
                                               【調査の概要】
                    調査期間　：　2019年6月14日（金）～16日（日）

                    調査方法　：　電話法（固定・携帯RDD）

                    調査対象　：　全国の18歳以上の男女　2,374人

                                   【固定電話 996人 / 携帯電話 1,378人】

                    回答数（率）：　1,269人（53.5％）

                               【固定電話 645人（64.8％） / 携帯電話 624人(45.3％)】

1． いる（いた） ･････････ 46.5 ％
2． いない ･････････ 50.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 2.6 ％

1． くわしく覚えている ･････････ 14.3 ％
2． ある程度覚えている ･････････ 60.0 ％
3． あまり覚えていない ･････････ 17.8 ％
4． まったく覚えていない ･････････ 4.6 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 3.4 ％

1． かなり進んでいる ･････････ 1.0 ％
2． ある程度進んでいる ･････････ 17.2 ％
3． あまり進んでいない ･････････ 60.2 ％
4． まったく進んでいない ･････････ 13.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 8.4 ％

1． かなりある ･････････ 17.8 ％
2． ある程度ある ･････････ 59.5 ％
3． あまりない ･････････ 15.3 ％
4． まったくない ･････････ 2.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 5.2 ％

1． かなりある ･････････ 3.3 ％
2． ある程度ある ･････････ 21.9 ％
3． あまりない ･････････ 46.4 ％
4． まったくない ･････････ 22.1 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 6.3 ％

「障害者共生社会に関する世論調査」　 単純集計結果

第１問
これから、障害のある人と社会の関わりについてお伺いします。
家庭や職場など、あなたの身近に、ご自身も含めて障害のある人はいますか。または、これまでにいましたか。それともい
ませんか。

第２問
３年前の７月、神奈川県相模原市の知的障害者施設で、入所者１９人が元職員の男に殺害された事件がありました。あな
たはこの事件のことをどの程度覚えていますか。次の４つの中から１つ選んでください。

第３問
この事件を受けて、障害のあるなしに関わらず、だれもが暮らしやすい社会、「共生社会」の実現が課題として浮かび上が
りました。事件から３年がたちますが、あなたは共生社会の実現に向けた取り組みがどの程度進んでいると思いますか。次
の４つの中から１つ選んでください。

第４問
あなたは、今の日本の社会に、障害のある人に対する差別や偏見があると思いますか。それともないと思いますか。次の４
つの中から１つ選んでください。

第５問
それでは、あなた自身に、障害のある人に対する差別や偏見があると思いますか。それともないと思いますか。次の４つの
中から１つ選んでください。
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1． 今のままでよい ･････････ 17.7 ％
2． 十分ではない ･････････ 67.4 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 14.9 ％

1． 今のままでよい ･････････ 14.2 ％
2． 十分ではない ･････････ 70.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 14.9 ％

1． 今のままでよい ･････････ 14.1 ％
2． 十分ではない ･････････ 74.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 11.0 ％

1． 今のままでよい ･････････ 11.4 ％
2． 十分ではない ･････････ 74.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 13.6 ％

1． 今のままでよい ･････････ 12.8 ％
2． 十分ではない ･････････ 61.7 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 25.5 ％

1． 今のままでよい ･････････ 8.4 ％
2． 十分ではない ･････････ 74.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 16.7 ％

第６問Ｃ
「障害のある人に配慮した建物や交通手段の整備」はいかがですか。

第６問Ｄ
「障害のある人が、福祉施設だけではなく、地域の人たちと一緒に暮らせる環境の整備」はいかがですか。

第６問Ｅ
「差別を禁じるための法律の整備」はいかがですか。

第６問Ｆ
「障害のある子どもを育てやすい環境の整備」はいかがですか。

第６問Ｂ
「障害のある人の就職の支援」はいかがですか。

第６問Ａ
次に、差別や偏見をなくすための取り組についてお伺いします。取り組みを１つずつ読み上げますので、それぞれ「今の
ままでよい」か「十分ではない」かでお答えください。

それでは「障害の有無にかかわらずともに学ぶ教育」はいかがですか。
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1． 男性 ･････････ 52.6 ％
2． 女性 ･････････ 47.4 ％

1． 18～19歳 ･････････ 1.8 ％
2． 20代 ･････････ 6.6 ％
3． 30代 ･････････ 9.3 ％
4． 40代 ･････････ 14.7 ％
5． 50代 ･････････ 14.8 ％
6． 60代 ･････････ 18.0 ％
7． 70歳以上 ･････････ 33.4 ％
8． 無回答 ･････････ 1.4 ％

1． 18～39歳 ･････････ 17.7 ％
2． 40～50代 ･････････ 29.5 ％
3． 60歳以上 ･････････ 51.4 ％
4． 無回答 ･････････ 1.4 ％

1． 男性18～19歳 ･････････ 1.0 ％
2． 男性20代 ･････････ 4.1 ％
3． 男性30代 ･････････ 5.9 ％
4． 男性40代 ･････････ 8.9 ％
5． 男性50代 ･････････ 7.6 ％
6． 男性60代 ･････････ 9.4 ％
7． 男性70歳以上 ･････････ 14.9 ％
8． 女性18～19歳 ･････････ 0.8 ％
9． 女性20代 ･････････ 2.5 ％

10． 女性30代 ･････････ 3.4 ％
11． 女性40代 ･････････ 5.8 ％
12． 女性50代 ･････････ 7.2 ％
13． 女性60代 ･････････ 8.6 ％
14． 女性70歳以上 ･････････ 18.5 ％
15． 無回答 ･････････ 1.4 ％

1． 男性18～39歳 ･････････ 11.0 ％
2． 男性40～59歳 ･････････ 16.5 ％
3． 男性60歳以上 ･････････ 24.3 ％
4． 女性18～39歳 ･････････ 6.7 ％
5． 女性40～59歳 ･････････ 12.9 ％
6． 女性60歳以上 ･････････ 27.1 ％
7． 無回答 ･････････ 1.4 ％

年層
まず、年齢についてうかがいます。あなたの年齢は何十代でしょうか。

年層(２０歳刻み）

性・年層

性・年層（２０歳刻み）

性別（声で判断） 
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