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１ 障害者向け調査項目一覧 

★：令和元年度調査の新規設問 ☆：前回調査から設問内容・選択肢に変更があった設問 

在宅障害者共通 在宅（特別支援学校・療育センター） ＧＨ入居者・施設入所者共通 

問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 

1 調査票の記入者 1 調査票の記入者 1 調査票の記入者 

2 年齢 2 年齢 2 年齢 

3 居住区 3 居住区 3 居住区 

4 障害者手帳所持の有無 4 障害者手帳所持の有無 

4-2 障害者手帳 等級 4-2 障害者手帳 等級 4 障害者手帳 等級 

4-3 身体障害種別と等級 4-3 身体障害種別と等級 4-2 身体障害種別と等級 

5 障害支援区分 5 障害支援区分 5 障害支援区分 

6 要介護度   6 要介護度 

7 生活の場 6 生活の場 7 生活の場 

7-2 一緒に生活している人 ☆6-2 一緒に生活している人 

  7-2 入所・入院期間 

  7-3 施設・病院等を利用している理由

  7-4 在宅生活に必要な条件やサービス

8 主な介助者・支援者 ☆7 主な介助者・支援者 ☆8 主な介助者・支援者 

  父の年齢   父の年齢   父の年齢 

  母の年齢   母の年齢   母の年齢 

  配偶者の年齢     配偶者の年齢 

  子の年齢     子の年齢 

9 後見人の有無   9 後見人の有無 

10 今後希望する生活 8 今後希望する生活 10 今後希望する生活 

10-2 
親や親族と一緒に生活できない

場合に希望する生活 
8-2 

親や親族と一緒に生活できない

場合に希望する生活 
10-2 

親や親族と一緒に生活できない

場合に希望する生活 

10-3 
施設入所・病院への入院を希望す

る理由 
8-3 

施設入所・病院への入院を希望

する理由 
10-3 

施設入所・病院への入院を希望す

る理由 

11 入院期間 9 入院期間 

11-2 退院意向 9-2 退院意向 

11-3 地域生活に必要なこと 9-3 地域生活に必要なこと 

12① 
休日の希望する過ごし方（18 歳

以上） 
  11 休日の希望する過ごし方 

★12② 
放課後や夏休みの希望する過ご

し方（18歳未満） 
★10 

放課後や夏休みの希望する過ご

し方（18歳未満） 

12-2 希望する生活の実現度 10-2 希望する生活の実現度 11-2 希望する生活の実現度 

★13 子どもの障害に気づいたきっかけ ★11 子どもの障害に気づいたきっかけ

★14 幼稚園・保育園・学校に望むこと ★12 幼稚園・保育園・学校に望むこと

15 かかりつけ医療機関の有無 13 かかりつけ医療機関の有無 12 かかりつけ医療機関の有無 

15-2 かかりつけ医療機関の種類 13-2 かかりつけ医療機関の種類 12-2 かかりつけ医療機関の種類 

16 健康診断受診の有無 14 健康診断受診の有無 13 健康診断受診の有無 

16-2 最後に健康診断を受けた時期 14-2 最後に健康診断を受けた時期 13-2 最後に健康診断を受けた時期 

★17 歯科保健センターの認知度 ★15 歯科保健センターの認知度 ★14 歯科保健センターの認知度 

★17-2 歯科健診受診状況 ★15-2 歯科健診受診状況 ★14-2 歯科健診受診状況 

18 平日の日中の過ごし方 16 平日の日中の過ごし方 15 平日の日中の過ごし方 

19 主な収入   16 主な収入 

19-2 １か月の収入   16-2 １か月の収入 

  ★17 世帯年収 

19-3 
１か月の給料・報酬・事業収入・

工賃 
  16-3 

１か月の給料・報酬・事業収入・

工賃 

☆19-4 １週間の労働時間   ☆16-4 １週間の労働時間 

☆19-5 就労形態   ☆16-5 就労形態 

19-6 職種   16-6 職種 

19-7 採用方法   16-7 採用方法 

19-8 雇用先への障害者手帳の開示   16-8 雇用先への障害者手帳の開示 

20 就労意向 18 就労意向 17 就労意向 

★20-2 働くにあたっての課題   ★17-2 働くにあたっての課題 

☆20-3 希望する就労時間 ☆18-2 希望する就労時間 ☆17-3 希望する就労時間 

☆20-4 希望する就労形態 ☆18-3 希望する就労形態 ☆17-4 希望する就労形態 
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在宅障害者共通 在宅（特別支援学校・療育センター） ＧＨ入居者・施設入所者共通 

問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 

20-5 希望する職種 18-4 希望する職種 17-5 希望する職種 

21 生活で困っていること 19 生活で困っていること 18 生活で困っていること 

22 将来の生活で心配なこと 20 将来の生活で心配なこと 19 将来の生活で心配なこと 

☆23 ①相談している人 ②相談したい人 ☆21 ①相談している人 ②相談したい人 ☆20 ①相談している人 ②相談したい人 

☆24 
①知っている相談窓口 ②利用

したことがある相談窓口 
☆22 

①知っている相談窓口 ②利用

したことがある相談窓口 
☆21 

①知っている相談窓口 ②利用

したことがある相談窓口 

25 気軽に相談するために必要なこと 23 気軽に相談するために必要なこと 22 気軽に相談するために必要なこと

26 情報入手で困ったこと 24 情報入手で困ったこと 23 情報入手で困ったこと 

27 情報入手のために特に必要なこと 25 情報入手のために特に必要なこと 24 情報入手のために特に必要なこと

28 外出頻度 26 外出頻度 25 外出頻度 

28-2 主な外出先 26-2 主な外出先 25-2 主な外出先 

29 外出の際に困ったこと 27 外出の際に困ったこと 26 外出の際に困ったこと 

30 
外出しやすくなるために希望す

るもの 
28 

外出しやすくなるために希望す

るもの 
27 

外出しやすくなるために希望す

るもの 

31 
成年後見制度①認知度 ②利用

意向 
29 

成年後見制度①認知度 ②利用

意向 
28 

成年後見制度①認知度 ②利用

意向 

日常生活自立支援事業①認知度

②利用意向 

日常生活自立支援事業①認知度

②利用意向 

日常生活自立支援事業①認知度

②利用意向 

苦情解決制度（施設）①認知度

②利用意向 

苦情解決制度（施設）①認知度

②利用意向 

苦情解決制度（施設）①認知度

②利用意向 

障害者虐待通報・届出受付ダイヤル

①認知度 ②利用意向 

障害者虐待通報・届出受付ダイヤル

①認知度 ②利用意向 

障害者虐待通報・届出受付ダイヤル

①認知度 ②利用意向 

32 障害者差別解消法の認知度 30 障害者差別解消法の認知度 29 障害者差別解消法の認知度 

33 
役所や会社等への合理的配慮の

意思表示の認知度 
31 

役所や会社等への合理的配慮の

意思表示の認知度 
30 

役所や会社等への合理的配慮の

意思表示の認知度 

☆34 1.
訪問系サービス 

①利用状況 ②利用意向 
☆32 1.

訪問系サービス 

①利用状況 ②利用意向 
☆31 1.

訪問系サービス 

①利用状況 ②利用意向 

34-2 
訪問系サービスについて改善し

てほしいこと 
32-2 

訪問系サービスについて改善し

てほしいこと 
31-2 

訪問系サービスについて改善し

てほしいこと 

☆34 2.
日中活動系サービス 

①利用状況 ②利用意向 
☆32 2.

日中活動系サービス 

①利用状況 ②利用意向 
☆31 2.

日中活動系サービス 

①利用状況 ②利用意向 

34-3 
日中活動系サービスについて改

善してほしいこと 
32-3 

日中活動系サービスについて改

善してほしいこと 
31-3 

日中活動系サービスについて改

善してほしいこと 

☆34 3.
居住系サービス 
①利用状況 ②利用意向 

☆32 3．
居住系サービス 
①利用状況 ②利用意向 

☆31 3.
居住系サービス 
①利用状況 ②利用意向 

34-4 
居住系サービスについて改善し

てほしいこと 
32-4 

居住系サービスについて改善し

てほしいこと 
31-4 

居住系サービスについて改善し

てほしいこと 

☆34 4.
地域生活支援事業 

①利用状況 ②利用意向 
☆32 4．

地域生活支援事業 

①利用状況 ②利用意向 
☆31 4.

地域生活支援事業 

①利用状況 ②利用意向 

34-5 
地域生活支援事業について改善

してほしいこと 
32-5 

地域生活支援事業について改善

してほしいこと 
31-5 

地域生活支援事業について改善

してほしいこと 

☆34 5.
障害児通所支援事業 

①利用状況 ②利用意向 
☆32 5.

障害児通所支援事業 

①利用状況 ②利用意向 

34-6 
障害児通所支援事業について改

善してほしいこと 
32-6 

障害児通所支援事業について改

善してほしいこと 

35 市に充実させてほしいサービス 33 市に充実させてほしいサービス 32 市に充実させてほしいサービス 

35-2 今後充実すべきサービス（記述） 33-2 今後充実すべきサービス（記述）32-2 今後充実すべきサービス（記述）

36 災害発生時に必要なこと 34 災害発生時に必要なこと 33 災害発生時に必要なこと 

37 ピアサポート活動の意向 35 ピアサポート活動の意向 34 ピアサポート活動の意向 

37-2 役立てたい経験 35-2 役立てたい経験 34-2 役立てたい経験 

37-3 
ピアサポート活動にあたり心配

なこと 
35-3 

ピアサポート活動にあたり心配

なこと 
34-3 

ピアサポート活動にあたり心配

なこと 

38 
地域の理解を深めるために力を

入れるべきこと 
36 

地域の理解を深めるために力を

入れるべきこと 
35 

地域の理解を深めるために力を

入れるべきこと 

39 運動・スポーツの実施頻度 37 運動・スポーツの実施頻度 36 運動・スポーツの実施頻度 

39-2 １年間に行った運動・スポーツ 37-2 １年間に行った運動・スポーツ 36-2 １年間に行った運動・スポーツ 

39-3 運動・スポーツをする場所 37-3 運動・スポーツをする場所 36-3 運動・スポーツをする場所 

40 
運動・スポーツをする上での課

題・問題点 
38 

運動・スポーツをする上での課

題・問題点 
37 

運動・スポーツをする上での課

題・問題点 

☆41 自由記載 ☆39 自由記載 ☆38 自由記載 
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２ 事業者向け調査項目一覧 

★：令和元年度調査の新規設問 ☆：前回調査から設問内容・選択肢に変更があった設問 

居宅系事業者 グループホーム 施設系事業者 相談支援事業者 

問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 

1 事業所名 1 法人名 1 事業所名 1 事業所名 

2 運営主体 2 運営主体 2 運営主体 2 運営主体 

3 運営形態 

3 収支状況 3 収支状況 3 収支状況 4 収支状況 

4 人件費割合 4 人件費割合 4 人件費割合 5 人件費割合 

5 賃貸借契約の使用 

5-2 面積 

5-3 賃貸借料 

5 
提供している障害福祉

サービス 
☆6 

提供している障害福祉

サービス 

6 
利用者の意見・苦情受付

方法 
5 利用者の意見・苦情受付 7 利用者の意見・苦情受付 6 利用者の意見・苦情受付 

☆7 
サービスの質の向上へ

の取り組み 
☆6 

サービスの質の向上へ

の取り組み 
☆8 

サービスの質の向上へ

の取り組み 
☆7 

サービスの質の向上へ

の取り組み 

8 虐待への対応 7 虐待への対応 9 虐待への対応 8 虐待への対応 

★8 
第 4 次プランの定員数

見込量について 

9 
事業展開での問題点・課

題 
9 

事業展開での問題点・課

題 
10 

事業展開での問題点・課

題 
9 

事業展開での問題点・課

題 

10 対応できる利用者 

11 
新規サービス依頼への

対応体制 
10 

新規の相談依頼への対

応体制 

11 
新規相談対応のための

体制における問題点等 

12 

区役所や相談支援セン

ターとの連携等の問題

点 

11 
調整や連携が取りやす

い関係機関等 
12 

調整や連携が取りやす

い関係機関等 

12 
調整や連携が取りにく

い関係機関等 
13 

調整や連携が取りにく

い関係機関等 

14 
利用者や家族の要望反

映について 

15 
利用者の課題分析につ

いて 

16 
個別支援会議への本人

参加状況 

17 
不足していると感じる

サービス 

13 職員数 10 職員数 13 職員数 18 職員数 

19 
相談支援専門員の常勤

換算人数 

14 経験年数別の職員数 11 経験年数別の職員数 14 経験年数別の職員数 20 経験年数別の職員数 

14-1 ヘルパーの年齢別人数 

15 平成30度退職者数 12 平成30度退職者数 15 平成30度退職者数 21 平成30度退職者数 

16 職員の過不足状況 13 職員の過不足状況 16 職員の過不足状況 22 職員の過不足状況 

16-1 看護師の過不足状況 

★17 不足した理由 ★14 不足した理由 ★17 不足した理由 ★23 不足した理由 

★18 採用が困難な理由 ★15 採用が困難な理由 ★18 採用が困難な理由 ★24 採用が困難な理由 

★19 職員確保のための取組 ★16 職員確保のための取組 ★19 職員確保のための取組 ★25 職員確保のための取組 

☆20 職員募集方法 ☆17 職員募集方法 ☆20 職員募集方法 ☆26 職員募集方法 

☆21 
職員の離職防止や定着

のための取組 
☆18 

職員の離職防止や定着

のための取組 
☆21 

職員の離職防止や定着

のための取組 
☆27 

職員の離職防止や定着

のための取組 

22 職員の健康管理 19 職員の健康管理 22 職員の健康管理 28 職員の健康管理 

23 非常勤職員への健診 20 非常勤職員への健診 23 非常勤職員への健診 29 非常勤職員への健診 

24 職員育成のための取組 21 職員育成のための取組 24 職員育成のための取組 30 職員育成のための取組 

25 職員に受けさせたい研修 22 職員に受けさせたい研修 25 職員に受けさせたい研修 31 職員に受けさせたい研修 
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居宅系事業者 グループホーム 施設系事業者 相談支援事業者 

問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 問番号 設問内容 

★26 
職員の確保・育成のため

に必要な取組 
★23 

職員の確保・育成のため

に必要な取組 
★26 

職員の確保・育成のため

に必要な取組 
★32 

職員の確保・育成のため

に必要な取組 

27 
外国人労働者の受け入

れについて 
24 

外国人労働者の受け入

れについて 
27 

外国人労働者の受け入

れについて 

28 障害者雇用について 25 障害者雇用について 28 障害者雇用について 33 障害者雇用について 

★29 
災害時の対策の実施・計

画状況 
★26 

災害時の対策の実施・計

画状況 
★29 

災害時の対策の実施・計

画状況 
★34 

災害時の対策の実施・計

画状況 

★30 災害発生時に可能な協力 ★27 災害発生時に可能な協力 ★30 災害発生時に可能な協力 ★35 災害発生時に可能な協力 

31 自由記載 28 自由記載 31 自由記載 36 自由記載 
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３ 在宅障害者共通調査票 
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４ 在宅（特別支援・療育）調査票 
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