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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」を実施しています。 

平成 27 年度は、昭和 55 年度、60 年度、平成 2 年度、7 年度、12 年度、17 年度、22

年度に続き、「高齢者の生活実態」をテーマに調査を実施しました。 

現在、東京は、かつて経験したことがないほど急速に少子高齢化が進展しており、平

成 32 年（2020 年）には後期高齢者（75 歳以上）の数が前期高齢者（65 歳から 74 歳ま

で）を上回り、平成 37 年（2025 年）には、都民の 4 人に 1 人が高齢者になる一方、少

子化により、生産年齢人口（15 歳から 64 歳まで）や年少人口（15 歳未満）は減少して

いくと予測されています。 

ひとり暮らしや高齢者夫婦のみといった高齢者のみの世帯の割合が増加し、孤独死も

社会的問題となっています。 

このような中で、東京都は民間・地域・行政の力を最大限に活用しながら、高齢者が

安心して生活を送ることができるよう、健康、介護、住まい、就業、生きがいなどの様々

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、時代の変化に伴う高齢者の生活実態の正確な把握が必要となります。 

本調査では、高齢者の家族、健康、住宅、就労などの生活実態や、住まいや日常生活

支援サービスなどに関する意識について調査し、できる限り東京における高齢者の生活

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高齢者福祉を推進するために、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。 

本調査の実施に当たりましては、東京都立大学名誉教授 小林良二氏、聖路加国際大

学看護学部教授 山田雅子氏、日本大学文理学部教授 内藤佳津雄氏に調査票の設計、

結果の分析等の御指導をいただきました。深く感謝申し上げます。 

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２８年１０月 

 

 

                            東京都福祉保健局 
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２ 子供との関係  

(1) 子供の有無・人数  

ア 子供の有無・人数－年齢階級、世帯構成（世代）別 

(2) 子供との同居・別居の状況  

(3) 別居している子供との距離 

(4) 子供の有無及び同居・別居の状況 

－地域、動作能力類型、世帯構成（世代）、住宅の種類、子供の人数別 

３ 介護の状況（対象者本人が介護をしている状況） 

(1) 介護の状況と介護をしている相手〔複数回答〕 

－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 

 

第３章 健康  

１ 健康意識  

(1) 健康意識－性・年齢階級別  

(2)  健康意識－世帯構成（世代）、動作能力類型別 
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(2) 日常生活動作(ADL)（家事一般、金銭の管理、薬の管理、電話の利用） 

(3) 日常生活動作(ADL)－性・年齢階級別  
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ア 日常生活動作(ADL)（総合）－性・年齢階級別  

(5) 現在の状態になった主な原因〔複数回答〕 

－性・年齢階級別、22年度調査との比較 

３ 動作能力類型  

(1) 動作能力類型－性・年齢階級、世帯構成（世代）別 

４ 傷病等の状況 

(1) 現在かかっている傷病〔複数回答〕  

ア 現在かかっている傷病〔複数回答〕－性・年齢階級、動作能力類型別 
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(5) かかりつけ医の有無－性・年齢階級、動作能力類型別   

５ 健康のために気をつけていること  

(1) 健康のために気をつけていること〔複数回答〕－性・年齢階級別   

６ 食事の状況   

(1) 食事の状況－性・年齢階級、配偶者の有無別   

 

 

第４章 介護保険制度 

１ 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無   

(1) 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無  

ア 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無 

－性・年齢階級、動作能力類型、世帯類型別  

(2) 要介護認定（要支援認定を含む。）を申請していない理由〔複数回答〕  

ア 要介護認定（要支援認定を含む。）を申請していない理由〔複数回答〕 

－性・年齢階級、動作能力類型別  

２ 要支援・要介護度及び介護の状況 

(1) 要支援・要介護度－性・年齢階級、動作能力類型、世帯類型別 

(2) 介護の状況（対象者本人が介護を受けている状況）   

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

                   －性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 

ウ 介護をしている人〔複数回答〕－動作能力類型、要支援・要介護度別   

エ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－動作能力類型、要支援・要介護度別 

オ 介護をしている人の同居の有無  

カ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人の同居の有無   

３ 望む介護のあり方   

(1) 在宅で介護を受ける場合に望む介護のあり方〔複数回答〕  

ア 在宅で介護を受ける場合に望む介護のあり方〔複数回答〕 

－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型、介護の状況別 

   (2) 最も希望する介護－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型、介護の状況別  

４ 日常生活支援サービス 

(1) 日常生活支援サービスの現在の利用状況  

ア 日常生活支援サービスの現在の利用状況〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

イ 日常生活支援サービスの現在の利用状況〔複数回答〕 

－動作能力類型、要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無別  

(2) 日常生活支援サービスの今後の利用意向   

ア 日常生活支援サービスの今後の利用意向〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

５ 介護予防   

(1) 介護予防の活動状況 

ア 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動 

 イ ア以外の活動 
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２ 子供との関係  

(1) 子供の有無・人数  

ア 子供の有無・人数－年齢階級、世帯構成（世代）別 

(2) 子供との同居・別居の状況  

(3) 別居している子供との距離 
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－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 
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２ 日常生活動作(ADL)  

(1) 日常生活動作(ADL)（聴力、視力、意思伝達、歩行、食事、着替え、入浴、排せつ） 

(2) 日常生活動作(ADL)（家事一般、金銭の管理、薬の管理、電話の利用） 

(3) 日常生活動作(ADL)－性・年齢階級別  

(4) 日常生活動作(ADL)（総合） 

ア 日常生活動作(ADL)（総合）－性・年齢階級別  

(5) 現在の状態になった主な原因〔複数回答〕 

－性・年齢階級別、22年度調査との比較 

３ 動作能力類型  

(1) 動作能力類型－性・年齢階級、世帯構成（世代）別 

４ 傷病等の状況 

(1) 現在かかっている傷病〔複数回答〕  

ア 現在かかっている傷病〔複数回答〕－性・年齢階級、動作能力類型別 

(2) 通院・往診（訪問診療）の有無－性・年齢階級、動作能力類型別  

(3) 通院状況－年齢階級、動作能力類型別 

(4) 過去 1か月の総通院日数 

－性・年齢階級、動作能力類型別、22年度調査との比較 

(5) かかりつけ医の有無－性・年齢階級、動作能力類型別   

５ 健康のために気をつけていること  

(1) 健康のために気をつけていること〔複数回答〕－性・年齢階級別   

６ 食事の状況   

(1) 食事の状況－性・年齢階級、配偶者の有無別   

 

 

第４章 介護保険制度 

１ 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無   
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ア 要介護認定（要支援認定を含む。）を申請していない理由〔複数回答〕 

－性・年齢階級、動作能力類型別  

２ 要支援・要介護度及び介護の状況 

(1) 要支援・要介護度－性・年齢階級、動作能力類型、世帯類型別 

(2) 介護の状況（対象者本人が介護を受けている状況）   

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

                   －性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型別 

ウ 介護をしている人〔複数回答〕－動作能力類型、要支援・要介護度別   

エ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－動作能力類型、要支援・要介護度別 

オ 介護をしている人の同居の有無  

カ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人の同居の有無   

３ 望む介護のあり方   

(1) 在宅で介護を受ける場合に望む介護のあり方〔複数回答〕  

ア 在宅で介護を受ける場合に望む介護のあり方〔複数回答〕 

－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型、介護の状況別 

   (2) 最も希望する介護－性・年齢階級、配偶者の有無、世帯類型、介護の状況別  

４ 日常生活支援サービス 

(1) 日常生活支援サービスの現在の利用状況  

ア 日常生活支援サービスの現在の利用状況〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

イ 日常生活支援サービスの現在の利用状況〔複数回答〕 

－動作能力類型、要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無別  

(2) 日常生活支援サービスの今後の利用意向   

ア 日常生活支援サービスの今後の利用意向〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

５ 介護予防   

(1) 介護予防の活動状況 

ア 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動 

 イ ア以外の活動 
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(2) 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動に参加し 

たきっかけ〔複数回答〕  

(3) 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動へ参加す

るために必要となる条件〔複数回答〕  

６ ロボット介護機器の利用意向 

(1) コミュニケーションロボットの利用意向－性・年齢階級、世帯類型別 

   (2) アシストスーツの利用意向－性・年齢階級、世帯類型別 

 

第５章 認知症と成年後見制度等 

１ 認知症 

(1)  認知症に関する理解度①－性・年齢階級別 

(2)  認知症に関する理解度②－性・年齢階級別 

(3)  認知症に関する対応①－性・年齢階級別 

(4)  認知症の学習会などへの参加意向とその内容〔複数回答〕  

２ 成年後見制度及び日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

(1) 成年後見制度 

ア 成年後見制度の認知度 

         －性・年齢階級、動作能力類型、成年後見制度の利用意向別 

イ 成年後見制度の利用意向－性・年齢階級、子供の有無別  

(2) 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

ア 日常生活自立支援事業の認知度 

－性・年齢階級、動作能力類型、日常生活自立支援事業の利用意向別 

イ 日常生活自立支援事業の利用意向－性・年齢階級、子供の有無別 

 

第６章 住まい 

1 住宅の状況   

(1) 住宅の種類 

ア 住宅の種類－地域、年齢階級、世帯構成（世代）別 

(2) 家賃  

(3) 居住開始時期 

ア 居住開始時期－年齢階級、世帯構成（世代）、住宅の種類別  

(4) 住まいの広さ－住宅の種類別  

(5) 住まいで気になっているところ〔複数回答〕  

ア 住まいで気になっているところ〔複数回答〕 

－年齢階級、動作能力類型、住宅の種類別  

２ 高齢者向け住宅の認知度  

(1) 高齢者向け住宅の認知度  

(2) サービス付き高齢者向け住宅の認知度－性・年齢階級、住宅の種類別  

 

(3) シルバーピアの認知度－性・年齢階級、住宅の種類別 

(4) ケアハウスの認知度－性・年齢階級、住宅の種類別 

(5) 東京シニア円滑入居賃貸住宅の認知度－性・年齢階級、住宅の種類別  

３ 高齢期の住まい  

(1) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

ア 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、世帯構成（世代）、配偶者の有無別 
イ 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち）－住宅の種類別 

(2)  希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

ア 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、世帯構成（世代）、配偶者の有無別 

イ 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき）－住宅の種類別  

(3) 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

ア 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

イ 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

－住宅の種類、本人の年収別 

４ 自宅以外(サービス付き高齢者向け住宅など)の住まいに支出できる費用 

(1) 自宅以外（サービス付き高齢者向け住宅など)の住まいに支出できる費用）  

－性・年齢階級、本人の年収別 

 

第７章 コミュニケーション 

１ 日中独居  

(1) 日中独居－性・年齢階級、配偶者の有無別 

２ 外出の頻度  

(1)  外出の頻度－性・年齢階級別 

(2) 外出の頻度－健康意識、動作能力類型、近所付き合いの程度別 

３ 交流の頻度 

(1)  交流の頻度（子供）－性・年齢階級、動作能力類型別  

ア 交流の頻度（子供）－世帯類型、子供との距離（同居・別居含む）別 

(2) 交流の頻度（親族）－性・年齢階級、世帯類型別 

(3) 交流の頻度（友人・知人）－性・年齢階級、世帯類型別 

ア 交流の頻度（友人・知人） 

－外出の頻度、近所付き合いの程度、地域とのつながり別 

４ 緊急時の連絡先  

(1) 緊急時の連絡先－性・年齢階級、世帯類型別 

(2) 緊急時の連絡先－子供の有無（同居・別居含む）別 

５ 近所付き合いの程度  

(1) 近所付き合いの程度－性・年齢階級、地域、世帯構成（世代）別 
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(2) 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動に参加し 

たきっかけ〔複数回答〕  

(3) 区市町村や保健所、地域の自主グループが実施している体操教室などの活動へ参加す

るために必要となる条件〔複数回答〕  

６ ロボット介護機器の利用意向 

(1) コミュニケーションロボットの利用意向－性・年齢階級、世帯類型別 

   (2) アシストスーツの利用意向－性・年齢階級、世帯類型別 

 

第５章 認知症と成年後見制度等 

１ 認知症 

(1)  認知症に関する理解度①－性・年齢階級別 

(2)  認知症に関する理解度②－性・年齢階級別 

(3)  認知症に関する対応①－性・年齢階級別 

(4)  認知症の学習会などへの参加意向とその内容〔複数回答〕  

２ 成年後見制度及び日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

(1) 成年後見制度 

ア 成年後見制度の認知度 

         －性・年齢階級、動作能力類型、成年後見制度の利用意向別 

イ 成年後見制度の利用意向－性・年齢階級、子供の有無別  

(2) 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

ア 日常生活自立支援事業の認知度 

－性・年齢階級、動作能力類型、日常生活自立支援事業の利用意向別 

イ 日常生活自立支援事業の利用意向－性・年齢階級、子供の有無別 

 

第６章 住まい 

1 住宅の状況   

(1) 住宅の種類 

ア 住宅の種類－地域、年齢階級、世帯構成（世代）別 

(2) 家賃  

(3) 居住開始時期 

ア 居住開始時期－年齢階級、世帯構成（世代）、住宅の種類別  

(4) 住まいの広さ－住宅の種類別  

(5) 住まいで気になっているところ〔複数回答〕  

ア 住まいで気になっているところ〔複数回答〕 

－年齢階級、動作能力類型、住宅の種類別  

２ 高齢者向け住宅の認知度  

(1) 高齢者向け住宅の認知度  

(2) サービス付き高齢者向け住宅の認知度－性・年齢階級、住宅の種類別  

 

(3) シルバーピアの認知度－性・年齢階級、住宅の種類別 

(4) ケアハウスの認知度－性・年齢階級、住宅の種類別 

(5) 東京シニア円滑入居賃貸住宅の認知度－性・年齢階級、住宅の種類別  

３ 高齢期の住まい  

(1) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

ア 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、世帯構成（世代）、配偶者の有無別 
イ 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち）－住宅の種類別 

(2)  希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

ア 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、世帯構成（世代）、配偶者の有無別 

イ 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき）－住宅の種類別  

(3) 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

ア 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯類型別 

イ 現在の住宅に住み続けたい理由（介護が必要になったとき）〔複数回答〕 

－住宅の種類、本人の年収別 

４ 自宅以外(サービス付き高齢者向け住宅など)の住まいに支出できる費用 

(1) 自宅以外（サービス付き高齢者向け住宅など)の住まいに支出できる費用）  

－性・年齢階級、本人の年収別 

 

第７章 コミュニケーション 

１ 日中独居  

(1) 日中独居－性・年齢階級、配偶者の有無別 

２ 外出の頻度  

(1)  外出の頻度－性・年齢階級別 

(2) 外出の頻度－健康意識、動作能力類型、近所付き合いの程度別 

３ 交流の頻度 

(1)  交流の頻度（子供）－性・年齢階級、動作能力類型別  

ア 交流の頻度（子供）－世帯類型、子供との距離（同居・別居含む）別 

(2) 交流の頻度（親族）－性・年齢階級、世帯類型別 

(3) 交流の頻度（友人・知人）－性・年齢階級、世帯類型別 

ア 交流の頻度（友人・知人） 

－外出の頻度、近所付き合いの程度、地域とのつながり別 

４ 緊急時の連絡先  

(1) 緊急時の連絡先－性・年齢階級、世帯類型別 

(2) 緊急時の連絡先－子供の有無（同居・別居含む）別 

５ 近所付き合いの程度  

(1) 近所付き合いの程度－性・年齢階級、地域、世帯構成（世代）別 
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(2) 近所付き合いの程度－外出の頻度、地域とのつながり別 

６ 地域とのつながり  

(1) 地域とのつながり－性・年齢階級、地域別 

(2) 地域とのつながり 

－最長職業、世帯類型、1年間に行った活動の状況〔複数回答〕別 

７ 心配や悩み事  

(1) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕 

ア 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕 

－性、世帯構成（世代）、住宅の種類別 

(2) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

ア 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕－性、世帯構成（世代）別 

８ 地域包括支援センターの認知度 

(1) 地域包括支援センターの認知度－性・年齢階級、世帯類型別 

(2)  地域包括支援センターの認知度 

－介護の状況、動作能力類型、要介護認定 （要支援認定を含む。）申請の有無別 

 

第８章 社会参加 

１ 1年間に行った活動の状況と今後の活動意向 

(1) 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕 

ア 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－性・年齢階級別 

イ 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－地域別  

ウ 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕 

－健康意識、外出の頻度、地域とのつながり別 

(2) 今後の活動意向〔複数回答〕 

ア 今後の活動意向〔複数回答〕－性・年齢階級別  

イ 今後の活動意向〔複数回答〕－地域別 

ウ 今後の活動意向〔複数回答〕－健康意識、外出の頻度、地域とのつながり別 

２ 活動を始めたきっかけ〔複数回答〕 

３ 活動に参加しやすくなる条件  

(1) 活動に参加しやすくなる条件〔複数回答〕－性・年齢階級、介護の状況別 

４ 高齢者のボランティア活動などに必要な行政の支援〔複数回答〕  

 

第９章 就業・経済 

１ 最長職業、最長職業の業種  

(1) 最長職業－性・年齢階級別 

２ 就業状況  

(1) 収入のある仕事の有無 

ア 収入のある仕事の有無－性・年齢階級、過去調査との比較 

 

イ 収入のある仕事の有無 

－健康意識、最長職業、理想の就業年齢 （何歳頃まで働ける社会が理想か） 別 

(2) 収入のある仕事の内容 

ア 収入のある仕事の内容－性・年齢階級、最長職業別 

(3) 仕事をしている理由〔複数回答〕 

ア 仕事をしている理由〔複数回答〕－性・年齢階級、健康意識、最長職業別 

(4) 非就業者の今後の就業意向と頻度－性・年齢階級、家計の状況別 

(5) 就業意向はあるが就業していない理由－性･年齢階級、最長職業別 

(6) 理想の就業年齢（何歳頃まで働ける社会が理想か） 

ア 理想の就業年齢（何歳頃まで働ける社会が理想か） 

－性･年齢階級、最長職業別 

３ 経済  

(1) 収入の種類〔複数回答〕・主な収入源  

ア 収入の種類〔複数回答〕－性・年齢階級、世帯構成（世代）、最長職業別 

イ 主な収入源－性・年齢階級別  

ウ 主な収入源－収入のある仕事の有無、収入のある仕事の内容、本人の年収別 

(2) 本人の年収 

ア 本人の年収－性・年齢階級別 

イ 本人の年収－収入のある仕事の有無、収入のある仕事の内容別 

(3) 家計の状況 

ア 家計の状況－性・年齢階級別 

イ 家計の状況－世帯類型、住宅の種類、収入のある仕事の有無別 

 

第 10章 東京都への要望等 

１ 高齢者に対する必要な施策や支援  

(1) 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

ア 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯構成(世代)別 

 

第 11章 ひとりぐらし高齢者（単身世帯）の生活実態 

１ ひとりぐらし高齢者の概況 

(1) ひとりぐらし高齢者の推移 

(2) 年齢階級－性別、全数との比較 

(3) 子供の有無・人数－全数との比較 

２ 家族 

(1) 別居している子供との距離－性・年齢階級別 

３ 健康  

(1) 健康意識－性・年齢階級別、全数との比較 
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(2) 近所付き合いの程度－外出の頻度、地域とのつながり別 

６ 地域とのつながり  

(1) 地域とのつながり－性・年齢階級、地域別 

(2) 地域とのつながり 

－最長職業、世帯類型、1年間に行った活動の状況〔複数回答〕別 

７ 心配や悩み事  

(1) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕 

ア 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕 

－性、世帯構成（世代）、住宅の種類別 

(2) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

ア 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕－性、世帯構成（世代）別 

８ 地域包括支援センターの認知度 

(1) 地域包括支援センターの認知度－性・年齢階級、世帯類型別 

(2)  地域包括支援センターの認知度 

－介護の状況、動作能力類型、要介護認定 （要支援認定を含む。）申請の有無別 

 

第８章 社会参加 

１ 1年間に行った活動の状況と今後の活動意向 

(1) 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕 

ア 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－性・年齢階級別 

イ 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－地域別  

ウ 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕 

－健康意識、外出の頻度、地域とのつながり別 

(2) 今後の活動意向〔複数回答〕 

ア 今後の活動意向〔複数回答〕－性・年齢階級別  

イ 今後の活動意向〔複数回答〕－地域別 

ウ 今後の活動意向〔複数回答〕－健康意識、外出の頻度、地域とのつながり別 

２ 活動を始めたきっかけ〔複数回答〕 

３ 活動に参加しやすくなる条件  

(1) 活動に参加しやすくなる条件〔複数回答〕－性・年齢階級、介護の状況別 

４ 高齢者のボランティア活動などに必要な行政の支援〔複数回答〕  

 

第９章 就業・経済 

１ 最長職業、最長職業の業種  

(1) 最長職業－性・年齢階級別 

２ 就業状況  

(1) 収入のある仕事の有無 

ア 収入のある仕事の有無－性・年齢階級、過去調査との比較 

 

イ 収入のある仕事の有無 

－健康意識、最長職業、理想の就業年齢 （何歳頃まで働ける社会が理想か） 別 

(2) 収入のある仕事の内容 

ア 収入のある仕事の内容－性・年齢階級、最長職業別 

(3) 仕事をしている理由〔複数回答〕 

ア 仕事をしている理由〔複数回答〕－性・年齢階級、健康意識、最長職業別 

(4) 非就業者の今後の就業意向と頻度－性・年齢階級、家計の状況別 

(5) 就業意向はあるが就業していない理由－性･年齢階級、最長職業別 

(6) 理想の就業年齢（何歳頃まで働ける社会が理想か） 

ア 理想の就業年齢（何歳頃まで働ける社会が理想か） 

－性･年齢階級、最長職業別 

３ 経済  

(1) 収入の種類〔複数回答〕・主な収入源  

ア 収入の種類〔複数回答〕－性・年齢階級、世帯構成（世代）、最長職業別 

イ 主な収入源－性・年齢階級別  

ウ 主な収入源－収入のある仕事の有無、収入のある仕事の内容、本人の年収別 

(2) 本人の年収 

ア 本人の年収－性・年齢階級別 

イ 本人の年収－収入のある仕事の有無、収入のある仕事の内容別 

(3) 家計の状況 

ア 家計の状況－性・年齢階級別 

イ 家計の状況－世帯類型、住宅の種類、収入のある仕事の有無別 

 

第 10章 東京都への要望等 

１ 高齢者に対する必要な施策や支援  

(1) 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

ア 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

－性・年齢階級、世帯構成(世代)別 

 

第 11章 ひとりぐらし高齢者（単身世帯）の生活実態 

１ ひとりぐらし高齢者の概況 

(1) ひとりぐらし高齢者の推移 

(2) 年齢階級－性別、全数との比較 

(3) 子供の有無・人数－全数との比較 

２ 家族 

(1) 別居している子供との距離－性・年齢階級別 

３ 健康  

(1) 健康意識－性・年齢階級別、全数との比較 
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(2) 日常生活動作（ADL）  

ア 日常生活動作(ADL) （聴力、視力、意思伝達、歩行、食事、着替え、入浴、排せつ） 

イ 日常生活動作(ADL)（家事一般、金銭の管理、薬の管理、電話の利用） 

(3) 動作能力類型－性・年齢階級別 

(4) 食事の状況－全数との比較 

４ 介護保険制度 

(1) 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無 

－全数、高齢者夫婦のみの世帯との比較 

(2) 要支援・要介護度－性・年齢階級、動作能力類型別 

(3) 介護の状況（ひとりぐらし高齢者が介護を受けている状況） 

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性別、全数との比較 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－性別、全数との比較 

５ 住まい 

(1) 住宅の種類－性・年齢階級別、全数との比較 

(2) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

(3) 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

  ６ コミュニケーション・社会参加 

(1) 外出の頻度 

(2) 近所付き合いの程度－性・年齢階級、動作能力類型別、全数との比較 

(3) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕－性・年齢階級、動作能力類型別 

(4) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

－全数との比較、性・年齢階級別 

(5) 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

(6) 今後の活動意向〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

７ 就業・経済  

(1) 収入のある仕事の有無－性・年齢階級別、全数、22年度調査との比較  

(2) 収入のある仕事の内容－性・年齢階級別、全数との比較 

(3) 本人の年収－性・年齢階級、収入のある仕事の有無別 

(4) 収入の種類〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

８ 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

 

第 12章  高齢者夫婦のみの世帯の生活実態 

１ 高齢者夫婦のみの世帯の概況 

(1) 高齢者夫婦のみの世帯の推移 

(2) 年齢階級－性別、全数との比較 

 

２ 家族 

(1) 別居している子供との距離－性・年齢階級別 

３ 健康 

(1) 健康意識 

４ 介護保険制度 

(1) 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無 

－全数、ひとりぐらし高齢者との比較 

(2) 要支援・要介護度 

－性・年齢階級、動作能力類型別、全数、ひとりぐらし高齢者との比較 

(3) 介護の状況（高齢者夫婦のみの世帯の人が介護を受けている状況） 

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性別、全数との比較 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－性別、全数との比較 

５ 住まい 

(1) 住宅の種類 

(2) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

(3) 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、住宅の種類別 

６ コミュニケーション 

(1) 外出の頻度 

－性・年齢階級、近所付き合いの程度別、22年度調査との比較 

(2) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

(3) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

－性・年齢階級別、全数との比較 

７ 就業・経済  

(1) 収入のある仕事の有無－性・年齢階級、本人の年収別、22年度調査との比較 

(2) 収入のある仕事の内容－全数との比較 

(3) 本人の年収－性・年齢階級、収入のある仕事の有無別 

８ 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

 

東京都の福祉保健行政への意見・要望等（自由意見） 

 

第 3 付属資料 

１ 調査票と単純集計結果 

２ 用語の説明 

３ 表記省略一覧表 

４ 東京都福祉保健（社会福祉）基礎調査の実施状況（過去10年間）  
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(2) 日常生活動作（ADL）  

ア 日常生活動作(ADL) （聴力、視力、意思伝達、歩行、食事、着替え、入浴、排せつ） 

イ 日常生活動作(ADL)（家事一般、金銭の管理、薬の管理、電話の利用） 

(3) 動作能力類型－性・年齢階級別 

(4) 食事の状況－全数との比較 

４ 介護保険制度 

(1) 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無 

－全数、高齢者夫婦のみの世帯との比較 

(2) 要支援・要介護度－性・年齢階級、動作能力類型別 

(3) 介護の状況（ひとりぐらし高齢者が介護を受けている状況） 

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性別、全数との比較 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－性別、全数との比較 

５ 住まい 

(1) 住宅の種類－性・年齢階級別、全数との比較 

(2) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

(3) 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

  ６ コミュニケーション・社会参加 

(1) 外出の頻度 

(2) 近所付き合いの程度－性・年齢階級、動作能力類型別、全数との比較 

(3) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕－性・年齢階級、動作能力類型別 

(4) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

－全数との比較、性・年齢階級別 

(5) 1年間に行った活動の状況〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

(6) 今後の活動意向〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

７ 就業・経済  

(1) 収入のある仕事の有無－性・年齢階級別、全数、22年度調査との比較  

(2) 収入のある仕事の内容－性・年齢階級別、全数との比較 

(3) 本人の年収－性・年齢階級、収入のある仕事の有無別 

(4) 収入の種類〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

８ 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

 

第 12章  高齢者夫婦のみの世帯の生活実態 

１ 高齢者夫婦のみの世帯の概況 

(1) 高齢者夫婦のみの世帯の推移 

(2) 年齢階級－性別、全数との比較 

 

２ 家族 

(1) 別居している子供との距離－性・年齢階級別 

３ 健康 

(1) 健康意識 

４ 介護保険制度 

(1) 要介護認定（要支援認定を含む。）申請の有無 

－全数、ひとりぐらし高齢者との比較 

(2) 要支援・要介護度 

－性・年齢階級、動作能力類型別、全数、ひとりぐらし高齢者との比較 

(3) 介護の状況（高齢者夫婦のみの世帯の人が介護を受けている状況） 

ア 介護をしている人〔複数回答〕－性別、全数との比較 

イ 介護をしている人のうち、最も介護している時間が長い人 

－性別、全数との比較 

５ 住まい 

(1) 住宅の種類 

(2) 希望する高齢期の住まい（介護が必要にならないうち） 

－性・年齢階級、住宅の種類別、全数との比較 

(3) 希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき） 

－性・年齢階級、住宅の種類別 

６ コミュニケーション 

(1) 外出の頻度 

－性・年齢階級、近所付き合いの程度別、22年度調査との比較 

(2) 心配ごとや悩みごとの内容〔複数回答〕－性・年齢階級別、全数との比較 

(3) 心配ごとや悩みごとの相談相手〔複数回答〕 

－性・年齢階級別、全数との比較 

７ 就業・経済  

(1) 収入のある仕事の有無－性・年齢階級、本人の年収別、22年度調査との比較 

(2) 収入のある仕事の内容－全数との比較 

(3) 本人の年収－性・年齢階級、収入のある仕事の有無別 

８ 高齢者に対する必要な施策や支援〔複数回答〕 

 

東京都の福祉保健行政への意見・要望等（自由意見） 

 

第 3 付属資料 

１ 調査票と単純集計結果 

２ 用語の説明 

３ 表記省略一覧表 

４ 東京都福祉保健（社会福祉）基礎調査の実施状況（過去10年間）  
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