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３ 主な表記省略一覧 

調査票① 世帯と世帯員の状況 

 

設問番号 項目 本文中の表記 調査票の表記 
問 5 保育・教育の

状況 
短期大学・高等専門学校 短期大学・高等専門学校・専門学校 

国民健康保険加入者 

 区市町村 

 組合 

被用者保険加入者 

 協会けんぽ・組合健保 

 共済組合 

 

後期高齢者医療制度（長寿
医療制度） 

国民健康保険  

区市町村 

組合 

国民健康保険以外 

 協会けんぽ・組合健保 

共済組合 

船員保険 

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）   

問 8 加入してい
る保険の種
類 

その他   その他 

問 14 住居の種類 公営賃貸住宅 

都市機構・公社などの賃貸
住宅 

都・区市町村の公営賃貸住宅 

都市機構（旧公団）・公社などの賃貸住宅 

問 17 世帯収入の
種類 

年金等 年金・恩給 
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調査票② 健康と医療に関する実態と意識 

 

設問番号 項目 本文中の表記 調査票の表記 
問 6 喫煙の有無 合計 100 本以上、または、

6ヶ月以上 

 

合計 100本未満で6か月未
満 

これまでに吸った合計が 100 本以上、または、
100 本以下でも 6ヶ月以上吸っている（吸って
いた） 

吸ったことはあるが合計 100 本未満で 6 ヶ月
未満である 

問 12-1 悩みやスト
レスの原因 

いじめ、セクハラ 

教育 

住まいや生活環境 

いじめ、セクシャル・ハラスメント 

教育（学業、受験及び進学を含む） 

住まいや生活環境（公害、安全及び交通事情
を含む） 

問 12-12 悩みやスト
レスの相談
先 

家族 

友人・知人 

職場の上司・同僚 

公的な機関（保健所、福祉
事務所、精神保健福祉セン
ター等）の相談窓口（電話
等での相談を含む） 

民間の機関の相談窓口（電
話等での相談を含む） 

病院・診療所の医師 

テレビ、ラジオ、新聞等の
相談コーナー 

メール相談の相談員 

インターネットを通じた
交流の仲間 

家族に相談している 

友人・知人に相談している 

職場の上司・同僚に相談している 

公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健
福祉センター等）の相談窓口（電話等での相
談を含む）を利用している 

民間の機関の相談窓口（電話等での相談を含
む）を利用している 

病院・診療所の医師に相談している 

テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利
用している 

メール相談の相談員に相談している 

インターネットを通じた交流の仲間に相談し
ている 

問 16-2 検診結果の
指摘の内容 

血中の脂質異常 

 
糖尿病 

指摘なし(肥満・高血圧・
糖尿病・血中の脂質異常) 

脂質異常（中性脂肪が高い・HDL コレステロー
ルが低い・LDL コレステロールが高い） 

糖尿病（血糖値が高い） 

1～4 の指摘はなかった 
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設問番号 項目 本文中の表記 調査票の表記 
問16-3-1 特定保健指

導の内容 
動機付け支援 

積極的支援 

 

動機付け支援（面談などによる、1回の指導） 

積極的支援（面談、電話、メールなどにより 3
か月から 6か月の間、継続的に行われる指導） 

問 17 がん検診の
検査の方法 

胃エックス線検査 

 

胃内視鏡検査 

ペプシノゲン検査 

便潜血検査 

全大腸内視鏡検査 

胸部エックス線検査 

喀痰細胞診検査 

胸部 CT 検査 
 
 
マンモグラフィ検査 
 
視触診検査 
 
 
乳房超音波（エコー）検査 
 
細胞診検査（医師による採
取） 
細胞診検査（自己採取） 
 

胃エックス線検査 
（バリウムと発泡剤を飲んでおなかのレント
ゲンを撮る検査） 
胃内視鏡検査 
（胃カメラで胃の中を直接観察する検査） 
ペプシノゲン検査 
（血液検査で、胃粘膜の老化を調べる検査） 
便潜血検査 
（便を採取して、大腸からの出血を調べる検
査） 
全大腸内視鏡検査 
（内視鏡で大腸全てを観察する検査） 
胸部エックス線検査 
（胸のレントゲンを撮る検査） 
喀痰細胞診検査 
(痰を容器に採取して調べる検査) 
胸部 CT 検査 
（CT スキャナーという検査装置を使った検
査） 
マンモグラフィ検査 
（乳房を挟み込んでレントゲンを撮る検査） 
視触診検査 
(医師が乳房にしこりがないか、見て触って調
べる検査) 
乳房超音波（エコー）検査 
（超音波による検査） 
細胞診検査：医師による採取 
（医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査） 
細胞診検査：自己採取 
（自分で子宮頸部の粘膜を採取する検査） 

問 17-1 がん検診の
受診場所 

職場における検診 職場の検診 
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年度 調 査 名 調査基準日 調査対象・客体数

H12.2.29 18歳以上の者 　6,000人 1　基本的属性
2　各種施設・公共交通機関等の整備状況についての利用者
　 の意識や感想

　 の有無や内容

6　費用負担について
H12.12.1 65歳以上の在宅の高齢者 1　調査対象者の概況  6　住宅の状況

　　　　　　 　6,000人 2　健康状態  7　家族の状況
3　世話の状況  8　就業・経済の状況
4　福祉サービス等の利用動向  9　社会参加と意識
5　介護保険制度等新たな制度 10　行政への要望等
　 に対する意識

H13.10.25 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　社会福祉に関する意識
世帯員 　 　11,643人 (1)  世帯の状況 (1)　児童虐待について

　　 世帯の構成、住居の状況 (2)　里親制度について
　 経済の状況 (3)　福祉サービスと情報
(2)　世帯員の状況 　 ついて
　　 傷病の状況、手帳の所持 (4)　ボランティア活動等
　 状況、就業の状況、医療保 　 の状況について
　 険の加入状況、介助の状況

H14.10.24 小学生までの子どもを 1　基本的属性 5　小学生の子どもを養育する
養育する世帯 4,800世帯 2　世帯の状況 　 世帯
20歳未満の子どもを養育 3　就労状況 6　ひとり親家庭の状況
するひとり親世帯 4　就学前の子どもを養育 7  子育て家庭の状況と意識
　　　　　　 1,200世帯 　 する世帯の状況

H15.11.1 身体障害者 　  4,000人 1　基本的属性 6　情報等
知的障害者 　  1,200人 2　障害の状況 7　支援費制度等
精神障害者 　    800人 3　住まいの状況 8　社会参加等

4　日常生活の状況 9　自由意見　
5　経済基盤 　

H16.11.1 18歳以上の者 　6,000人 1　基本的属性 4　情報バリアフリー
2　各種施設・公共交通機関等 5「福祉のまちづくり」に必要
　 の整備状況についての利用 　な事項
　 者の意識や感想 6　ユニバーサルデザイン
3　外出時に困っている人を見
　　かけたり、困ったりした 　
　 経験の有無や内容

H17.11.1 65歳以上の在宅の高齢者 1　調査対象者の概況  6　住宅の状況
　　　　　　 　6,000人 2　健康状態  7　家族の状況

3　世話の状況  8　就業・経済の状況
4　福祉サービス等の利用動向  9　社会参加と意識
5　介護保険制度等新たな制度 10　行政への要望等
　 に対する意識 11  自由意見

H18.11.11 世帯　     　6,000世帯 1　世帯と世帯員の状況 2　社会福祉に関する意識
世帯員 　 　 9,828人 (1)  世帯の状況 (1)　食育、運動、健診について

　　 世帯の構成、住居の状況 (2)　ストレス、悩みについて
　 経済の状況 (3)　児童・高齢者虐待
(2)　世帯員の状況 (4)　障害者への支援策
　　 傷病の状況、手帳の所持 (5)　地域社会のあり方
　 状況、就業の状況、医療保 (6)　福祉サービスへの民間参入
　 険の加入状況、介助の状況 (7)　所得のあり方など

H19.10.27 小学生までの子どもを 1　世帯と世帯員の状況 3　子育てに関する実態と意識
養育する世帯 4,800世帯 (1)　調査世帯の概況等 (1)　就労について
20歳未満の子どもを養育 (2)　就学前の子どもがいる世帯 (2)　育児休業制度
するひとり親世帯 (3)　小学生の子どもがいる世帯 (3)　子どもの看護休暇制度
　　　　　　 1,200世帯 2　20歳未満の子どもを養育 (4)　子育てに関して感じること

　 するひとり親世帯の状況 (5)　地域における子育て
(6)　家族のコミュニケーション
(7)　夫婦の家事・育児分担など

H20.10.15 身体障害者 　  4,000人 1　対象者の概況 6　施設入所
知的障害者 　  1,200人 2　障害の状況、健康医療 7　地域生活と社会参加など
精神障害者 　    800人 3　日常生活の状況

4　就労の状況
5　障害者自立支援法による 　
　 障害福祉サービス等

※調査名は、平成17年度までは東京都社会福祉基礎調査、平成18年度以降は東京都福祉保健基礎調査

19

20

障害者の生活実
態

東京の子どもと
家庭

18

都民の生活実態
と意識

17

高齢者の生活実
態

15
障害者の生活実
態

14
東京の子どもと
家庭

都民の生活実態
と意識

13

3　外出時に困っている人を見かけたり、困ったりした経験

4「福祉のまちづくり」に関する周知度
5「福祉のまちづくり」に必要な事項

11

福祉のまちづく
りに関する都民
の意識

調　　　査　　　事　　　項

16

福祉のまちづく
りに関する都民
の意識

高齢者の生活実
態

12

 


