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郵 送 

社会福祉施設等 
障害福祉サービス事業所 
相談支援事業所 

 

 

調   査   の   概   要 

１ 調査の目的 
この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のた

めの基礎資料を得ることを目的とした。 
 

２ 調査の対象及び客体 
施 設 票：次ページに掲げる社会福祉施設等(82 種類)を対象とし、その全数(休止中を含む。)を客

体とした。 
障害福祉サービス等事業所票：障害者自立支援法による障害福祉サービス事業所              

(15種類)及び相談支援事業所を対象とし、その全数(休止中の
事業所を含む。)を客体とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 調査の時期 
平成 23年 10月 1日 

 
４ 調査事項 

施 設 票：施設の種類、施設名、所在地、設置・経営主体、定員、在所者の状況、従事者 
の状況等 

障害福祉サービス等事業所票：事業所の種類、事業所名、所在地、経営主体、サービスの種 
類と提供                        類と提供状況、従事者数等 

 
５ 調査方法及び系統 
 

厚生労働省 

 

  ※調査方法及び系統について 
   調査票の配布・回収は、平成 20年調査までは、社会福祉施設等については都道府県・指定 

都市・中核市が実施し、障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所については厚生労働省 
から郵送で実施していたが、平成 21年調査よりすべての調査票を厚生労働省が委託した民間 
事業者からの郵送に変更した。 

1) 2) 3)
 調査対象施設・事業所数 回収施設・事業所数 集計施設・事業所数 回収率（％）

施　　設　　票

生活保護法による保護施設  295  295  294 100.0

老人福祉法による老人福祉施設  4) 5 228 4 854 4 827 92.8

障害者自立支援法による障害者支援施設等 4 753 4 276 4 263 90.0

旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設   5)  326  286  286 87.7

旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設   5) 1 318 1 129 1 127 85.7

 419  366  366 87.4

 327  320  318 97.9

売春防止法による婦人保護施設  46  46  45 100.0

児童福祉法による児童福祉施設      33 711 31 953 31 599 94.8

（再掲）保育所 23 272 21 845 21 751 93.9

母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設  61  61  60 100.0

その他の社会福祉施設等 8 133 7 037 6 944 86.5

障害福祉サービス等事業所票

障害福祉サービス等事業所 34 714 28 536 27 803 82.2

１）　施設の種類別内訳は26ページ参考表を参照。

2）　回収施設・事業所数は調査対象施設・事業所数から未回収等の施設・事業所を除いた数である。

3）　集計施設・事業所数は回収施設・事業所数のうち活動中の施設・事業所数である。

4) 　老人福祉施設には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターを含まない。

注　：

旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による
精神障害者社会復帰施設    5)

身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

5）　障害者自立支援法の経過措置による旧法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）の施設である。
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６ 結果の集計 

結果の集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部で行った。 
 

７ 利用上の注意 
(1)表章記号の規約  

計数のない場合                   － 
統計項目のあり得ない場合                       ・ 
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合    … 
表章単位の 1/2未満の場合              0.0 

    
(2) 回収施設・事業所のうち活動中の施設、事業所について集計した。 
(3) この概況に掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が｢総数｣にあわない場合が 

ある。 
(4) 東日本大震災の被災地域（津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故
による警戒区域等を含む市町村。）に所在する施設・事業所（418施設、471事業所）は調査
を見合わせた。 

 【調査を見合わせた市町村】 
  宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、 
      山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町 
  福島県 相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 
      双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 
 
 
 
調査対象施設・事業所一覧 
 

生活保護法による保護施設 売春防止法による婦人保護施設 

救護施設   婦人保護施設  母子福祉センター

更生施設  知的障害者入所更生施設 児童福祉法による児童福祉施設 母子休養ホーム

医療保護施設  知的障害者通所更生施設 助産施設 その他の社会福祉施設等 

授産施設 知的障害者入所授産施設 乳児院  授産施設

宿所提供施設   知的障害者通所授産施設 母子生活支援施設 宿所提供施設 

老人福祉法による老人福祉施設 知的障害者小規模通所授産施設 保育所  盲人ホーム 

養護老人ホーム（一般） 知的障害者通勤寮 児童養護施設  無料低額診療施設 

養護老人ホーム（盲） 知的障害者福祉工場  知的障害児施設 隣保館  

軽費老人ホーム　Ａ型 自閉症児施設 へき地保健福祉館   

軽費老人ホーム　Ｂ型 知的障害児通園施設 へき地保育所 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 精神障害者生活訓練施設 盲児施設  有料老人ホーム  

老人福祉センター（特Ａ型） 精神障害者福祉ホーム（Ｂ型） ろうあ児施設 

老人福祉センター（Ａ型）  精神障害者授産施設（入所） 難聴幼児通園施設

老人福祉センター（Ｂ型） 精神障害者授産施設（通所） 肢体不自由児施設 居宅介護事業所

精神障害者小規模通所授産施設 肢体不自由児通園施設 重度訪問介護事業所

障害者支援施設 精神障害者福祉工場 肢体不自由児療護施設 行動援護事業所

地域活動支援センター 重症心身障害児施設 療養介護事業所

福祉ホーム 情緒障害児短期治療施設 生活介護事業所

身体障害者福祉センター（Ａ型）  児童自立支援施設 児童デイサービス事業所

身体障害者福祉センター（Ｂ型） 児童家庭支援センター 重度障害者等包括支援事業所

肢体不自由者更生施設 障害者更生センター  小型児童館 相談支援事業所

視覚障害者更生施設 補装具製作施設 児童センタ－ 共同生活介護事業所

聴覚・言語障害者更生施設   盲導犬訓練施設 大型児童館Ａ型 共同生活援助事業所

内部障害者更生施設    点字図書館 大型児童館Ｂ型 短期入所事業所

身体障害者療護施設 点字出版施設 大型児童館Ｃ型 自立訓練（機能訓練）事業所

身体障害者入所授産施設  聴覚障害者情報提供施設 その他の児童館 自立訓練（生活訓練）事業所

身体障害者通所授産施設 児童遊園  就労移行支援事業所

身体障害者小規模通所授産施設 就労継続支援（Ａ型）事業所

身体障害者福祉工場 就労継続支援（Ｂ型）事業所

障害者自立支援法による
障害福祉サービス等事業所

障害者自立支援法による障害者支援施設等

旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる精神障害者社会復帰施設

旧身体障害者福祉法による
身体障害者更生援護施設

身体障害者福祉法による
身体障害者社会参加支援施設

旧知的障害者福祉法による
知的障害者援護施設

母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 


