
過去に実施した調査の回収数と回収率 資料５ 
 

１ 福祉計画調査（平成 13 年度） 
 

分野 調査名 調査対象者 調査方法 対象者数 有効回収数 有効回収率 

地域福祉 福祉一般 20 歳以上の市民 郵送法（督促礼状１回） 3,000 人 1,514 件 50.5％ 

高齢者一般（65 歳以上） 65 歳以上の男女 郵送法（督促礼状１回） 3,000 人 2,481 件 82.7％ 

一般成人（40～64 歳） 40～64 歳の男女 郵送法（督促礼状１回） 1,000 人 580 件 58.0％ 

要支援・要介護者（在宅） 
介護保険で要支援・要介護の認定を受けてい

る在宅生活者 
郵送法（督促礼状１回） 3,414 人 2,549 件 74.7％ 

要支援・要介護者（特養） 特別養護老人ホーム入所者 施設へ持参－郵送回収 459 人 423 件 92.2％ 

高齢者福祉

介護サービス利用意向調査 
平成 13 年 10 月に介護保険の居宅介護サー

ビスの利用実績があった人 
ケアマネジャーに記入依頼 369 人 369 件 100.0％ 

身体障害者 身体障害者手帳所持者 郵送法（督促礼状１回） 1,329 人 979 件 73.7％ 

知的障害者 愛の手帳所持者 郵送法（督促礼状１回） 600 人 425 件 70.8％ 

精神障害者 市内の精神障害がある方 関係団体を通じて配布･回収 300 人 169 件 56.3％ 

障害者福祉

難病患者 指定疾病手当受給対象者 郵送法（督促礼状１回） 700 人 448 件 64.0％ 

就学前児童 就学前児童の保護者 郵送法（督促礼状１回） 1,800 人 1027 件 57.1％ 

小学校１～３年生 小学校１～３年生の保護者 郵送法（督促礼状１回） 600 人 395 件 65.8％ 

小学校４～６年生 小学校４～６年生 学校配布・回収 460 人 444 件 96.5％ 

中学生 中学校１～３年生 学校配布・回収 552 人 526 件 95.3％ 

子育て支援

20 代独身者 20 代の未婚男女 郵送法（督促礼状１回） 800 人 228 件 28.5％ 

 

 



２ 市民意向調査（次世代育成支援行動計画策定のため）（平成 15 年度） 
 

調査名 調査対象者 調査方法 対象者数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童調査 市内在住の就学前児童（０歳～５歳）のいる世帯 郵送法 3,000 世帯 1,765 件 58.8％ 

小学校児童調査 市内在住の小学校児童のいる世帯 郵送法 2,000 世帯 1,109 件 55.5％ 

 

３ 高齢者等の実態・意向アンケート調査（平成 17 年度） 
 

調査名 調査対象者 調査方法 対象者数 有効回収数 有効回収率 

一般高齢者調査 
市内在住の第１号被保険者 

（要支援・要介護認定者をのぞく） 
郵送法（督促礼状１回） 3,000 人 2,470 件 82.3％ 

介護保険居宅サービス利用者調査 平成 17 年３月現在の介護保険居宅サービス利用者 郵送法（督促礼状１回） 2,800 人 2,135 件 76.3％ 

介護保険施設サービス利用者調査 平成 17 年３月現在の介護保険施設サービス利用者 
郵送法（市内介護施設には

直接配布） 
500 人 341 件 68.2％ 

介護保険サービス未利用者調査 
平成 17 年３月現在の要支援・要介護認定者のうち、

介護保険サービスを利用していない人 
郵送法（督促礼状１回） 500 人 379 件 75.8％ 

市民意識調査 
市内在住の 20 歳以上 65 歳未満の市民 

（要支援・要介護認定者をのぞく） 
郵送法（督促礼状１回） 1,500 人 717 件 47.8％ 

居宅介護支援事業者調査 
府中市の要支援・要介護認定者のケアプランを作成

する居宅介護支援事業者 
郵送法（督促礼状１回） 45 事業所 40 件 88.9％ 

 

４ 障害福祉計画策定のための調査（平成 18 年度） 
 

調査名 調査対象者 調査方法 対象者数 有効回収数 有効回収率 

身体障害者（障害のある人への調査） 身体障害者手帳所持者より無作為抽出 郵送法（督促礼状１回） 1,000 人 712 件 71.2％ 

知的障害者（障害のある人への調査） 愛の手帳所持者より無作為抽出 郵送法（督促礼状１回） 300 人 222 件 74.0％ 

精神障害者（障害のある人への調査） 
精神障害のある方のうち市内の関係施設・団体を 

通じて調査可能な方 

関係団体を通じて配布－ 

郵送回収 
200 人 133 件 66.5％ 

難病患者調査 市内在住の指定疾病者福祉手当受給者 郵送法 200 人 153 件 76.5％ 

障害者福祉関連団体調査 市内の障害者福祉関連団体 郵送法 7 団体 7 件 100.0％ 

障害者福祉施設調査 市内の障害者福祉施設 郵送法 37 施設 29 件 78.4％ 

 


