
番号 ご　意　見　の　概　要 ＷＧ／
意見調書

該当
調査票 ご意見についての考え方

1
複数の手帳を持っている人には、アンケートが２通届く可能性があ
るのか。重複しない方がよいのでは。

ＷＧ 全般

2
障害種別でアンケートの内容も異なるので、複数の手帳を持ってい
る人はそれぞれのアンケートについて回答したいのでは。

ＷＧ 全般

3
調査票A（身体障害者）について、視覚障害・聴覚障害・肢体障害
等の障害種別ごとに調査することはできないか。また、労働生産人
口の意見が反映できるよう、年齢比率等を考慮できないか。

ＷＧ 全般

4

「正確な推計結果を得るためには、抽出した対象者群が市全体の縮
図となるように抽出することが必要である。（回収率や特定の回答
者の分布への偏りが生じるなどの可能性があるため。）」という指
針を実現するには、今の障害者手帳3種類だけによる無作為抽出法
では、年齢に偏りが生じるため。次回アンケート調査では、「年
齢」という層を加えてほしい。

意見調書 全般

5
成年後見制度に関する設問は、調査票A（身体障害者）、D（難病患
者）、F（発達障害者）にも入れた方がよいのでは。

ＷＧ 全般
ご意見を踏まえ、設問を追加しま
す。

6
ホームページにアンケートフォームなどを作成し、調査を行うこと
はできないのか。回答する側も集計する側も、お互い良い方法で
は。

ＷＧ 全般
個人情報保護、重複回答防止対策
など対応が困難なため、今回は紙
ベースで実施します。

7
精神科の受診の項目が調査票Cにしかないが、A・B・Fにも該当する
のではないか。

意見調書 全般

8
二次障害に悩む方が多いため、可能であれば調査票Fにも、医療の
利用の項目を増やせないか。

意見調書 F

9
調査票F（発達障害者）について、障害者団体だけで配布すると、
回答者の分布に偏りが生じてしまうため、総合療育センターひまわ
り学園や通級指導教室等に調査協力を依頼できないか。

ＷＧ F

ご意見を踏まえ、総合療育セン
ターひまわり学園、療育センター
さくら草、通級指導教室に調査協
力を依頼します。

10
高次脳機能障害については団体宛に調査票を配布してもらうことを
検討してもらえないか。

ＷＧ 全般

11
発達障害関係の団体にはアンケートは実施することを考えると、高
次脳機能障害関係団体にも、調査票を配布すべきではないのか。

意見調書 全般

12
無作為抽出で対象とならなかった方が、アンケートの回答を希望し
た場合は、どうするのか。

ＷＧ 全般

無作為抽出で対象とならなかった
希望者の回答については、無作為
抽出者の回答と混在させることは
ありません。

13
視覚障害者に配布する通知文は２２ポイントのゴシック体で送付で
きないか。（通常サイズは不要）

ＷＧ A
ご意見を踏まえ、視覚障害者向け
の通知文は、２２ポイントのゴ
シック体で送付します。

14
福祉サービスに対する満足度やニーズを調査する内容を充実させて
はどうか。

ＷＧ 全般

15

障害者総合支援計画には障害福祉計画が含まれており、障害福祉
サービス等の「必要な量の見込み」が示されている必要がある。し
かし、従前の計画では単に過去の利用量から推計した「利用見込
量」が示されており、計画として不適切である。
何らの方法で市民ニーズが把握する必要があり、今回のアンケート
でニーズを把握することが適切ではないか。

意見調書 A～F

16
「障害福祉計画」を策定するにあたって、アンケートの回答から、
必要量（見込量）を推計する方法を検討しておく必要がある。

意見調書 全般
今後の検討課題とさせていただき
ます。

設問を追加することは回答者の負
担増となり、回収率に影響を及ぼ
すおそれがあるため、障害者福祉
施策に対する要望に対する、アン
ケート結果を踏まえ、今後の検討
課題とさせていただきます。

次期障害者総合支援計画策定のためのアンケートに関する主な意見

※主な意見をとりまとめたもので、いただいた意見を全て掲載しておりません。

調査結果に偏りが生じる可能性が
あるため、重複してアンケートを
送付することがないようにしま
す。

発達障害者については、手帳を所
持している方が少なく、対象者を
抽出することが難しいため、関係
団体にご協力いただいておりま
す。高次脳機能障害者について
は、現行の抽出方法においても、
調査可能と考えられ、高次脳機能
障害当事者・家族会と協議し、今
回の調査では実施しないこととし
ます。

次回、アンケート調査を実施する
際の検討課題とさせていただきま
す。
ただし、結果集計、分析の際に、
障害種別や年齢等を考慮します。

重複障害を想定して設問を考える
とすべての調査票に設問を追加す
ることとなり、設問数が膨大とな
るため、素案のとおりとさせてい
ただきます。
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番号 ご　意　見　の　概　要 ＷＧ／
意見調書

該当
調査票 ご意見についての考え方

17
調査票Aの設問8-1の選択肢に、『相談に対応できる人材や機関がな
い』を追加できないか。

意見調書 A～F
ご意見を踏まえ、選択肢を追加し
ます。

18
調査票Aの設問17の、選択肢7に、『案内表示が見えにくい』の選択
肢を追加できないか。

ＷＧ 全般
ご意見を踏まえ、選択肢に追加し
ます。

19
調査票Aの設問17の選択肢に、『同行援護の事業者が見つからな
い』、『同行援護の契約しても、必要な時間帯に利用を断られる』
を追加できないか。

意見調書 A～F
設問17、選択肢12で対応している
ため、素案のとおりとさせていた
だきます。

20
調査票Aの設問19に、『インターネットが音声ソフトや拡大ソフト
に対応していない』の選択肢を追加できないか。

ＷＧ 全般

21
調査票Aの設問19の、選択肢4に、音声読み上げソフトだけでなく、
『拡大ソフト』についても追加してほしい。

意見調書 A～F

22
調査票Aの設問27の、選択肢12に、『拡大文字』を追加できない
か。

ＷＧ 全般
ご意見を踏まえ、選択肢に追加し
ます。

23
福祉タクシー利用券の利用状況や移動支援事業の利用に関する設問
は、調査票D（難病患者）にも入れた方がよいのでは。

意見調書 D
ご意見を踏まえ、移動支援事業に
ついて設問を追加します。

24
移動支援事業の利用や外出時の困難については、調査票Fにも設問
を追加した方がよいのでは。

意見調書 F
設問16及び設問26等のアンケート
結果を踏まえ、今後検討してまい
ります。

25
ノーマライゼーション条例第25条１及び2の施策策定に不可欠な要
素であるため、調査票Aの設問項目18の選択肢に、『情報を得るた
めに、どんな方法や機器を使っていますか』を追加してはどうか。

意見調書 A～F
次回、アンケート調査を実施する
際の検討課題とさせていただきま
す。

26
調査票Aの設問26の選択肢6に、薬の確保だけでなく『緊急時の通院
先など医療サービスの確保』を追加してはどうか。

意見調書 A～F ご意見を踏まえ、修正します。

27
調査票Aの設問26の選択肢に、人工呼吸器装着者や電動車椅子使用
者は停電に対して備えが必要であるため、『電源の確保』を追加し
てはどうか。

意見調書 A～F ご意見を踏まえ、修正します。

28

調査票Fの設問27の選択肢3について、生活介護に関する説明とし
て、『生活介護などの創作的な活動（手芸品の作成など）・・・』
と記載があるが、もう少しわかりやすい内容となるよう、修正した
ほうがよいのでは。

意見調書 A～F ご意見を踏まえ、修正します。

29
調査票Aの設問27について、３つまで選択することになっている
が、ニーズを把握するためには少ないのではないか。障害福祉サー
ビスを別枠にして、さらに1つ選択できるようにするなど

意見調書 A～F

要検討（選択できる数を増やすと
ことで、今後の要望、ニーズ等を
把握することが難しくなるおそれ
があるため。）

30

調査票Aの設問37、成年後見制度に関する項目について、設問39～
41は、設問38で選択肢1，2，3，4と答えた場合の設問であるが、
1，2，3あるいは1，2，3，6が対象ではではないか。
また、設問41の対象者は、5，6ではなく、4，5，6あるいは4，5，
6，7ではないか。
改めて設問内容等を精査すべきではないか。

意見調書 A～F

ご意見を踏まえ、成年後見制度に
関する設問につきましては、素案
のとおり修正させていただきま
す。

31

最後の質問は、このままだと成年後見制度について聞く項目の最後
だと誤解されかねない。表題を【すべての方にお聞きします】（網
掛けではなく）や、【この調査全体について】などとしてはどう
か。

意見調書 A～F ご意見を踏まえ、修正します。

32
調査票Dについて、調査票B、Fと同じように設問に手帳の所持状
況、内容等を追加してはどうか。

意見調書 D ご意見を踏まえ、修正します。

33
調査票Gの設問1の⑤について、選択肢にある「共同生活介護（ケア
ホーム）」は制度からなくなっている。現行のサービス、制度と整
合性を図るべきではないのか。

意見調書 G ご意見を踏まえ、修正します。

34
調査票Gの設問6の選択肢3に誤りがある。
　優良媒体　→　誤
　有料媒体　→　正

意見調書 G ご意見を踏まえ、修正します。

35
調査票A（身体障害者）について、聴覚障害者への配慮として、調
査票B（知的障害者）、F（発達障害者）と同様に、調査票にルビを
振ることはできないのか。

ＷＧ A

要検討。
（障害特性に応じ、調査票を個別
に作成することは難しいため、調
査票Aに全てルビを振ってよい
か。）

ご意見を踏まえ、選択肢に追加し
ます。
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