
大阪府民の生活実態調査

自治体名　（ 　）市・町・村　 ( )区

問１ 回答者の性別を選んでください。

1. 男性 2. 女性

問２ あなたの年齢を教えてください。

歳

問３（１）あなたは結婚していますか。当てはまるものに○をつけてください。

1. 未婚 2. 既婚 3. 死別 4. 離別

問３（２）あなたの同居しているご家族の世帯形態は以下のうちどれにあたります

か。あなた自身も含めた人数で、当てはまるものに○をつけてください。

1. ひとりぐらし

2. 夫婦二人のみ

3. 三世代世帯

4. 親 1人　＋　未婚子

5. 夫婦　＋　未婚子

6. それ以外

問４ 現在、生計中心者が加入している公的医療保険についてお伺いします。あてはま

るものに○をつけてください。

1. 国民健康保険

2. 協会健康保険

3. 組合健康保険

4. 後期高齢者医療制度

5. 共済組合

6. 国保組合

7. その他

8. 加入していない

問５（１）現在、通院中あるいは治療中の病気・症状について当てはまるものすべて

に○をつけてください。

1. 血圧が高い

2. 血圧が低い

3. 高コレステロール

4. 血糖値が高い

5. 心臓の疾患

6. 肝臓の疾患

7. 肺の疾患

8. 胃の疾患

9. 腸の疾患

10. 胃腸以外の消化器

の病気

11. 脳こうそく

12. 歯痛

13. 慢性の頭痛

14. 腰痛

15. 神経痛

16. リウマチ

17. 目の病気

18. 耳・鼻の病気

19. 皮膚の疾患

20. 冷え性

21. そ の 他

（ ）

22. なし
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問６（１）治療や診察が必要だと感じながら、病院へ行くことを（先延ばし または

治療を中断・その両方）にしたことがありますか。

1. ある 2. ない（問７へ進んだください）

問６（２）「１．ある」とお答えになった方のみにお伺いします。それは具体的にど

のような症状・病気についてですか。以下の欄にご記入をお願いします。

（ ）

問６（３）「１．ある」とお答えになった方のみにお伺いします。それはなぜですか。

以下の欄にご記入をお願いします。

（ ）

問７ 現在、未治療状態の病気やケガはありますか。当てはまるものに○をつけてくだ

さい。

1. ある 2. ない

問８ 最近１年間のうち治療や診察にお金がかかるため、次のような工夫をされたこと

がありますか。当てはまるものすべてに〇をつけてください。

1. 病院に行く回数を減らしたことがある

2. 特に重い症状のときのみに限って病院に行くようにしたことがある

3. できるだけ病院には行かずに薬局で買う薬で済ませたことがある

4. 処方された薬の服薬回数を減らしたことがある

5. 薬代などがかかる病院にはできるだけ行かないようにしたことがある

6. その他（ ）

7. ない

問９ あなたは現在、介護保険制度に基づくサービスを利用していますか。当てはまる

ものに○をつけてください。

1. 利用している

2. 利用していない（問１１（１）へ進んでください）

問１０ １割（または２割）の 介護保険サービスの利用料についてどのように感じます

か。当てはまるものに○をつけてください。

1. かなり負担に感じる

2. ある程度負担に感

じる

3. どちらともいえない

4. あまり負担に感じ

ない

5. 全く負担に感じない

問１１（１）現在、生活のしづらさ（苦しさ）を感じていますか。当てはまるものに

○をつけてください。

1. 感じている （問１１（２）へお進みください）

2. 感じていない　（問１２へお進みください）
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問１１（２）それはどのような原因ですか。当てはまるすべての原因の番号に○をつ

けてください。

1. 家族との人間関係

2. 家族以外との人間

関係

3. 生きがいに関する

こと

4. 自由にできる時間

がない

5. 将来・老後の収入

6. 自分の老後の介護

7. 自分の健康・病気

8. 同居家族の健康・

病気

9. 別居家族の健康

病気

10. 同居家族の介護

11. 別居家族の介護

12. 恋愛

13. 結婚

14. 離婚

15. 妊娠・出産

16. 育児

17. 子どもの教育

18. 子どもの仕事に関

すること

19. 家事

20. 自分または配偶

者の就業に関する

こと

21. 自分の学業・受験・

進学

22. いじめ

23. 収入・家計・借金

24. 住まいや生活環境

25. その他

問１１（３）悩みやストレスを、どのように相談していますか。当てはまるすべての

番号に○をつけてください。

1. 家族に相談している

2. 友人、知人に相談している

3. 職場の上司、学校の先生に相談

している

4. 公的な機関（保健所、福祉事務

所、精神保健福祉センター等）

の相談窓口を利用している

5. 民間の相談機関（悩み相談所

等）の相談窓口を利用している

6. 病院、診療所の医師に相談して

いる

7. テレビ、ラジオ、新聞などの相

談コーナーを利用している

8. 1～7 以外で相談している（職

場の相談窓口等）

9. 相談したいが誰にも相談でき

ないでいる

10. 相談したいがどこに相談した

らよいかわからない

11. 相談する必要はないので誰に

も相談していない

問１２ 今年のお正月（元旦から３日まで）はどなたと過ごされましたか。当てはまる

ものにすべてに○をつけてください。

1. 子ども（子どもの配偶者、孫など

含む）

2. 配偶者

3. 親

4. 兄弟・姉妹

5. 親戚

6. 近所の人

7. 友人知人

8. ひとりで過ごした

9. その他（ ）
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問１３（１）あなたは現在、お仕事をされていますか。

1. 仕事をしている 2. 仕事をしていない（問１４へ）

問１３（２）「１．仕事をしている」とお答えになったかたのみにお伺いします。ど

のようなお仕事をされていますか、当てはまるものに○をつけてくだ

さい。

1. 自営業（問１４へ）

2. 会社勤めをしている

3. その他（ ）

問１３（３）「２．会社勤めをしている」とお答えになったかたのみにお伺いします。

あなたの雇用形態は以下のどれですか、当てはまるものに○をつけてく

ださい。

1. 正社員（常勤雇用）

2. アルバイト・パート

3. 派遣

4. その他（ ）

問１４（１）あなたはこれまで、転職されたことがありますか。

1. 転職したことがある　（問１４（２）へ）

2. 転職したことはない　（問１５へ）

問１４（２）「１．転職したことがある」とお答えになったかたのみにお伺いします。

何回、転職を経験されましたか。以下の欄にご記入ください。

回　（問１４（３）へ）

問１４（３）「１．転職したことがある」とお答えになったかたのみにお伺いします。

最も長く続いた職種と雇用形態（正規職 or非正規職）を以下の欄にご

記入ください。（例：一般事務、非正規）

問１５ 世帯の主な収入として、当てはまるものすべてに○をつけてください。

1. 年金収入

2. 就労収入

3. 事業による収入（自営業）

4. 地代・家賃などの財産収入

5. 仕送り

6. 配当金・株の売買益等の収入

7. 生活保護

8. その他（ ）
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問１６ 世帯全体の２０１８年の年間総収入をお答えください（大体でかまいません）

1. ０～５０万円未満

2. ５０～１００万円未満

3. １００～１５０万円未満

4. １５０～２００万円未満

5. ２００～２５０万円未満

6. ２５０～３００万円未満

7. ３００～３５０万円未満

8. ３５０～４００万円未満

9. ４００～７００万円未満

10. ７００～１０００万円未満

11. １０００万円以上

問１７ 世帯の課税状況について、当てはまるものに○をつけてください。例えば、所

得税が課税されている場合は１、住民税が非課税の場合は２に〇をつけてくだ

さい。

課税状況 課税 非課税

所得税 １ ２

住民税 １ ２

問１８ 世帯の支出のうち、最も負担に感じる費目について、当てはまるもの１つだけ

に○をつけてください。

1. 消費税

2. ガス電気水道代

3. 医療費

4. 社会保険料

5. そ の 他

（ ）

問１９ 普段の生活のなかで、支出を切りつめているものがありますか。当てはまるも

のすべてに○をつけてください。

1. 食料費

2. 光熱・水道費

3. 住居費

4. 被服及び履物費

5. 教養娯楽費

6. 家具・家事用品費

7. 保健医療費

8. 交通通信費

9. 教育費

10. ない

11. そ の 他

（ ）

問２０ あなたが最後に行かれた（または現在いかれている）学校は次のどれにあたり

ますか。（中退も卒業と同じ扱いでお答えください）

1. 旧制尋常小学校

2. 旧制高等小学校

3. 旧制中学校・高等女学校

4. 実業学校

5. 師範学校

6. 旧制高校・専門学校・高等師範学校

7. 旧制大学

8. 中学校

9. 高等学校

10. 高卒後に入った専門学校

11. 短期大学・高専

12. 大学

13. 大学院

5



困りごとがありましたら、何でもかまいません、ご自由にお書きください� �

� �
質問は以上です。長時間ご協力くださり、ありがとうございました。
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