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看護師のみなさまへのアンケート調査 

アンケート調査の趣旨 

鎌倉ライブデンストレーション・コメコメクラブでは、3年前より Battle Talkと題し

カテーテル検査室を取り巻く諸問題について討論してまいりました。今年は『ソロ

社会日本におけるコメコメの人生設計』と題して、女性が多いコメディカルにおけ

る仕事観・人生観・ライフプランについて討論したいと思います。 

２０１５年の国勢調査によると、生涯未婚率（５０歳まで一度も結婚したことがない

人の割合）は男性が約２３％、女性は約１４％でした。これが３５年にはそれぞれ約２

９％、約１９％に伸びると予測されています（１５年度版厚生労働白書）。さらに国立

社会保障・人口問題研究所が１２年に公表した「配偶関係別人口推計」では、３５年

には１５歳以上の全人口の半数近い約４８００万人が独身者となり、６５歳以上の高

齢者人口（約３７４０万人）を上回ると報告されています。日本は高齢化社会と言わ

れていますが、実はこのようないわゆるソロ社会問題も同時に進行しており、日

本の社会はこのふたつの問題に向き合っていかなければならないわけです。 

私達の職場は毎年多数の新人（その多くは独身者）を迎えているのですが、この

ように進行するソロ社会に現実にどのように向きあっていくのか今回のバトルトー

クで討論したいと思います。今回はコメディカルの中でも特に看護師をとりあげた

いと思います。その理由はすでに現在、看護師の未婚率が他の職種の女子とくら

べて顕著に高い現実があるからです。リクルートの調査（２０１１年１１月）によると看

護師の未婚率は、ほぼすべての年齢層に渡って一般職の女性と比較して１０％以
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上高いことが報告されています。特に女性の平均結婚年齢に近い３０−３４歳では

一般職の女性の未婚率が３３．４％であるのに対して、看護師のそれは５０．４％であ

りました。このような看護師の高い未婚率を説明する要因もいくつかあると言わ

れていますが、これまで詳しく討論されたことはありません。 

今回のバトルトークでは個人の価値観の多様化した状況の中、ソロ社会問題と無

縁ではないカテーテル検査室（病院）の現状・今後の展望を皆様と共に考えてい

きたいと思います。この企画がすべてのコメディカルの皆様にとって、ライフスタ

イルを改めて見つめなおすきっかけとなれば望外の喜びです。 

 

～本調査にご協力いただける方は、以下の項目にご回答ください～ 

 

1. 現在、どのくらい幸せだと感じますか？ 

a) とても幸せ 

b) 幸せ 

c) 普通 

d) 不幸 

e) とても不幸 

 

2. あなたがもっとも幸せだと思うときはどんなときですか？ 

a) 美味しいものを食べるとき 

b) 仕事が上手くいったとき 

c) 好きなだけ眠れるとき 

d) 好きなだけ買い物をするとき 

e) 好きな人と過ごすとき 

f) 友達と遊ぶとき 

g) その他 

（                ）                     

 

3. あなた自身が理想とする生き方で、最も近いと思われるものをひとつお選びください。 

a) 結婚し子供を持つが、仕事も一生続ける 

b) 結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ 

c) 結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない 

d) 結婚するが子供は持たず、仕事を一生続ける 

e) 結婚せず、仕事を一生続ける 

f) どれにも当てはまらない 
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4. 仕事へのモチベーションに影響しているものはなんですか？あてはまるものをお選びください。 

（3 つまで選択可） 

a) 仕事・役割を任されること 

b) 出世・昇給すること 

c) 好きな仕事ができること 

d) 自分のスキル・能力が活かされていること 

e) 自分の能力向上の機会となっていること 

f) 患者から感謝されること 

g) 職場の人間関係が良好であること 

h) プライベート・休日が充実すること 

i) 給料がもらえること                     

 

5. 現在の勤務先で満足している条件として、あてはまるものを全てお選びください。 

a) 勤務形態が希望通りである 

b) 通勤の利便性が良い 

c) 医者との関係が良い 

d) 同僚との人間関係が良い 

e) 時間外労働（残業）が少ない（ない） 

f) 配属部署が希望通りである 

g) 看護技術の向上が望める 

h) 仕事に見合った給与額である 

i) 年次有給休暇が取得しやすい 

j) 教育・研修が充実している 

k) 福利厚生が充実している 

l) 妊娠・出産・育児支援が充実している 

 

6. 勤務先に長く勤めるために必要な条件として、あてはまるものをお選びください。（3 つまで選択可） 

a) 勤務形態が希望通りである 

b) 通勤の利便性が良い 

c) 医者との関係が良い 

d) 同僚との人間関係が良い 

e) 時間外労働（残業）が少ない（ない） 

f) 配属部署が希望通りである 

g) 看護技術の向上が望める 

h) 仕事に見合った給与額である 

i) 年次有給休暇が取得しやすい 

j) 教育・研修が充実している 

k) 福利厚生が充実している 

l) 妊娠・出産・育児支援が充実している

 

7. 一つの職場で長く勤めるために、どのような支援を病院に希望しますか？（複数回答可） 

選択肢以外に希望の支援があれば、「その他」にご自由にお書きください。 

a) 有給休暇の取得促進 

b) 希望休日の曜日指定 

c) 短時間正職員制度 

d) 勤務形態の充実（夜勤免除・2交代・3 交代） 

e) 院内託児所の設置 

f) 外部託児所の利用料補助 

g) 専門資格の取得支援 

h) 研修費用の一部免除 

i) 職員慰安旅行 

j) その他（                                 ）
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8. 結婚することの利点として、どのようなものがあると考えますか？（2 つまで選択可） 

a) 子どもや家族をもてる 

b) 精神的安らぎの場が得られる 

c) 親や周囲の期待に応えられる 

d) 愛情を感じている人と暮らせる 

e) 社会的信用や対等な関係が得られる 

f) 親から独立できる 

g) 経済的余裕がもてる 

h) 生活上便利になる 

i) 性的な充足が得られる 

     

9. 独身であることの利点として、どのようなものがあると考えますか？（2 つまで選択可） 

a) 行動や生き方が自由 

b) 金銭的に裕福 

c) 家族扶養の責任がなく気楽 

d) 広い友人関係を保ちやすい 

e) 異性との交際が自由 

f) 住環境の選択幅が広い 

g) 現在の家族との関係が保てる 

h) 職業をもち社会との関係が保たれる 

 

10. あなたは結婚されていますか？ 

a) 既婚         ―――――――→（12）へ 

b) 未婚 

c) 離婚  

 

11. あなたが現在結婚していない理由を教えてください。当てはまるものを全てお選びください。 

a) 適当な相手にめぐり合わないから 

b) 自由や気楽さを失いたくないから 

c) 結婚後の生活資金が足りないと思うか

ら 

d) 雇用が安定していないから 

e) 結婚の必要性を感じないから 

f) 結婚資金が足りないから 

g) 趣味や娯楽を楽しみたいから 

h) 異性とうまくつきあえないから 

i) まだ若すぎるから 

j) 仕事が忙しすぎるから 

k) 仕事を優先したいから 

l) 住宅のめどが立たないから 

m) 親や周囲が同意しないから 

n) 結婚するつもりはないから 

o) その他 

（具体的に            ）                             
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12. 交際をスタートする（した）際に、結婚を意識しますか（していましたか）？ 

a) 交際する際に結婚のことは全く意識していない 

b) 交際する際には将来結婚することも考える 

c) 結婚したいと思える相手としか交際しない 

 

13. 自分としては結婚するつもりがない交際中の男性からプロポーズされた場合にどうしますか（どう

していましたか）？ 

a) 結婚の意思があるふりをしながら交際を継続する 

b) 将来的には気が変わる可能性もあるため、結婚の意思を明確に示さずに交際を継続する 

c) 結婚しないことを前提に交際を継続したい旨を伝える 

d) すぐに別れる 

 

14. 理想・条件と結婚に対する気持ちにあてはまる（あてはまった）ものをお選びください。 

a) 理想・条件を特に意識することなく結婚すると思う 

b) 理想・条件を下げてもとにかく結婚したい 

c) 理想・条件を下げるくらいなら結婚したくない 

d) 絶対結婚したくない（独身主義）           ――――→（19）へ 

e) 結婚したい気持ちはあったが、今ではあきらめている   

 

15. 結婚相手に希望する最低年収額はいくらですか（でしたか）？ 

a) 300万円未満 

b) 300万円以上 400万円未満 

c) 400万円以上 500万円未満 

d) 500万円以上 600万円未満 

e) 600万円以上 800万円未満 

f) 800万円以上 

g) 収入は問わない 

 

16. 結婚相手の収入が希望する水準以下の場合に共働きをするつもりがありますか（ありましたか）？ 

a) 共働きしてもかまわない 

b) 共働きしたくない 

 

17. 結婚相手に望むことはなんですか（なんでしたか）？あてはまるものを全てお選びください。 

a) 価値観が近いこと 

b) 家事分担 

c) 家事や家計をまかせられること 

d) 恋愛感情 

e) 共通の趣味があること 

f) 職種 

g) 学歴 

h) 金銭感覚 

i) 一緒にいて楽しいこと 

j) 一緒にいて気をつかわないこと 

k) 容姿が好みであること 

l) 経済力があること 

m) 親が同意してくれること 

n) 年齢 

o) 自分の仕事を理解してくれること 

p) 自分の親と同居してくれること 

q) その他 

（具体的に            ）                      
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18. 交際相手との結婚にあたってどのような障害がありますか（ありましたか）？あてはまるものを全

てお選びください。 

a) 結婚準備・生活資金 

b) 親や家族との人間関係 

c) 親との同居や扶養 

d) 学校や学業上の問題 

e) 自分か相手のどちらかが仕事をやめなければならないこと 

f) 年齢上のこと 

g) 健康上のこと 

h) その他（                          ） 

i) 特に障害となることはない 

 

19. 将来不安に思っていることはありますか？最もあてはまるものをお選びください。 

a) 老後の生活の貯蓄など、お金に関する不安 

b) 体の衰えや病気など健康に関する不安 

c) 親の介護や家族の健康など家族に関す不安 

d) 結婚・出産・子育てに関する不安 

e) 知人や隣人との関係性など、人間関係に関する不安 

f) その他（                             ） 

g) 特に不安に思うことはない 

 

20. あなたの年齢をお答えください。 

a) 20～24歳 

b) 25～29歳 

c) 30～34歳 

d) 35～39歳 

e) 40～49歳 

f) 50歳以上 

 

ご協力ありがとうございました。 


