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調査の目的と方法

【調査の目的】

杉並区にお住まいの身体障害者手帳等をお持ちの方、難病患者

等及びその家族を対象に、通所サービスの利用に関すること及び

生活の困りごとなどについての調査

→通所サービスに対する障害当事者及びその家族のニーズを明

らかにし、杉並区における障害当事者及びその家族の生活の質の

向上に向けた通所サービスのあり方を明らかにする。

ちょうさ もくてき ほうほう

ちょうさ もくてき

すぎなみく すまい しんたい しょうがいしゃ てちょう とう おもち かた なんびょうかんじゃ

とう および かぞく たいしょう つうしょ さーびす りよう かんする および

せいかつ こまり ちょうさ

つうしょ さーびす たい しょうがいとうじしゃ および かぞく にーず あき

すぎなみく しょうがいとうじしゃ および かぞく せいかつ しつ

こうじょう むけ つうしょ さーびす かた あき



【調査の方法】

○現在、通所型サービスを利用している利用者、及びその

家族に対しては、杉並区にある、障害者総合支援法に基づ

く生活介護、就労継続支援B型の事業所を通じて配布した。

○通所型サービスを利用していない障害当事者、及びその家

族に対しては杉並区保健福祉部障害者生活支援課を通じて対

象者を抽出し、郵送にて実施した。

○調査は、令和2年6月1日～6月30日までの間に実施した。

げんざい つうしょがた さーびす りよう りようしゃ および

かぞく たい すぎなみく しょうがいしゃ そうごう しえんほう もと

せいかつかいご しょうろうけいぞくしえん ビーがた じぎょうしょ つうじ はいふ

つうしょがた さーびす りよう しょうがい とうじしゃ および か

ぞく たいし すぎなみく ほけん ふくしぶ しょうがいしゃ せいかつ しえんか つうじ たい

しょうしゃ ちゅうしゅつ ゆうそう じっし

ちょうさ れいわ 2 ねん 6 がつ 1 にち から 6 がつ 30 にち あいだ じっし

ちょうさ ほうほう



回収率

調査対象 配布 回収（％）

通所型サービスを利用している障害当事者 747 346（46.3）

通所型サービスを利用している障害当事者の家族 747 314（42.0）

通所型サービスを利用していない障害当事者 29 12（41.4）

通所型サービスを利用していない障害当事者の家族 29 16（55.2）

かいしゅうりつ

ちょうさたいしょう はいふ かいしゅう



回答者の概況
.

（通所サービス利用者とそのご家族）
○通所サービスご利用者の年齢の分布

・30～49歳が4割弱、65歳は1割弱

○通所サービスご利用者のご家族の年齢の分布

・40歳以上64歳以下が4割強

・3割強が65歳以上（1割強が75歳以上）

○ご家族との同居の状況

・8割弱が同居

かいとうしゃ がいきょう

つうしょ さーびす りようしゃ かぞく

つうしょ さーびす りようしゃ ねんれい ぶんぷ

つうしょ さーびす りようしゃ かぞく ねんれい ぶんぷ

かぞく どうきょ じょうきょう

30 から 49 さい ４わりじゃく さい １わりじゃく

40 さいいじょう 64 さいいか 4わりきょう

3 わりきょう 65さいいじょう 1 わりきょう 75さい いじょう

8 わりじゃく どうきょ



通所サービスの満足度

送迎・入浴・食事・排泄・機能訓練・外出支援・レクリエーション・作業内容・工賃・建物の広さ

や環境・職員の対応→「満足」「やや満足」で概ね80％
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つうしょ さーぴす まん ぞく ど

そうげい ・ にゅうよく・ しょくじ・ はいせつ・ きのうくんれん ・ がいしゅつしえん ・ れくりえーしょんつうしょん ・ さぎょうないよう・ こうちん・ たてものの ひろさ

かんきょう・しょくいん たいおう まんぞく まんぞく おおむね 80 ぱーせんと



不満・やや不満の自由記述

○「工賃」に関すること

「もう少し工賃を上げてほしい。」「工賃はほとんどない」

○職員の定着率、スキルに関すること

「職員が次々に入れ替わり定着しない」「何よりも職員の定着。そしてスキ

ルの向上を願っている。」

○建物に関すること

「建物の老朽化」「入浴設備がない」

ふまん ふまん じゆう きじゅつ

こうちん かんする

すこし こうちん あげ こうちん

しょくいん ていちゃくりつ すきる かんする

しょくいん つぎつぎ いれ かわり ていちゃく なに しょくいん ていちゃく すき

る こうじょう ねがって

たてもの かんする

たてもの ろうきゅうか にゅうよく せつび



○送迎に関すること

「グループホームから片道１時間４０分かかります。」

「送迎、自宅の前の道を送迎バスが通るが、自宅前には停まってもらえない」

「遠方のためバスを利用したいが該当地域に入っていないため」

「バスポイントまで遠い」

○サービス内容に関すること

「元来、現在通わせている施設に入浴ケアサービスは無い」

「期間内で工夫して行われていると思いますが、もう少し訓練の場面、時間

帯が欲しいところです」

「もう少しレクリエーション（外出、遠足など）があると良い」

そうげい かんする

さーびす ないよう かんする

ぐるーぷ ほーむ かたみち 1 じかく 40 ふん

そうげい じたく まえ みち そうげい ばす とおる じたくまえ とまって

えんぽう ばす りよう がいとう ちいき はいって

ばす ぽいんと とおい

がんらい げんざい かよわせ しせつ にゅうよく ケア サービス ない

きかんない くふう おこなわ おもい すこし くんれん ばあい じかん

たい ほしい

すこし れくりえーしょん がいしゅつ えんそく よい



通所サービス利用時間外で困っていること

通所サービスでの困っていることに関して、「とても困っている」「少し困っている」と回答したものが40％以

上だった項目として「屋外の移動」「レクリエーション・レジャー」であった。

つうしょ さーびす りよう じかん がい こまって

つうしょ さーびす こまって かんして こまって すこしこまって かいとう 40ぱーせんとい

じょう こうもく おくがい いどう れくりえーしょん ・ れじゃー



家族の年齢と介護の支障の程度

○通所サービスを利用している障害当事者の家族の年齢と介護の支障の程度をみると、「40歳以上64歳

以下」から、年齢階層が上がるにつれて、「とても介護に支障がでてきた」の占める割合が増加し

ていた。

かぞく ねんれい かいご ししょう ていど

いか ねんれい かいそう あが かいご ししょう しめる わりあい ぞうか

つうしょ さーびす りよう しょうがいとうじしゃ かぞく ねんれい かいご ししょう ていど 40 さいいじょう 64 さい



家族の健康状態と介護の負担感

〇通所サービスを利用している障害当事者の家族の健康状態と介護の負担感をみると、すべてのケア（屋内の移動、屋外の移動、入

浴、食事、排泄、機能訓練、レクリエーション・レジャー、医療）において、健康状態が介護に支障がある程度が増すほど、

介護の負担感が増していた。「とても負担がある」の回答については、「屋外の移動」（80.0％） 「入浴」（55.0％）

「レクリエーション・レジャー」（65.0％）が特に割合が高い項目だった。

かぞく けんこうじょうたい かいご ふたんかん

けんこうじょうたい かいご ししょう ていど ます

かいご ふたんかん まし おくがい いどう にゅうよく

れくりえーしょん ・ れじゃー



自由記述（年齢に関すること）

「自分自身が悪い所が出てきたり、体力が落ちてきたとのこと。当事者の体力も落ちてきて、

介護度が高くなったため、負担を感じるようになった。たとえば、当事者の歩行の出来る距離

が短くなり、車イスに乗ることが多くなった。自分の体力が落ち、長時間車イスを押すことを

重いと感じるようになった、など」

「高齢になるにつれ、本人の体力について行けなくなってきた。親自身が病気にかかり、以前のように

世話をするのが困難になりつつある」

「70才を越えて車の運転を止めたので遠出は出来なくなり又外出先の慣れない場所での介助が難し

くなりました。トイレも1人介助では困難」

「本人は１人で外出できないので、必ず付き添いがついて、車を運転しないといけないのが、年ととも

にヒザや目が悪くなり、運転が疲れ、負担になってきた」

じゅう きじゅつ ねんれい かんする

じぶんじしん わるいところ でて たいりょく おちて とうじしゃ たいりょく おちて

かいごど たかく ふたん かんじる とうじしゃ ほこう できる きょり

みじかく くるまいす のる おおく じぶん たいりょく おち ちょうじかんくるまいす おす

おもい かんじ

こうれい ほんにん たいりょく いけなく おやじしん びょうき いぜん

せわ こんなん

70 さい こえ くるま うんてん やめ とおで できなく また がいしゅつさき なれ ばしょ かいじょ むずかし

といれ ひとり かいじょ こんなん

ほんにん ひとり がいしゅつ かならず つきそい くるま うんてん とし

ひざ め わるく うんてん つかれ ふたん



介護者が抱える将来の不安

障害当事者の将来に対する不安に関して全ての項目に対して８０％以上が「とても不安がある」「少し不安がある」と回答した。「現在の通

所サービスが受けられるかについて」については、230人（83.3％）が「とても不安がある」「少し不安がある」

と回答した。

かいごしゃ かかえ しょうらい ふあん

しょ さーびす うけ ふあん すこし ふあん

げんざい つう

かいとう



通所サービスを利用する障害当事者の年齢区分と困りごと

通所サービスを利用する障害当事者の年齢区分と困りごとについて、「屋内の移動」「屋外の移動」「食事」

「機能訓練」については、50歳～64歳の割合に比べ、65歳以上の回答割合が増えていた。

つうしょ さーびす りよう しょうがいしとうじしゃ ねんれいくぶん こまり

おくない いどう おくがい いどう しょくじ

きのうくんれん 50 さいから 64 さい わりあい くらべ 65 さいいじょう かいとうわりあい ふえ



通所サービスを利用していない時間帯の困りごと

通所サービスを利用している本人・家族は、サービス利用時間以外で困っていること、通所利用し

ていない本人・家族の困っていることを比較してみると、「とても困っている」「少し困って

いる」を合わせた割合は、障害当事者の「レクリエーション」「医療」及び、家族の「機能

訓練」以外は、通所サービスを利用していない本人・家族のほうが、割合が高かった。

つうしょ さーびす りよう じかんたい こまり

こまって すこし こまって

あわ わりあい しょうがいとうじしゃ れくりえーしょん いりょう および かぞく きのう

くんれん いがい つうしょ さーびす りよう ほんにん かぞく わりあい たか



まとめ

〇通所サービスの利用について、障害当事者及びその

家族の多くは、高い満足度を示していた。

〇一方、少数ではあるが、不満、やや不満とする回答が

みられた。その中には送迎や、入浴等のサービスについ

ての不満が、事業所の立地や設備面などの状況から生じ

ていると思われるものもあった。

つうしょ さーびす りよう しょうがいとうじしゃ および

かぞく おおく たかい まんぞくで しめし

いっぽう しょうすう ふまん ふまん かいとう

そうげい にゅうよくとう さーびす

ふまん じぎょうしょ りっち せつびめん じょうきょう しょうじ

おもわ



〇家族介護者については、加齢や健康状態の悪化が介護負担の増大

に結びつき、現状の通所サービスだけではそれに対応しきれていな

いニーズの存在が示唆された。

〇障害当事者においても、65歳以上になると、それ以前の年齢層

に比べ、通所サービスにおいて加齢に伴う心身の変化により新たな

ニーズが顕在化する状況が示唆された。

〇通所サービスを利用していない障害当事者及びその家族は、通所

サービスを利用している本人・家族と比較して、日常生活において

困難さが大きいことが示唆され、それに対応する通所サービスの対

応力の向上及び、選択肢を増やす必要性が示唆された。

かぞく かいごしゃ かれい けんこうじょうたい あっか かいごふたん ぞうだい

むすび げんじょう つうしょ さーびす たいおう

しょうがいとうじしゃ 65 さいいじょう いぜん ねんれいそう

にーず そんざい しさ

くらべ つうしょ さーびす かれい ともなう しんしん へんか あらた

にーす゜ けんざいか じょうきょう しさ

つうしょ さーびす りよう しょうがいとうじしゃ および かぞく つうしょ

さーびす りよう ほんにん かぞく ひかく にちじょうせいかつ

こんなん おおきい しさ たいおう つうしょ さーびす たい

おうりょく こうじょう および せんたくし ふやす ひつようせい しさ



調査にご協力いただいた皆様

貴重なご意見をお寄せいただき

ありがとうございました。

ちょうさ きょうりょく みなさま

きちょう いげん およせ
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