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あなた（この郵便の宛名のご本人）の性別・年齢・ご家族などについて
ゆうびん あてな ほんにん せいべつ ねんれい かぞく

■この調査票をご記入になる方はどなたですか。（１つだけ○）
ちょうさひょう きにゅう かた

１．この郵便の宛名の本人
ゆうびん あてな ほんにん

２．本人の意見を聞いて、家族や介助者などが代理で記入
ほんにん いけん き かぞく かいじょしゃ だいり きにゅう

３．本人の意見を確認することがむずかしいので、家族や介助者などのお考えで記入
ほんにん いけん かくにん かぞく かいじょしゃ かんが きにゅう

４．その他（ ）
た

問１．あなたの性別はどちらですか。（１つだけ○）
せいべつ

１．男性 ２．女性
だんせい じょせい

問２．あなたの年齢は、何歳ですか。（数字を記入）
ねんれい なんさい すうじ きにゅう

平成２９年４月１日現在 （ ）歳
へいせい ねん がつ にちげんざい さい

問３．お住まいの地区はどこですか。（１つだけ○）
す ち く

１．宇和島地区 ２．吉田地区 ３．三間地区 ４．津島地区
う わ じ ま ち く よしだ ち く み ま ち く つしま ち く

５．その他（ ） ６．わからない（町名など： ）
た ちょうめい

問４.あなたのお住まい（生活の場）はどこですか。（１つだけ○）
す せいかつ ば

１．持ち家 （県営住宅、市営住宅など） ２．借家
も いえ んえいじゅうたく しえいじゅうたく しゃくや

３．公営住宅（県営住宅、市営住宅など） ４．福祉施設
こうえいじゅうたく けんえいじゅうたく しえいじゅうたく ふくししせつ

５．医療施設（病院・診療所など） 住宅 ６．グループホーム
いりょうしせつ びょういん しんりょうじょ じゅうたく

７．その他（ ）信
た し

問５．あなたはどなたと一緒に暮らしていますか。（あてはまるものすべてに○）
いっしょ く

１．ひとり暮らし ２．親・祖父母 ３．配偶者
く おや そ ふ ぼ はいぐうしゃ

４．兄弟姉妹 障害 ５．子ども・孫 ６．施設や病院の職員
きょうだいしまい しょうがい こ まご しせつ びょういん しょくいん

７．その他（ ）
た
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問６．あなたは、普段の生活で主にどなたからの介助（援助）をうけていますか。（１つだけ○）
ふだん せいかつ おも かいじょ えんじょ

また、その方の年齢（平成２９年４月１日現在）と性別をお答えください。
かた ねんれい へいせい ねん がつ にちげんざい せいべつ こた

主な介助（援助）者の方
おも かいじょ えんじょ しゃ かた

年齢
ねんれい

性別（あてはまるものに○）
せいべつ

１ 夫または妻
おっと つま

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

２ 父・母
ちち はは

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

３ 子・孫（子・孫の夫や妻を含む）
こ まご こ まご おっと つま ふく

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

４ 兄弟・姉妹
きょうだい しまい

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

５ 祖父母
そ ふ ぼ

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

６ その他の親族
た しんぞく

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

７ 知人・友人
ちじん ゆうじん

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい

８ ボランティア

９ ホームヘルパー

１０ 施設や病院の職員
しせつ びょういん しょくいん

１１ 介助（援助）はうけていない
かいじょ えんじょ

１２ その他（ ）
た

歳
さい

１ 男性 ２ 女性
だんせい じょせい
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あなたの障 害の状 況について
しょうがい じょうきょう

問７．あなたの障害について、あてはまるものすべてに○をしてください。
しょうがい

１．身体障害 ２．知的障害 ３．精神障害
しんたいしょうがい ちてきしょうがい せいしんしょうがい

４．難病の認定あり ５．発達障害の診断あり信 ６．高次脳機能障害の診断あり
なんびょう にんてい はったつしょうがい しんだん しん こうじのうきのうしょうがい しんだん

問８．あなたがお持ちの手帳について、あてはまるものすべてに○をしてください。
も てちょう

１．身体障害者手帳 （代表等級） （障害名）
しんたいしょうがいしゃてちょう だいひょうとうきゅう しょうがいめい

１．身体障害者手帳 １．１級 １．視覚障害
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう しかくしょうがい

１．身体障害者手帳 ２．２級 ２．聴覚・平衡機能障害
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう ちょうかく へいこうきのうしょうがい

１．身体障害者手帳 ３．３級 ３．音声・言語・そしゃく機能障害
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう おんせい げんご きのうしょうがい

１．身体障害者手帳 ４．４級 ４．肢体不自由
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう したい ふ じ ゆ う

１．身体障害者手帳 ５．５級 ５．内部障害（心臓、腎臓、呼吸器など）
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう ないぶしょうがい しんぞう じんぞう こきゅうき

１．身体障害者手帳 ６．６級 ６．わからない
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう

１．身体障害者手帳 ６．６級 ７．その他（ ）
しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう た

２．療育手帳 身体 （判定）
りょういくてちょう しんたい はんてい

２．療育手帳 身体 １．Ａ判定
りょういくてちょう しんたい はんてい

２．療育手帳 身体 ２．Ｂ判定
りょういくてちょう しんたい はんてい

３．精神障害者 （等級）
せいしんしょうがいしゃ とうきゅう

保健福祉手帳 １．１級
ほけんふくしてちょう きゅう

保健福祉手帳 ２．２級
ほけんふくしてちょう きゅう

保健福祉手帳 ３．３級
ほけんふくしてちょう きゅう

４．手帳は持っていない
てちょう も
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障害福祉サービス等の利用について
しょうがいふくし とう り よ う

問９．あなたは障害支援区分認定をうけていますか。（１つだけ○）
しょうがいしえんくぶんにんてい

１．障害支援区分１ ２．障害支援区分２ ３．障害支援区分３
しょうがいしえんくぶん しょうがいしえんくぶん しょうがいしえんくぶん

４．障害支援区分４ ５．障害支援区分５ ６．障害支援区分６
しょうがいしえんくぶん しょうがいしえんくぶん しょうがいしえんくぶん

７．認定をうけていない ８．認定をうけているかどうかわからない
にんてい にんてい

問10．あなたの年齢が４０歳以上の方に伺います。
ねんれい さいいじょう かた うかが

あなたは介護保険において、要介護認定をうけていますか。（１つだけ○）
かいごほけん ようかいごにんてい

１．要支援１ ２．要支援２ ３．要介護１
ようしえん ようしえん ようかいご

４．要介護２ ５．要介護３ ６．要介護４
ようかいご ようかいご ようかいご

７．要介護５ ８．非該当 ９．認定をうけていない
ようかいご ひがいとう にんてい

10．認定をうけているかどうかわからない
にんてい

問11．現在、あなたが、利用している障害福祉サービス等について、あてはまるものすべてに○
げんざい りよう しょうがいふくし とう

をしてください。 ⇒Ｐ６の解答欄へ
かいとうらん

※障害福祉サービス等の内容は、Ｐ１をご覧ください。
しょうがいふくし とう ないよう らん

問12．今後、あなたが、利用したい障害福祉サービス等について、あてはまるものすべてに○を
こんご りよう しょうがいふくし とう

してください。 ⇒Ｐ６の解答欄へ
かいとうらん

※障害福祉サービス等の内容は、Ｐ１をご覧ください。
しょうがいふくし とう ないよう らん
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障 害福祉サービス等
しょうがいふくし とう

□共：障害者と障害児ともに対象
しょうがいしゃ しょうがい じ たいしょう

○児：障害児が対象
しょうがい じ たいしょう

【問11】 【問12】

現在 利用中
げんざい り よ う 今後 利用したい

こんご り よ う

※今は利用してない

居宅介護（ホームヘルプ）
きょたく か い ご

□共 １ 1

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

２ 2

同行援護
どうこうえんご

□共 ３ 3

行動援護
こうどう え ん ご

□共 ４ 4

重度障害者等包括支援
じゅうどしょうがいしゃとうほうかつ し え ん

□共 ５ 5

短期入所（ショートステイ）
た ん きにゅうしょ

□共 ６ 6

療養介護
りょうようか い ご

７ 7

生活介護
せいかつ か い ご

８ ８

自立訓練（機能訓練）
じ り つ くんれん き の う くんれん

９ ９

自立訓練（生活訓練）
じりつくんれん せいかつくんれん

10 10

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

11 11

就労継続支援（A型）
しゅうろうけいぞくしえん かた

12 12

就労継続支援（B型）
しゅうろうけいぞくしえん かた

13 13

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

14

自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

15

共同生活援助（グループホーム）
きょうどうせいかつえんじょ

16 16

施設入所
しせつにゅうしょ

17 17

児童発達支援
じどうはったつしえん

○児 18 18

医療型児童発達支援
いりょうがたじどうはったつしえん

○児 19 19

放課後等デイサービス
ほ う か ごとう

○児 20 20

居宅訪問型児童発達支援
きょたくほうもんがたじどうはったつしえん

○児 21

保育所等訪問支援
ほいくしょとうほうもんしえん

○児 22 22

福祉型児童入所支援
ふくしがたじどうにゅうしょしえん

○児 23 23

医療型児童入所支援
いりょうがたじどうにゅうしょしえん

○児 24 24

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

25 25

障害児相談支援
しょうがいじそうだんしえん

○児 26 26

地域移行支援
ちいきいこうしえん

27 27

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

28 28

成年後見人制度利用支援
せいねんこうけんにんせいどりようしえん

29 29

意思疎通支援
い し そつうしえん

30 30

日常生活用具給付
にちじょうせいかつようぐきゅうふ

31 31

移動支援
いどうしえん

32 32

日中一時支援
にっちゅういちじしえん

33 33
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問13．あなたは福祉に関する情報をどこから入手していますか。（あてはまるものすべてに○）
ふくし かん じょうほう にゅうしゅ

１．広報誌 ２．録音・点字図書
こうほう し ろくおん てんじとしょ

３．インターネット（スマートフォン含む） ４．市役所などの窓口
ふく しやくしょ まどぐち

５．幼稚園・保育園・学校 ６．サービスを受けているところ（施設、事業所）
ようちえん ほいくえん がっこう う しせつ じぎょうしょ

７．相談支援事業所 保 赤８．病院
そうだんしえんじぎょうしょ ほいく あか びょういん

９．地域活動支援センター 10．障害者 就 業・生活支援センター
ちいきかつどうしえん しょうがいしゃしゅうぎょう せいかつしえん

11．新聞 12．テレビ・ラジオ
しんぶん

13．本・雑誌 保育園 赤 赤 14．家族・親族
ほん ざっし ほ いくえん あかかあかか かぞく しんぞく

15．友人・知人・近所の人 赤 16．障害者団体や家族会
ゆうじん ちじん きんじょ ひと あかか しょうがいしゃだんたい かぞくかい

17．特にない 18．その他（ ）
とく た

問14．あなたは福祉のサービスを利用するときに何か困ったことがありましたか。
ふくし りよう なに こま

（主なもの３つまで○）
おも

１．これまで福祉のサービスを利用したことがない
ふくし りよう

２．サービスを利用できる量が少ない、利用できる期間が短い
りよう りょう すく りよう きかん みじか

３．どのサービス事業者がよいのかわからない
じぎょうしゃ

４．契約の方法がわからなかった（わかりにくかった）
けいやく ほうほう

５．費用負担があるため、サービスが使いづらい
ひようふたん つか

６．どんなサービスがあるのか知らない
し

７．サービス事業者の情報が不十分
じぎょうしゃ じょうほう ふじゅうぶん

８．特に困ったことはない・わからない
とく こま

９．その他（ ）
た
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教育について
きょういく

問15．あなたが学校や幼稚園・保育園等での生活を送るうえで必要だと思ったこと、もしくは思
がっこう ようちえん ほいくえんとう せいかつ おく ひつよう おも おも

っていることは、どのようなことですか。（主なもの３つまで○）
おも

１．通園や通学手段に関する移動の支援証 ２．学習サポート体制の充実
つうえん つうがくしゅだん かん いどう しえんあかし がくしゅう たいせい じゅうじつ

３．学習・学校生活に必要な設備の充実意４．一人ひとりの障害の特性に応じた配慮
がくしゅう がっこうせいかつ ひつよう せつび じゅうじついい ひとり しょうがい とくせい おう はいりょ

５．進路指導の充実 ６．福祉教育の充実
しんろしどう じゅうじつ ふくしきょういく じゅうじつ

７．児童・生徒とのふれあいの機会障害 ８．教 職 員の理解の徹底
じどう せいと きかいしょうがい きょうしょくいん りかい てってい

９．児童・生徒やその保護者の理解の促進 10．特にない・わからない
じどう せいと ほ ご し ゃ りかい そくしん とく

11．その他（ ）

問16．あなたが障害や障害のある人に対する市民の理解を深めるために必要だと思うことはど
しょうがい しょうがい ひと たい しみん りかい ふか ひつよう おも

のようなことですか。（主なもの３つまで○）

１．広報・啓発の充実
こうほう けいはつ じゅうじつ

２．理解の促進を行うボランティア活動の充実
りかい そくしん おこな かつどう じゅうじつ

３．福祉施設の地域への開放による住民との交流の促進
ふくししせつ ちいき かいほう じゅうみん こうりゅう そくしん

４．学校における福祉教育の充実
がっこう ふくしきょういく じゅうじつ

５．障害のある人やその家族による団体の活動の充実
しょうがい ひと かぞく だんたい かつどう じゅうじつ

６．地域の行事や集まりに参加しやすくする工夫
ちいき ぎょうじ あつ さんか くふう

７．講演会や学習会の開催
こうえんかい がくしゅうかい かいさい

８．積極的な社会への進出
せっきょくてき しゃかい しんしゅつ

９．地域活動やまちづくりへの参加
ちいきかつどう さんか

10．特にない・わからない
とく

11．その他（ ）
た
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就労について
しゅうろう

問17．あなたは、日中の生活をにどのように過ごしていますか。（あてはまるものすべてに○）
にっちゅう せいかつ す

１．常勤で仕事をしている（自営業を含む）
じょうきん しごと じえいぎょう ふく

２．パートタイムやアルバイト（内職を含む）の仕事をしている
ないしょく ふく しごと

３．仲間と一緒に施設などで仕事をしている
なかま いっしょ しせつ しごと

４．施設（障害福祉サービス事業所）に通っている
しせつ しょうがいふくし じぎょうしょ かよ

５．介護保険の通所サービスに通っている
かいごほけん つうしょ かよ

６．保育園、幼稚園、学校等に通っている
ほいくえん ようちえん がっこうなど かよ

７．病院などのデイケアに通っている
びょういん かよ

８．施設に入所している・病院に入院している
しせつ にゅうしょ びょういん にゅういん

９．家庭内で過ごしている
かていない す

10．その他（ ）
た

問18．あなたが働く場合、どのような配慮を希望しますか。（主なもの３つまで○）
はたら ばあい はいりょ きぼう おも

１．仕事について相談する場所があること
しごと そうだん ばしょ

２．求人情報の提供が充実していること
きゅうじんじょうほう ていきょう じゅうじつ

３．職場内で介助や援助などが受けられること
しょくばない かいじょ えんじょ う

４．長く働くことができること
なが はたら

５．仕事のやり方をきちんと教えてもらえること
しごと かた おし

６．職場内で、障害に対する理解があること
しょくばない しょうがい たい りかい

７．障害に合わせた働き方ができること（仕事の内容や勤務時間、休憩などの配慮）
しょうがい あ はたら かた しごと ないよう きんむじかん きゅうけい はいりょ

８．通勤や移動に対して、配慮や支援があること
つうきん いどう たい はいりょ しえん

９．働ける職場が増えること
はたら しょくば ふ

10．賃金や給与が充実していること
ちんぎん きゅうよ じゅうじつ

11．特にない・わからない
とく

12．その他（ ）
た
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地域での生活について
ちいき せいかつ

問19．あなたは近所・地域の人とどのような付き合いをしていますか。（１つだけ○）
きんじょ ちいき ひと つ あ

１．親密な付き合い（家族同様） ２．困ったときにお互いに助け合うような付き合い
しんみつ つ あ かぞくどうよう こま たが たす あ つ あ

３．あいさつをする程度の付き合い ４．全く関わっていない
ていど つ あ まった かか

５．わからない ６．その他
た

問20．あなたは今後、どのように暮らしたいですか。（１つだけ○）
こんご く

１．ひとりで暮らしたい
く

２．家族と一緒に暮らしたい
かぞく いっしょ く

３．福祉施設（障害者支援施設、老人福祉施設）で暮らしたい
ふくししせつ しょうがいしゃしえんしせつ ろうじんふくししせつ く

４．グループホームで暮らしたい
く

５．その他（ ）
た

６．わからない暮
く

問21．あなたが自宅など地域で生活することを考えたとき、どのような支援があればよいと
じたく ちいき せいかつ かんが しえん

思いますか。（主なもの３つまでに○）
おも おも

１．在宅で医療ケアなどが適切に受けられること
ざいたく いりょう てきせつ う

２．日常生活上の援助（必要な手続きの支援など）が受けられること
にちじょうせいかつじょう えんじょ ひつよう てつづき しえん う

３．自宅以外に過ごす場所があること
じたくいがい す ばしょ

４．障害に対応した住居の確保
しょうがい たいおう じゅうきょ かくほ

５．年金や手当などの経済的な負担の軽減
ねんきん てあて けいざいてき ふたん けいげん

６．相談支援（困ったときにいつでも相談できる場所や人）などの充実
そうだんしえん こま そうだん ばしょ ひと じゅうじつ

７．福祉のサービスが適切に利用できること
ふくし てきせつ りよう

８．就労に向けたの支援
しゅうろう む しえん

９．地域の人たちによる支援
ちいき ひと しえん

10．わからない理解
りかい

11.その他（ ）
た
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差別の解消
さべつ かいしょう

平成28年4月から施行されている『障害者差別解消法』では、障害のある人への「不当な
へいせい ねん がつ しこう しょうがいしゃさべつかいしょうほう しょうがい ひと ふとう

差別的取扱い」が禁止されるとともに、障害のある人に対し、「合理的配慮」を行うよう努め
さべつてきとりあつか きんし しょうがい ひと たい ごうりてきはいりょ おこな つと

なければならないものとされています。

問22．あなたは日ごろの生活のなかで、障害がある人への配慮がなされている、または、なされ
ひ せいかつ しょうがい ひと はいりょ

ていないと感じたことがありますか。（１つだけ○）
かん

１．一定の配慮がなされていると思う
いってい はいりょ おも

２．どちらかといえば配慮がなされていると思うが、まだ不十分と思う
はいりょ おも ふじゅうぶん おも

３．どちらかといえば配慮がなされていないと思う
はいりょ おも

４．ほとんど配慮がなされていないと思う
はいりょ おも

５．わからない

６．その他（ ）
た

問23．日常生活で差別や偏見、疎外感を感じるときがありますか。（１つだけ○）
にちじょうせいかつ さべつ へんけん そがいかん かん

１．よく感じる ２.ときどき感じる ⇒ 問24へ
かん かん

３．ほとんど感じたことはない ４.まったく感じたことがない ⇒ 問25へ
かん かん

問24．問22で「１．よく感じる」か「２．ときどき感じる」と回答した方に伺います。
とい かん かん かいとう かた うかが

どのようなときにそれを感じましたか。（あてはまるものすべてに○）
かん

１．街角での人の視線 ２．店での買い物など ３．市役所や公共施設の利用
まちかど ひと しせん みせ か もの しやくしょ こうきょうしせつ りよう

４．施設や病院の利用 ５．福祉や医療のサービスの利用 ６．地域の行事や集まり
しせつ びょういん りよう ふくし いりょう りよう ちいき ぎょうじ あつ

７．職場 ８．仕事や収 入 ９．教育の場
しょくば しごと しゅうにゅう きょういく ば

10．住まい探し 11．交通機関の利用 12．スポーツ・趣味の活動
す さが こうつうきかん りよう しゅみ かつどう

13．情報提供 14．冠婚葬祭 15．人間関係
じょうほうていきょう かんこんそうさい にんげんかんけい

16．わからない 17．その他（ ）
た
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問25．配慮が感じられたこと、逆に、配慮がされていない（差別がある）と感じられたことの具体的
はいりょ かん ぎゃく はいりょ さべつ かん ぐたいてき

例がございましたら、ご自由にお書きください。
れい じゆう か

配慮が感じられたことの具体例
はいりょ かん ぐ た い れ い

配慮がされていない（差別がある）と感じられたことの具体例
はいりょ さべつ かん ぐたいれい

また、そのように感じられた後、どのように対応されたのか（相手に伝えた、市に相談した、特に
かん あと たいおう あいて つた し そうだん とく

何もしなかった、など）、さしつかえなければお書きください。
なに か
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問26．あなたが宇和島市でさらに暮らしやすくなるために、障害のある人に対する施策や取り 組
う わ じ ま し く しょうがい ひと たい しさく と く

みなどについてのお考えやご意見などがございましたらご自由にお書きください。
かんが いけん じゆう か

ご協 力ありがとうございました。
きょうりょく


