
令和元年度 市民アンケート調査（枠組み）案   

＜基本属性＞ 
問1 回答者 
問2 性別 
問3 年齢 
問4  同居者の続柄 
問5 同居者の人数 
問6 手帳等級（身体）  
問7 手帳程度（療育） 
問8 手帳等級（精神） 
問9 障害支援区分 
問10 要介護度認定状況 
問11  障害がわかった時期 
問12 障害・病気の種類 
問13 居住地域 

＜コミュニケーション手段＞ 
問14 意思伝達に必要な技術・
用具 
問15 手話を使う上で困ること 
問16 手話の利用希望 

＜健康と医療＞ 
問17 医療機関の利用状況 
問18 健康管理・医療の困りご
と 

＜日常生活＞ 
問19 日常生活の自立度 
 ①食事 
 ②食事の支度や後片付け 
 ③着替え 
 ④トイレ 
 ⑤入浴 
 ⑥家の中の移動 
 ⑦身の回りの掃除、洗濯等 

 ⑧買い物等の外出 
 ⑨通学・通勤・通院 
 ⑩役所等の手続き 
 ⑪服薬 
 ⑫金銭の管理 
 ⑬生活リズムを保つ 
問20 介助者の続柄 
問21 介助者の年齢 
問22 介助者の健康状態 
問23 家族以外の介助者 

＜サービス等利用状況・利用意向＞ 
 
問24 サービス利用の有無 
 
問25 サービス利用状況・満足度・利用量
（頻度） 
訪問系 
  1 居宅介護（ホームヘルプ） 
  2 重度訪問介護 
  3 同行援護 
  4 行動援護 
  5 重度障害者等包括支援 
日中活動 
  6 生活介護 
  7 自立訓練（機能訓練） 
  8 自立訓練（生活訓練） 
  9 就労移行支援 
 10 就労継続支援A型 
 11 就労継続支援B型 
 12 就労定着支援 
 13 療養介護 
 14 短期入所（ショートステイ） 
居住 
 15 施設入所支援 
 16 グループホーム（共同生活援助） 
 17 自立生活援助 
相談支援 
 18 計画相談支援・障害児相談支援 
 19 地域移行支援・地域定着支援 
生活支援 
 20 訪問入浴サービス 
 21 日中一時支援 
 22 移動支援 
 23 手話通訳者・要約筆記奉仕委員の派遣 
 24 心身障害児（者）一時介護料の助成 
 
問26 介助を受ける上での困難や苦労 
   
問27 サービス等を利用していない理由 

障害者調査 

＜相談支援について＞ 
問31 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
問32 ふれあい相談室 
問33 福祉まるごと相談窓口 

＜住まいや生活＞ 
問36 住宅形態（所有区分） 
問37 住まいと生活の将来の希望 
問38 収入源 
問39 収入額 

＜日中活動・就労＞ 
問40 日中の過ごし方 
問41 仕事内容 
問42  仕事の継続期間 
問43 仕事を継続できた理由 
問44 家庭内で過ごしている理由 
問45 日中の過ごし方（希望） 
問46 働きやすさの条件 

＜外出（社会参加等）＞ 
問47 外出頻度 
問48 外出目的 
問49 外出時の支援 
問50 交通手段 
問51 外出時困ること 

＜地域活動・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・交流＞ 
問52 趣味・学習・ｽﾎﾟｰﾂ 
問53 希望する活動 
問54 文化・ｽﾎﾟｰﾂ活動に必要なこと 

＜権利擁護＞ 
問55 差別・偏見の経験 
問56 虐待・差別相談窓口の認知度 
問57 成年後見制度の認知と利用希望 
問58 成年後見制度を利用しない理由 

＜防災対策＞ 
問59 避難場所の認知 
問60 避難時の介助者 
問61 災害時対策 
問62 避難行動要支援者避難支援制度
の認知 

＜相談・情報提供・障害者施策＞ 
問63 情報収集手段 
問64 情報収集の媒体 
問65 相談相手 
問66 障害者施策 

＜サービス等利用計画＞ 
問34 サービス等利用計画作成の有無  
問35 セルフプラン作成の理由 

太字（赤）は新たに設けた質問、太字（青）は選択項目等を見直したもの 

＜福祉タクシー券と自動車燃料費助成＞ 
問28 利用状況 
問29 福祉タクシー券への意見 
問30 自動車燃料費助成への意見 

資料-５ 



令和元年度 市民アンケート調査（枠組み）案 障害児調査 

＜基本属性＞ 
問1 回答者 
問2 性別 
問3 年齢 
問4 同居者の続柄 
問5  同居者の人数 
問6 手帳等級（身体）  
問7 手帳程度（療育） 
問8 手帳等級（精神） 
問9  障害がわかった時期 
問10  障害・病気の種類 
問11 居住地域 
問12 障害がわかったきっかけ 
問13 障害がわかったときの相談相手 

＜健康と医療＞ 
問17 医療機関の利用状況 
問18 健康管理・医療の困りごと 

＜サービス等利用状況・利用意向＞ 
 
問27 サービス利用の有無 
 
問28 サービス利用状況・満足度・利用量
（頻度） 
 
障害児通所支援 
 1 児童発達支援 
 2 医療型児童発達支援 
 3 放課後等デイサービス 
 4 居宅訪問型児童発達支援 
 5 保育所等訪問支援 
訪問系 
  6 居宅介護（ホームヘルプ） 
  7 重度訪問介護 
  8 同行援護 
  9 行動援護 
 10 重度障害者等包括支援 
日中活動 
 11 生活介護 
 12 自立訓練（機能訓練） 
 13 自立訓練（生活訓練） 
 14 就労移行支援 
 15 就労継続支援A型 
 16 就労継続支援B型 
 17 就労定着支援 
 18 療養介護 
 19 短期入所（ショートステイ） 
居住 
 20 施設入所支援 
 21 グループホーム（共同生活援助） 
 22 自立生活援助 
相談支援 
 23 計画相談支援・障害児相談支援 
 24 地域移行支援・地域定着支援 
生活支援 
 25 訪問入浴サービス 
 26 日中一時支援 
 27 移動支援 
 28 手話通訳者・要約筆記奉仕委員の派遣 
 29 心身障害児（者）一時介護料の助成 
 
問29 介助を受ける上での困難や苦労 
 
問30 サービス等を利用していない理由 

＜相談支援について＞ 
問31 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
問32 ふれあい相談室 
問33 福祉まるごと相談窓口 
問34 ライフサポートファイルの認知度 

＜現在や将来の生活＞ 
問37 将来の生活への希望 
問38 世帯収入源 
問39 収入額 

＜日中活動・就労＞ 
問40 日中の過ごし方（就学前） 
問41 日中の過ごし方希望（就学前） 
問42 日中の過ごし方（小中学校） 
問43 日中の過ごし方希望（小中学校） 
問44 日中の過ごし方（高等学校） 
問45 日中の過ごし方希望（高等学校） 
問46 日中の過ごし方（卒業後） 

＜外出（社会参加等）＞ 
問47 外出頻度 
問48 外出時の支援 
問49 交通手段 
問50 外出時困ること 

＜地域活動・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・交流＞ 
問51 趣味・学習・ｽﾎﾟｰﾂ 
問52 希望する活動 
問53 文化・ｽﾎﾟｰﾂ活動に必要なこと 

＜権利擁護＞ 
問54 差別・偏見の経験 
問55 虐待・差別相談窓口の認知度 
問56 成年後見制度の認知と利用希望 
問57 成年後見制度を利用しない理由 

＜防災対策＞ 
問58 避難場所の認知 
問59 避難時の介助者 
問60 災害時対策 
問61 避難行動要支援者避難支援制度
の認知 

＜相談・情報提供・障害者施策＞ 
問62 情報収集手段 
問63 情報収集の媒体 
問64 相談相手 
問65 障害者施策 

＜サービス等利用計画＞ 
問35 サービス等利用計画作成の有無  
問36 セルフプラン作成の理由 

太字（赤）は新たに設けた質問、太字（青）は選択項目等を見直したもの 

＜コミュニケーション手段＞ 
問14 意思伝達に必要な技術・用具 
問15 手話を使う上で困ること 
問16 手話の利用希望 

＜日常生活＞ 
問19 日常生活の自立度 
 ①食事 
 ②食事の支度や後片付け 
 ③着替え 
 ④トイレ 
 ⑤入浴 
 ⑥家の中の移動 
 ⑦身の回りの掃除、洗濯等 

 ⑧買い物等の外出 
 ⑨通学・通勤・通院 
 ⑩役所等の手続き 
 ⑪服薬 
 ⑫金銭の管理 
 ⑬生活リズムを保つ 
問20 介助者の続柄 
問21 介助者の年齢 
問22 介助者の健康状態 
問23 家族以外の介助者 

＜福祉タクシー券と自動車燃料費助
成＞ 
問24 利用状況 
問25 福祉タクシー券への意見 
問26 自動車燃料費助成への意見 



令和元年度 市民アンケート調査（枠組み） 

＜基本属性＞  
問1 ①性別 
   ②年齢 
     ③職業 
     ④居住地域 

障害のない人調査 

＜障害者との交流＞ 
問2  障害者との交流 
問3  障害者との交流のきっかけ 
問4  障害者との交流のきっかけ（希望） 
問5  障害者関連情報等に関する関心 
問6  障害者施策・福祉施策の認知度 
問7  地域共生社会の認知度 
問8  障害者への差別・偏見の有無 
問9  差別・偏見の生まれる理由 
問10 障害者への理解度 

＜相談支援について＞ 
問11 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
問12 ふれあい相談室 
問13 福祉まるごと相談窓口 
問14 障害者虐待防止・障害者差別相談センターへの通報義務の認知 
問15 市の障害者虐待防止施策の推進 

＜地域での福祉活動＞ 
問17 障害者支援の主体 
問18 福祉の充実のために地域でしたいこと 
問19 障害者・高齢者のためのボランティア活動の経験 
問20 参加しているボランティア活動の種類 
問21 ボランティア活動に参加しない理由 
問22 地域活動・ボランティア活動を活発にするために必要なこと 
問23 成年後見制度の認知度 
問24 市民成年後見協力員の認知度と参加希望 
問25 市民後見協力員の啓発に関する取り組み 

＜福祉のまちづくり＞ 
問26 バリアフリーのまちづくりに対する意見 
問27 公共施設・道路、交通機関について改善の必要があるもの 

＜障害者の福祉＞ 
問28 障害者施策のうち市が力を入れる必要のあるもの 

＜公的福祉と国民負担＞ 
問16 公的福祉と国民負担のバランス 

太字（赤）は新たに設けた質問、太字（青）は選択項目等を見直したもの 

＜手話について＞ 
問29 手話の認知度 
問30 手話を知ったきっかけ 
問31 手話を使ってよかったこと 
問32 手話の使用希望 
問33 手話を使いたい理由 
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