３ 調査の基準日 

 平成 18年 11月 11日（調査期間 平成 18年 11月 11日から同年 12月 10日まで） 

 

４ 調査事項 

  調査は、調査票①、②により主に次の事項を調査した。 

  （1）基本的属性         （6）生活習慣予防 

  （2）健康状態          （7）運動と健診 

  （3）世話の状況         （8）悩みやストレス 

  （4）住宅及び経済の状況     （9）子育て支援 

  （5）就業及び経済の状況     （10）児童、高齢者虐待 

                   （11）障害者の福祉と雇用 

                   （12）地域福祉 

                   （13）福祉サービスへの民間参入 

                   （14）社会保障と費用負担 

                   （15）所得（収入）などのあり方について 

 

５ 調査方法 

（1） 調査員が調査対象世帯を訪問し、面接聞き取りの上、調査員①（世帯票）を作成する 

  （面接他計式）。 

（2） 福祉、保健及び医療に関する実態と意識調査は、満 20歳以上の世帯員を対象に調査 

   票②（意識票）の留置自計式による。 

 

６ 調査の機構 

（1） 福祉保健局長 

    管下の職員を指揮監督し、調査の企画、実施及び結果の公表を行う。 

（2） 調査員 

    福祉保健局統計調査員設置要綱に基づき、知事が任命する。 

 

７ 根拠規程 

（1） 東京都統計調査条例（昭和 32年東京都条例第 15号） 

（2） 東京都統計調査条例施行規則（平成 2年東京都規則第 213号） 

① 

② 



－4－ 

 

（3） 東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則（平成 3年東京都 

規則第 25号） 

（4） 東京都福祉保健基礎調査要綱（平成 18年 10月 3日） 

 

８ 集計の対象 

（1） 世帯と世帯員の状況 

調査の客体 集計対象 

（回収率） 

調査不能 

 転出 不在 拒否 その他 

6,000 3,775 

（62.9％） 

2,225 50 880 1,217 78 

 

（2） 福祉・保健医療に関する意識 

調査の客体 集計対象 

（回収率） 

調査不能 

 転出 不在 拒否 その他 

9,828 6,996 

（71.2％） 

2,832 50 909 1,627 246 

 

９ 調査（報告書）の構成 

 第１部では世帯と世帯員の状況に関する調査について、第２部では福祉・保健医療に関

する意識について記述した。 

 第１部のうち、「第１章 調査対象者の基本的属性」は調査対象者の基本的属性を記述し

た。 

「第２章 世帯の状況」から「第４章 経済の状況」までは、集計対象世帯 3,775 世帯の

状況について分析した。 

「第５章 生活保護受給世帯の状況」では、集計対象世帯のうち、生活保護を受給してい

る世帯 82世帯の状況について、 

「第６章 単独世帯の状況」では、集計対象世帯のうち、1,038世帯の単独世帯の状況につ

いて、 

「第７章 夫婦の状況」では、集計対象世帯のうち、2,398世帯の夫婦の状況について、 

「第８章 世帯員の状況」では、集計対象者 9,171人の状況について、 

「第９章 子どもの状況」では、集計対象者のうち、18歳未満の子ども 1,392 人の状況に

ついて、 

「第 10章 高齢者の状況」では、集計対象者のうち、65歳以上の高齢者 2,141人の状況に

ついて、 

「第 11章 手帳所持者の状況」では、身体障害者手帳、愛の手帳及び精神障害者保健福祉

手帳のいずれかを所持している 307人の状況について、 

「第 12章 手助けや見守りが必要な人の状況」では、集計対象世帯のうち、世帯員に手助

けや見守りが必要な人がいる 261 世帯及び世話を受けている 269 人の状況についてそれぞ

れ分析した。 

 第２部では、対象世帯 3,775世帯の中の満 20歳以上の世帯員 9,828人を対象に行った調
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査票②（福祉、保健医療に関する実態と意識）の調査で回答のあった 6,996 人について分

析した。 

 このほか、自由意見として記入してもらった福祉保健行政に関する要望、意見等を掲載

した。 

 

10 利用上の注意 

（1） 比率の単位は「％」、実数の単位は「世帯」又は「人」である。 

（2） 統計表の百分率については、少数点以下第２位を四捨五入してあるため、総数と内訳 

  の合計は必ずしも一致しない。 

（3） 統計表中、用いた記号は次のとおりとする。 

  「０．０」…四捨五入により数値を丸めた結果、表示すべき最下位の位の 1に達しない場 

       合の単位未満の数値 

  「―」  …皆無又は該当数字なし 

  「…」  …未調査、未集計のために数値が得られない、該当数値が不詳又は不明なもの 

（4） クロス集計表の表側で「その他」等の母数の少ないデータは一部省略したものもある。 

（5） 本文の表中の数値に付けた下線は記述に関連することを示す。 

（6） 「13年調査」または「前回調査（13年）」とは、「平成 13年度 東京都社会福祉基礎 

   調査（都民の生活実態と意識）」をいう。 

「８年調査」または「前々回調査（８年）」とは、「平成８年度 東京都社会福祉基礎 

調査（都民の生活実態と意識）」をいう。 

（7） 「結果の概要」中、調査票の回答肢を引用する際、紙面の関係上表記を省略したもの 

   ついては、付属資料の主な表記一覧表のように省略した。 

 

11 結果の公表 

  公表している資料は下表のとおり。本報告書は、確定報告の記述編である。 

 速  報 確 定 報 告 

区 分 概要版 概要版 記述編 統計編 

内 容 単純集計 記述編の概要 分析、グラフ、クロス表 クロス表 

時 期 平成 19年 4月 平成 19年 10月 平成 19年 12月 

方 法 プレス発表、ホームページ掲載 報告書の刊行、 

ホームページ掲載 

 

 

 

 ホームページ掲載場所 

 

 

 

 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kikaku/kisotyousa/kisotyousa.html 

 

東京都ホームページ ⇒ 各局のページ ⇒ 福祉保健局 ⇒ 調査・統計 ⇒ 東京都福祉保健

基礎調査の結果の結果・概要 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kikaku/kisotyousa/kisotyousa.html

