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第６章 自由意見まとめ 

問42 千代田区の健康づくり事業について、ご意見・ご要望がありましたら、お聞かせください。 

■回答数内訳 

項目 男性 女性 合計 

１．生活習慣病と要介護状態の予防 ７件 14件 21件 

２．生活習慣の改善 19件 31件 50件 

３．社会環境の整備と健康・医療に関する安全安心の

確保 
８件 30件 38件 

４．その他 20件 18件 40件 

総数 54件 93件 １49件 

 

■回答詳細 

注）特定の個人名が含まれるものや誹謗中傷に属する回答については掲載していません。また、性別について無回答の人も上

記の回答数内訳の合計には含まれているため、男性と女性の件数の和と合計の件数が一致しないことがあります。 

１．生活習慣病と要介護状態の予防 21件 

■健康診断 （９件） 

○健康診断（千代田区の）を毎年実施できるようにしてほしい。（40歳代、女性） 

○区外のかかりつけ病院でも健診が受けられると無駄がなく助かります。（40歳代、女性） 

○専業主婦に対するより手厚い健康診断が可能ならよりよい。（50歳代、男性） 

○千代田区健診の項目としてCOLON-CTを導入していただきたい。（40歳代、男性） 

○区民健診を毎年、受診しており、感謝しています。（75歳以上、男性） 

○毎年（年齢に関わらず）受けられる健康診断があると良いかも。（30才、35才、などの区切り・制限なく）（30歳代、女性） 

○健康診断クーポンがもっと使い易くなると良い。紙クーポンの持参不要化→1年くらい期間があるのでその間ずっと保管して

おくのがむずかしい、場所をとる。各受診機関への予約窓口一本化、電子化→医療機関の電話受付時間は仕事中でなか

なか時間がとれず、クーポンの期限が切れる。せっかく電話できても案外先まで予約が埋まっていて希望どおりのスケジュ

ールを組みにくい。オンラインで予約状況がわかればとてもたすかる。（30歳代、女性） 

○毎年健康診断を受診できるのはありがたい（40歳代、男性） 

○千代田区の健康診断に脳ドックも入れて欲しいです。（40歳代、女性） 

■がん検診 （12件） 

○職場の健康診断で有料（1万円超）のがんの項目を安価（2～3千円程度）で実施していただけるとありがたいです。 

 （40歳代、男性） 

○がん検診は数年に一回案内があると思います。が、うっかりして受診し忘れてしまう事が有りました。こうした場合にもし、受

診していないと確認ができるなら、期限が過ぎても、再度受診できるようにして欲しい。また、自費で人間ドックを受けるので、

通常の健康診断は区のものは行きません。その分、いくらか金額を負担してもらえるような制度があると良いと思います。

（40歳代、女性） 

○若年性の乳がんが増えているので、若い人にも乳がん検診をした方が良いと思います。（40歳代、女性） 

○子宮がん、乳がん検診を毎年受診できるようにして欲しい（50歳代、女性） 

○乳がん検診や子宮がん検診を毎年受けられるようにして下さい（50歳代、女性） 
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○がん検診は毎年していただきたい。負担金を軽くしてほしい。（60～64歳、女性） 

○私は41才ですが区のがん検診の助成等の情報が届いていない。しっかり届くように情報発信して、任務を怠らないようにし

て下さい。（40歳代、男性） 

○がん検診の年と会社の人間ドックの年がかぶるので、ずらせると良いなと思います。結局クーポンは使いませんでした。（40

歳代、女性） 

○検診があり助かっている。（50歳代、女性） 

○家族が区の実施する各種の検診を受けています。今後とも、各種の検診の継続・拡充を要望します。（50歳代、男性） 

○年寄りは健康賢者になろうと頑張っている人が多いし、関心も高いが、30、40代、50代の若い者にこそ、区の検診PRが必

要だと思う。特にパートやフリーターの恵まれない若者に区の検診を無料同然で（800円）実施してやってほしい。検診する

組織も団体もない訳だから、面倒をみてやって下さい。（75歳以上、女性） 

○胃、大腸がん検診などはバリウムとかではなく胃カメラ等良く解る方法で受診できると良いと思います。負担金は受診した内

容によって支払が選択できれば九段坂病院の設備を利用したいと思っています。ご検討をお願いしたいと思います。（65～

69歳、女性） 

 

２．生活習慣の改善 50件 

■栄養・食生活 （２件） 

○専門家を招いて毎日の食生活を改善するセミナーを開いたり、料理教室、ヨガや体操などの教室を開催する。 

 （30歳代、女性） 

○低カロリー栄養満点の食事を提供するレストランをつくてほしい。私はひとりくらしのサラリーマンで、健康メューのあるレストラ

ンがあるとたすかります。三食ともすべて外食なので。（50歳代、男性） 

■身体活動・運動 （17件） 

○ジムを増やしてほしい（20歳代、女性） 

○区の施設(プール)に通ったりもしていましたが、早い時間に閉まってしまうので、夜にも通える場所があるとうれしいです。

（30歳代、女性） 

○サクラテラスかPLANOにプールをつくってほしいです。プールは25mがいいです。（30歳代、女性） 

○隣りの中央区の公園でよく見かけるが、足裏のツボを刺激する小石の石畳を区内の公園にも設置して欲しい。又、ぶら下る

器具や体をねじる回転盤の様な器具等、健康・運動器具を熱望します。（40歳代、男性） 

○江戸遊(温泉プール)や、学校のプール、運動施設で、もっと色々な参加しやすいコースを作ってほしい！！高齢者だけ優

遇したコースが中心なので、若者や社会人が参加できるものが無いので、困っています。(YWCAほどでなくても。選ベルス

ポーツコース希望)※家賃の高い千代田区では、働き盛りの20-40(-50代)独身は、貧困生活になりがちです。中小企業

者でも参加しやすい健康づくりの場を希望致します！（40歳代、女性） 

○スポーツ器具の利用が出来る所があれば知りたい。スポーツ器具を利用してみたい。運動不足で、時間も自由には使えな

いため。（40歳代、女性） 

○土日にできる健康づくりプログラムを増やしてほしい（40歳代、女性） 

○区のスポーツ施設の充実（50歳代、女性） 

○区民健診でカバーされていない項目があり、Dr.にすすめられて自費で血液検査しました。区民健診、もう少し細かく（隔年

でも良いので）してもらえると嬉しいです。また、ゴルフが好きで、区民大会にも参加していますが、打ちっ放しの練習場があ

るといいのに、といつも思っています。スポーツセンターには弓道場・相撲場が立派にありますが、人口的には、ゴルフを楽し
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む人の方が多いのではないでしょうか。都心の区なので、限りある場所ですが、是非、ゴルフ練習場作って下さい。（50歳代、

女性） 

○スポーツ大会が毎年行なわれているようですが、どのようにしたら参加できるのか知りたいです。（50歳代、女性） 

○アンケートばかりでなく、もっと強制的に体を動かすような機会があってもいいのでは。（50歳代、女性） 

○区民自主サークルで室内運動をしていますが、九段学習館のリクリエーションホールに、鏡をつけていただけると、ダンスや

体操などでの利用者が助かりますので、ご一考いただければ幸いです。（50歳代、女性） 

○子供のスイミング（習い事）の場をもっと多くして欲しい。児童館などでもっと子供のスポーツ的行事を増やしてもらえたらうれ

しいです。ありがとうございました。（30歳代、女性） 

○区のプールの利用料が400円と高く感じる。200円位であれば、もっと利用する回数が増えると思う。母が社交ダンスを習っ

ているが、近くにそういった施設があるといいと思う。現在千代田小学校を借りているようだが、中高年の要望は多く、楽しく

運動できるのでのびのびできるスペースを望む。（20歳代、女性） 

○時間を選ばない運動機会の確保。対子供の政策が少な過ぎる点も気になる。（40歳代、男性） 

○公園に高齢者向け体操器具など設置してあるが、働きざかりの健康管理に重点を置くべきと思う。（40歳代、男性） 

○スポーツセンターのメニューを充実してほしい。ウォーキングや、イベントを開催してほしい。（50歳代、女性） 

■喫煙 （26件） 

○路上喫煙禁止をもっと掲げてほしい。罰金、ボランティア参加など義務づけられるものならしてほしいです。本当に不快です。

（30歳代、女性） 

○喫煙所を増やしてほしい（40歳代、男性） 

○路上喫煙がとても多い！！飯田橋2の駐輪場よくサラリーマンタクシーの運転手が吸っています。（20歳代、女性） 

○公園の隣が喫煙所だったり、公園そのものを喫煙のスペースとしていたりといったことが区内で目立ち本当に嫌な思いをして

います。”健康な生活を営むことができるまち”には程遠い印象です。即時改善されることを切に願います。（30歳代、女性） 

○歩きタバコを規制してほしい外国人の歩きタバコをよく見かけます。（50歳代、女性） 

○秋葉原駅昭和通り口にあるキャバクラの客引きがたばこを吸いながら道に立っていて、通りたくてもたばこの煙が気になって、

毎回遠回りして他の道を使っています。路上喫煙禁止ということを店に伝えて下さい。宜しくお願い致します。 

 （20歳代、女性） 

○路上禁煙をもっと徹底してほしい。（50歳代、男性） 

○①公園での喫煙（分煙も）を禁止してほしい。子供たちが安心して遊べません。②最近、パトロールの人が路上喫煙を取り

締まっているのをとてもよいと思います。店先での喫煙も、屋外なので禁止してほしいです。（30歳代、女性） 

○公園に喫煙所を設置するのはすぐやめてほしい。外堀公園、東郷公園は本当に困っています。また、マンションの工事現

場の作業員の方々が、休憩中に歩きながら喫煙しているのが最近目立ちます。（千代田区の路上禁煙の周知を徹底して

下さい。）（30歳代、女性） 

○道やマンションの前（私有地）などでタバコを吸っている人が沢山います。歩きタバコは特に危ないので徹底して取り締まって

ほしいです。罰金を取って下さい。（40歳代、女性） 

○公園での喫煙場所を失くしてほしい。（40歳代、女性） 

○この様なアンケートは夫共々よく答えますが、何かの役に立っているのか？税金の無駄使いと考える。麹町3丁目のタバコ

店の前に立たれよ。10:30、16:30頃が特にヒドイ。店内で喫煙するよう指導されたい。（70～74歳、女性） 

○区内の公園が喫煙所のようになっている現状に困っている。子供を連れて遊びにいくので、改善してほしい。（40歳代、男

性） 
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○相変わらず喫煙禁止の路上で歩きタバコをしている人が多く、受動喫煙をしているので、厳しく取り締まって頂きたい。（40

歳代、男性） 

○千代田区は路上禁煙だが、大通り(人通りの多い路)以外では守られていない。近年マンションが建ち、新しく千代田区に住

む人も増えているので、今一度ルールを再認識できるような、区での活動をして頂ける事を望みます。飲食店も増え、靖国

神社や武道館などへの来訪者も増え、外国人の方々も多く見掛けるようになっています。確か千代田区は最初に路上禁

煙を実施した区だったと思いますが、ルールを守られない方が残念ながら多いです。（40歳代、男性） 

○公園での喫煙を全面的に禁止するか、行き止まりの場所、すなわち、通路が近くにない場所を指定して欲しい。（70～74

歳、男性） 

○①すべてのレストラン、飲食店で禁煙にして欲しい。②すべてのレストラン、飲食店の入口について、車椅子アクセス可能に

して下さい。バリアフリーの街にして欲しい。あまりにも段差が多い街です。③各店頭の入口の幅を車椅子が出入り出来る様

に市条例を改革して頂き候。（50歳代、男性） 

○路上喫煙が多いので何とかしてほしい。朝・夕平然と吸っています（50歳代、男性） 

○禁煙外来を紹介してくれたり、補助金を出してくれたりすれば、禁煙にとりくみやすいと思う（30歳代、男性） 

○千代田区の路上喫煙禁止条例はとてもよいことだと思っております。しかし、そのために喫煙場所がなくなり整備されていな

い無料の喫煙所に多数の喫煙者が来て路上にはみだし灰を捨てよごし煙をただよわせビルのテナントや店の窓やドアをあ

けられない状態です。小学生の子供もいるので心配です。喫煙者に分煙の理解や吸わない人への迷惑をかけないように

ルール・マナーを守るように指導していただきたいです。よろしくお願いします。（40歳代、男性） 

○路上喫煙禁止条例は良い取り組みだと思います。ですが、ご近所では私道や玄関先の通路などに立入って喫煙し、吸がら

を捨てていく人たちが後をたたず、子供さんのいる家では、路上喫煙の煙がしみついてしまうため日中、学校に着て行く服が

干せないなどの話を聞きました。ですので、子供の服が干せない、高齢者の家に煙が流れ込んで困っている、などの具体

例をあげて、マナーの啓発をし、喫煙する人たちにも納得してもらえる内容のポスターなどを作成していただけると良いかな、

と思います。（50歳代、男性） 

○飲食店等の分煙をもっと厳しくして欲しい。通学路にある私設の灰皿（喫煙スペース）を無くした方が良いと思います。煙は

もちろん、タバコの火が子供の目線と同じ位で危ないので。（40歳代、男性） 

○路上・公園・飲食店の禁煙を徹底してください。（40歳代、女性） 

○公園の遊具、ベンチでタバコを吸っている人が多い。本当に困ります。子どもの健康被害危惧。公園に喫煙所があるのも困

ります。禁煙にしてください。分煙質の設置や外に煙がもれない工夫をぜひお願いしたいです。普段タバコに接する機会は

少なくなっているのに公園や道路で曝露されることが多いのは非常に残念です。全国に向けたモデル事業をぜひ。（30歳

代、女性） 

○乳幼児、幼児の遊び場、公園が少ない。公園の中、又は隣に喫煙場があるのはいかがなものかと思います！子どもを安心

して遊ばせられません。子どもが煙を吸います！！（30歳代、女性） 

○事業主は、会社内に喫煙所を設けることを義務付けるべきだと思う。敷地内であっても外で吸うのは、大変迷惑です。（50

歳代、女性） 

■歯・口腔の健康 （５件） 

○歯科健診がある区は初めてだった。定期的に歯医者に行く機会になり良いと思う。症状がないとなかなか行かないので。

（30歳代、女性） 

○歯医者に関して、引退する先生に紹介されたところは遠い。近所には、やたらと多いが、どの先生がうまいのか分からない。

ミシュランのように、うまい先生に星をつけるようなことができないか？内科医院についても同様。（65～69歳、男性） 
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○区民歯科健診の継続。予防接種の補助（30歳代、男性） 

○区民歯科健診があるのを知らなかった。もっと啓発してはどうか。（20歳代、女性） 

○歯科健診を受けたいが、きっかけがわかりにくい。→受けたことがありません。又会社でも実施していないので受けたい。（50

歳代、男性） 

 

３．社会環境の整備と健康・医療に関する安全安心の確保 38件 

■健康づくり （11件） 

○近くの出張所などで、年代別、性別（ex．50代の女性など）の健康の為の講座やYOGAなどやってもらいたい。同性でも、

20～30代と、40～50代はちがうし、求める物は同じでもやはり全く異なるスタンスである場合が多いので是非、年代別の健

康づくりのカルチャー等お願いしたいと思う。（50歳代、女性） 

○健康づくりの行事もいろいろ有り参加して来ました。腰を痛めて運動が少しずつしか出来なくなってしまいましたが、一人で外

出は（近所）出来ます。週1回位のおしゃべり会を町会で出来れば、活す会、が出来楽しいと思います。心のケアになります

が。（75歳以上、女性） 

○前に保健所で足の悩みで講習（？）と云うか相談をする事が出来てとても役に立ちました。お友達も次回あったら行きたい

ので…と云われました。健康づくりと云う事であれば高齢者の立場として、もっと病気になってからではなくなる前の予防的

企画があれば良いなと思います。（60～64歳、女性） 

○各支所等で健康相談会の開催等はどうでしょうか。スポーツが出来る場所（公的な場所）と、どのような運動が出来るかの

案内があれば良いでしょう（60～64歳、女性） 

○他の区のことは知りませんが、千代田区は、健康づくりにとても注力して下さっていると思います。提携医療機関も多くて助

かります。（60～64歳、女性） 

○乳幼児の母親は自分の健康が後回しになるので手当てがあったり、クーポンがもらえるとうれしい。（30歳代、女性） 

○健康づくり事業の具体的な内容を知らない（60～64歳、男性） 

○このアンケートで健康づくり事業を知りました。健康診断も申し込み手続きしなくてはと思いました。歯の健康、がん予防は勉

強になりました。（50歳代、女性） 

○是非参加したいので、HP等こまめに確認しようと思います。（40歳代、女性） 

○参加出来るものを可視化して頂けたらうれしいです。website、メルマガの周知など。（30歳代、女性） 

○どのような活動をしているのか、あまりわかりません。もっと大々的に表してほしいです。（30歳代、女性） 

■社会環境の整備 （12件） 

○エクササイズにもなるちよくるがせっかくあるので、例えば町会ごとにちよくる利用の説明会をするなど、使いやすくするとっか

かりを作るのはいかがでしょうか？→最初の1回目の利用がハードル高いと思いますので。（登録など）（40歳代、女性） 

○このアンケートに答えるまで気付きませんでしたが、ご近所の方とのふれあいがほとんどないと思います。5年前に都外から

こしてきて、マンションに住んでいて、仕事が忙しいから仕方ないとは思うのですが…（30歳代、女性） 

○高齢者が子供と交わり心の健康を相互に保つ制度を作ってもらいたい。（50歳代、男性） 

○・地域とかかわりを増やしたいなと思いつつも、どうやったらよいか分からない。・運動しなければと思いつつ、なんだかジョギ

ングとかはずかしい。（30歳代、男性） 

○麹町地区には地域の人達と交流したり休日などにくつろいだりする施設があまりないのでその様な施設が欲しい。 

 （60～64歳、女性） 

○主人の病院の入・退院のくりかえしであまり周りのおつきあいがありません。何かすることで笑顔が出来るのなら時間を作って
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出掛けたいです。（70～74歳、女性） 

○公園では、老人が「危ない！」といって、子どもの遊びをとめる。運動は習慣なので、健康づくりには、幼少期からのとりくみが

必要だと思うし、権利意識が強い老人になんとか公園の使い方を教えてほしい。又、東郷公園は居るだけで気分が悪くなる

ほど、喫煙者がくる。受動喫煙をしに公園に行くみたいになっているので、煙を吸いとる車など、設置してほしい。（40歳代、

女性） 

○地域住民を巻き込んで楽しい行事を計画して下さい！（75歳以上、男性） 

○人口が少ないので、自治会に入っているが、必ずしも交わりが理想的とは思われない。（70～74歳、男性） 

○とても良くやってくださっている。私も参加しているラジオ体操、他朝毎やりたい。自宅でやっているが地域でやりたい。（75歳

以上、女性） 

○働く独身女性が参加しやすいコミュニティーが欲しい。多くが平日の昼間に開催されているような…？地域の子供、年配の

方はとても大事です。でももう少し私たちにも還元を…。（40歳代、女性） 

○地域のネットワークは、非常時にそなえて重要なばかりでなく心身共の健康づくりに多いに役に立つと考えます。（70～74歳、

女性） 

■安心して医療が受けられる仕組みの推進 （15件） 

○区役所等に、気軽に相談できる場所があればよいと思う。保健師さんや医療に詳しい方とお話ができる様なカフェのような

場所（専門医等も紹介していただけるとありがたいです）※健診結果が悪くても、どうすればよいか判らない方が多いと思う

ので、治療をはじめるキッカケ作りが必要と感じます。（50歳代、女性） 

○年を重ねる事により健康、生活への不安がまします。現在61才ですがアルバイトで週5日朝7:00～15:00までコンビニエン

スの仕事をしています。できれば70才まで健康でしたら仕事を続けていきたいと思っております。ただもし病気になってしま

ったらサポートしていただけるのでしょうか？（60～64歳、女性） 

○高齢者が増えていく中、ケアできる施設が足りているのか…それにともない、がん検診等、千代田区内だけでなくかかりつけ

が違う区である場合、その区ではいけないのか…（65～69歳、女性） 

○「かかりつけ医」と簡単に言うが、その町医者が本当に信頼できる医者であるか、非常に疑問を感じる。区民健診の対象医

院である歯科に通院していたが、歯の状態が悪くなる度に「知覚過敏」と言われ、薬でだましだましの治療をされていた。思

い切って大学病院に行ったら、ひどい状態になっており、現在歯周病の治療をうけている。歯が4本なくなってしまった。安

易な「かかりつけ医」推奨制度に危険を感じる。（50歳代、女性） 

○土日でも気軽に受診できる病院を増やして欲しい。（30歳代、男性） 

○千代田区で夜間診療や救急診療が受けられない。＃7119（相談センター）で医科歯科大を案内されたのに受付の電話で

30分またされた挙げ句「うちでは無理です」ということが3回もあった。（いずれも手術が必要な病状）区内の病院にとにかく

かかりにくく他区まで行く必要があって不便。（30歳代、男性） 

○住んでいる近くに整形外科やリハビリ施設がないので出来たら通いたいです（70～74歳、女性） 

○区内の婦人科や産科の情報を充実させてほしい。土日でも医療サービスを受けられる施設が増えるよう働きかけてほしい。

（一般企業の就業時間、残業を考えると企業内診療所で対応していない婦人科など受診しづらいので）（20歳代、女性） 

○人間ドックを毎年無料もしくはそれに準ずる金額で受けられるようになりたい。会社の補助のみでは人間ドックは高価で毎年

行こうと思えません。人間ドック位しか自らの健康状況を全体的に把握できる機会がないので、それがあると有難いです。

（30歳代、女性） 

○認知症に関するいろいろな情報を広めて欲しいです。誰もがかかわる問題であると痛感しています。（75歳以上、女性） 

○現在、高齢者福祉センター「かがやきプラザ」を利用していますが、たいへん役立っています。ありがとうございます。 



110 

 

 （70～74歳、男性） 

○マンション住まいだと地域の地元の情報がつかみづらく、かかりつけの医者とか欲しいのですが新参者には難しいです。“ここ

らへんのマンションに住んでいる人は、ここらへんにかかりつけ医になってくれる人がいますよ～”的な案内を出してくれると

助かります。（40歳代、女性） 

○歯医者の情報をもっと詳しく発信してほしい（得意な分野など）（40歳代、女性） 

○かかりつけ医を持ちたいが、近隣に大学病院が多く、そちらに行ってしまう事が多い。かかりつけ医（開業医）の紹介や、どの

ような医院かを掲載してもらえると助かります。（40歳代、女性） 

○土曜日に診察してくれる医者が少ない。整形外科、耳鼻科が少ない（歯医者ばかり）（50歳代、女性） 

 

４．その他 40件 

○とても良いアンケートだと思います。上記のいろんな質問に回答させて頂きますと、自分自身の生活をちゃんと見直さなけ

ればならないと感じます。外国人でも、参加しやすい健康づくりのための活動を行う機会があればぜひ、ご紹介下さいませ。

ありがとうございます。（40歳代、女性） 

○何事に於いても日本國トップクラスの千代田区！勿論健康も日本一であってほしいです。九段のかがやきプラザの1Fの地

域×九段病院の取組はかなりNiceと思います！！歯の無料健診もNiceです。漢方薬局作ってほしい。キレイな新しいステキ

なやつ。東洋医診療所も作ってほしいです。（30歳代、女性） 

○ボランティア活動等、機会があれば参加したい（60～64歳、男性） 

○以前は運動や町会行事ほとんどに出かけていましたが介護をする(主人を)のに全部とられてしまい 外出も不自由。まして

や運動や遊び等出られる状態にまったくないこのようなアンケートを送られても返事に困る質問が多くみられる。 （75歳以

上、女性） 

○頑張って下さい！！（50歳代、男性） 

○スーパーを増やして欲しい（40歳代、男性） 

○区民を交えて計画作成や活動の実施をしていただくとより良いと思います。（すでにされているのかもしれませんが…） 

 （30歳代、男性） 

○本のイベントを増やして欲しい（40歳代、男性） 

○文化事業を増やしてほしい、音楽コンサート等。（30歳代、女性） 

○良くやっているので意見要望は今のところない。（60～64歳、男性） 

○まだ引越してきて1ヶ月余であるため、知る機会があまりありません。何かきっかけがあればよいと思います。（50歳代、女

性） 

○あまり身近に感じられない（50歳代、男性） 

○自転車専用レーンを作って下さい。（不明） 

○皇居の周りの道路ででこぼこしている所を平たくしてほしい（30歳代、女性） 

○そもそもどんな活動をしているのか知らない（40歳代、女性） 

○大切な税金です。使い道をよく考え、ムダな出費はやめて下さい。（60～64歳、女性） 

○東京マラソンの優先権を是非。区で1000名くらいは。（40歳代、男性） 

○前向きな取り組みに好感が持てる。（40歳代、男性） 

○何でも遣りすぎで町会役員さんは仕事が多すぎる。余分なこと、余計な事はあまりしないでほしい。（75歳以上、男性） 

○千代田区には、医療機関がそろっているが栄養療法というものを取り入れている所もある。（ほとんどが自費になりますが）
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世の中にはサプリがあふれていて、皆、バラバラにのんでいるが、血液検査をした上でとれるようになると良いなあと思う。

（栄養療法のクリニックの様に）未病という所から見ても、大切に思います。保険がきくようになるとよいです。（40歳代、女

性） 

○ピロリ菌検査を導入して、胃がんをなくして下さい。（50歳代、男性） 

○文京区から千代田区に移り一年余でまだ知らないことがおおいのでこれから学んでいきたいと思います。（65～69歳、女

性） 

○できるだけ地域とかかわらず個人の自由にすごせるようにしてほしい。お金は負担してもよいが人に会いたくはない。 

 （20歳代、女性） 

○千代田区に越して来て4.5か月。当区での体験を積んだ後にお願いします。（75歳以上、男性） 

○不要な事業だ。と、思います。（65～69歳、男性） 

○同封のペンは不必要。ゴミになります。（40歳代、女性） 

○アンケートを実施したからにはそれを反映させたアクションを起こして欲しいです。（不明） 

○千代田区に引越してきて間もないですが、個別に対応頂き（柔軟に）とても助かっています！世田谷区よりいいかも！（30

歳代、女性） 

○病院マップがあると良い（30歳代、女性） 

○このアンケートの設問は限定的で答えにくいものが多い。自由解答の欄が必要。（50歳代、男性） 

○自分はいろいろ病気持ちのため、病院等の支払いが多く、早く健康体になりたいと思っております。（30歳代、男性） 

○三井記念病院を受診しやすくして欲しい。子どもの予防接種強制しないでほしい。（30歳代、男性） 

○骨密度検査の時に高齢者に年齢相応と云い、心配ないというのは止めて欲しい。骨密度は運動、栄養で改善できるので、

成人に対して何％であるから…という風にアドバイスして欲しい。（70～74歳、女性） 

○どのような施策をしているのか知らない。もし知った上で関心あるものであれば利用したいと思う。（30歳代、男性） 

○千代田区に居住して12～13年ですが、素晴らしい区政だと思います。今の所、不満は全くありません。（60～64歳、男性） 

○今までのような、又は今まで以上に区民に優しいサービスがあるようにお願いいたします。（50歳代、女性） 

○広報誌にしっかり出ていて、わかりやすい（40歳代、男性） 

○全ての広報において「認知度」の低すぎること（65～69歳、女性） 

○区は色々行事を行っていると思うがPR力がなさすぎる。（65～69歳、男性） 

○説明会みたいなものがあればいいと思います。（あったらすみません）（50歳代、女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


