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はじめに  

 2007 年、日本は前年の国連総会で採択された「障害者権利条約（障害者の権利に関

する条約）」に署名し、以降、条約締結に向けた国内法の整備等を進め、2014 年 1 月

に「障害者権利条約」を批准するに至りました。障害者権利条約に深く関係する法律と

して、２０１３年 6 月には「障害を理由とする差別の解消を推進する法律（障害者差別

解消法）」が公布され、いよいよ 2016 年 4 月から施行されます。 

 久喜市では、障害者差別解消法の施行にあたり、国の基本方針（平成２７年２月２４

日閣議決定）に即して、市職員が適切に対応するために必要な「対応要領」を作成し、

障がいを理由とする差別の解消の推進に積極的に取り組むことといたしました。 

 このため、障がい者の方々に差別偏見問題の現状等についてご意見等を伺い、「久喜

市職員対応要領」の作成に必要な基礎資料として、アンケート調査を実施いたしました。 

 このたび、アンケートの実施内容、ご意見等につきまして、以下のとおり取りまとめ

ることができましたのでご報告いたします。 

また、この調査によって得られた結果や自由記載欄でお寄せいただいたご意見は、今

後の福祉行政を進める上での貴重な資料として、役立ててまいります。ご協力いただき

ました、障がい者団体並びに障がい福祉事業所の皆様、ご回答をいただきました皆様に

心から感謝申し上げます。 
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障がい者への差別等及び配慮に関するアンケート調査 

 

１ アンケート対象者：市内各障がい者団体等及び市内障がい福祉通所サービス利用者 

          ・団体等：11 団体 

          ・障がい福祉サービス事業者：10 団体（26 事業所） 

２ 実施期間：平成 27 年 8 月 7 日 ～ 8 月 31 日 
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障がい者への差別等及び配慮に関するアンケート調査概要 

 
 
あなた自身（障がい者ご本人）のことについておたずねします。 
 

【性別】  男性  ・  女性 

【障がい者と回答者との関係】 

  本人   親   子   兄弟姉妹   その他（       ） 

【障がい当事者の年齢】     歳 （回答日現在） 

【障がい当事者の手帳種別】 

 ・身体障害者手帳   １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級 

 ・療育手帳      ○Ａ   Ａ  Ｂ  Ｃ 

 ・精神保健福祉手帳   １級  ２級  ３級 

 ・障害者手帳等を所持していない 

【あなたの現在のお住まいの地区は】 

１．久喜地区  ２．菖蒲地区  ３．栗橋地区  ４．鷲宮地区 

 

 

障がい者の方に対する差別等の現状についてお伺いします。 
 

問１．日常生活や社会生活において、障がいがあることによって差別や偏見を感じたことがあり

ますか。（○は１つ） 

  １．よく感じることがある 

  ２．時々感じることがある 

  ３．特に感じたことはない 

  ４．わからない 

 

（問１で「１」または「２」と回答した方にお伺いします） 

問２－１．障がい者に対する差別や偏見を感じるのは、どのような場面ですか。 

  （○はいくつでも） 

  １．近所づきあい         ６．お店の対応 

  ２．地域の行事          ７．学校、保育園等の対応 

  ３．仕事や収入          ８．障がい者施設の対応 

  ４．電車、バス等の利用時     ９．市役所の対応 

  ５．病院や診療所の対応        10．その他（         ） 
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（問２－１で○をつけた方にお伺いします） 

問２―２．問２－１で○をつけた内容について、差し支えない範囲でその具体事例を教えてくだ

さい。 

 

問３．障がいのある人々が社会の一員として地域の中で共に生活を送れるようにすることを「ノ

ーマライゼーション」といいますが、今の社会における「ノーマライゼーション」の理解は

どれくらい深まっていると思いますか。 

（○は１つ） 

  １．多くの人に理解され深まっていると思う 

  ２．理解している人は多少増えてきたと思う 

  ３．あまり変わらない 

  ４．わからない 

 

問４．障がい者への理解を深めるために力をいれるべきことは何だと思いますか。（○は３つま

で） 

  １．スポーツ・文化活動等を通した地域の人々との交流 

  ２．障がいに対する理解を深めるための講座や講演会の開催 

  ３．福祉施設を地域に開かれたものにする 

  ４．小・中・高校等での福祉教育、交流及び共同学習、特別支援教育の充実 

  ５．障がい者の活動の積極的なＰＲ 

  ６．ボランティアの育成 

  ７．障がい者の社会参加の促進 

  ８．その他（                          ）  

 

 久喜市職員の対応状況についてお伺いします。 

 
問５．市役所及び各総合支所の窓口や電話での職員の応対、自宅に届く通知文書等について、障

がい者の方への配慮をどのように感じていますか。 

  （〇は１つ） 

１．配慮はされており、満足している 

２．配慮はされているが、十分とはいえない 

３．どちらかというと配慮が足りないと思う 

４．配慮はほとんど感じられない 

 

（これまでに良いと感じたこと） 

問５－１．窓口や電話での職員の応対、自宅に届く通知文書等について、職員の配慮が感じられ

た具体的な例がございましたら、記入をお願いします。（全職員に広め、窓口対応等の参考

にさせていただきます。） 
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（これまでに不満を感じたこと） 

問５－２．窓口や電話での職員の応対、自宅に届く通知文書等について、配慮が足りないと感じ

られた具体的な例がございましたら、記入をお願いします。（全職員に広め、窓口対応等の

改善に努めさせていただきます。） 

 

問６．市役所以外の公共施設（公民館、文化会館、保健センター、福祉センター、図書館、体育

館、プール等）の予約や利用にあたり、障がい者の方への配慮についてどのように感じてい

ますか。（〇は１つ） 

 １．配慮はされており、満足している 

 ２．配慮はされているが、十分とはいえない 

 ３．どちらかというと配慮が足りないと思う 

 ４．配慮はほとんど感じられない 

 

（これまでに良いと感じたこと） 

問６－１．市役所以外の公共施設（公民館、文化会館、保健センター、福祉センター、図書館、

体育館、プール等）の予約や利用について、職員の配慮が感じられた具体的な例がございま

したら、記入をお願いします。（全職員に広め、窓口対応等の参考にさせていただきます。）   

 

（これまでに不満を感じたこと） 

問６－２．市役所以外の公共施設（公民館、文化会館、保健センター、福祉センター、図書館、

体育館、プール等）の予約や利用について、配慮が足りないと感じられた具体的な例がござ

いましたら、記入をお願いします。（全職員に広め、窓口対応等の改善に努めさせていただ

きます。） 

 

問７．問５及び問６の質問以外で、障がい者の方に対する職員の対応が良かった、あるいは不満

だったと感じた事例がございましたら、記入をお願いします。 

 

問８．その他、設問にないことなどについて、障がい者に対する差別などに関するご意見、ご要

望を自由にお書きください。 
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（人） 
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１ よく感じることがある 

２ 時々感じることがある 

３ 特に感じたことはない 

４ わからない 

（人） 
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１ 近所づきあい 

２ 地域の行事 

３ 仕事や収入 

４ 電車、バス等の利用時 

５ 病院や診療所の対応 

６ お店の対応 

７ 学校、保育園等の対応 

８ 障がい者施設の対応 

９ 市役所の対応 

１０ その他 

１ 多くの人に理解され深まっていると思う 

２ 理解している人は多少増えてきたと思う 

３ あまり変わらない 

４ わからない 

１ スポーツ・文化活動等を通した地域の人々との交流 

２ 障がいに対する理解を深めるための講座や講演会の開催 

３ 福祉施設を地域に開かれたものにする 

４ 小･中･高校等での福祉教育、交流及び共同学習、 

特別支援教育の充実 

５ 障がい者の活動の積極的なPR 

６ ボランティアの育成 

７ 障がい者の社会参加の促進 

８ その他 
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問５ 市役所及び各総合支所の窓口や電話での職員の応対、自宅に届く通知文書等につ

いて、障がい者の方への配慮をどのように感じていますか。 

 

 

問６．市役所以外の公共施設（公民館、文化会館、保健センター、福祉センター、図書

館、体育館、プール等）の予約や利用にあたり、障がい者の方への配慮について

どのように感じていますか。 

 

  

１ 配慮はされており、満足している 

２ 配慮はされているが、十分とはいえない 

３ どちらかというと配慮が足りないと思う 

４ 配慮はほとんど感じられない 

１ 配慮はされており、満足している 

２ 配慮はされているが、十分とはいえない 

３ どちらかというと配慮が足りないと思う 

４ 配慮はほとんど感じられない 
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障がい者への差別等及び配慮に関するアンケート回答 

 

お寄せいただきました回答のうち、ほぼ同じ内容のものにつきましては、一部省略させていただき

ました。また、文章は原文を基本としていますが、固有名詞を含む場合や長文の場合などは、一部省

略・修正させていただきました。 

問 2-2 具体事例 

１ 近所づきあい 

・近所だとすぐに自分の事が広まってしまい嫌です。 

・近所の人には障がい者だという事はだまっている。いろいろな面で差別、偏見があるので、あまり話

できる状態ではない。 

・視覚障がいを理解している人は対応が良いが、理解していない人は対応が良くない。 

・視覚障がい者です。近所の方と道で会ってもわからず通り過ぎてしまうので、「あの人は挨拶をしな

いで知らん顔している」と言われてしまいます。相手の方から声をかけてくださるとうれしいです。 

・私は難聴ですが話すことは出来るので、「耳が悪いのに話せるんだね」と言われたり、電話が出来な

いことをなかなか理解してもらえません。 

・好意ある言葉、行為だと思うものも、それが反対にとても哀しい。 

・できないことはしょうがないと言われた。 

・いつも家にいて過ごしているので、近所の人から奇異な目で見られたり、陰口を言われることが時折

ある。 

・精神科の薬を飲んでいるので、近所の人に偏見を持たれている。 

・（自分のことを）偏見のまなざしで見る。 

・外見では障がいだとわからず、なぜ泣き叫んでいるのか、突然座り込んでしまうのか、周りから変な

目で見られます。 

・作業所へ行く時間帯になると、表に出て見ている人がいることがある。２～3 人集まるとヒソヒソ話

をしている場面も何回かあった。 

・じろじろ見られる。 

・奇声をあげたとき、変な目でじっと見られる。 

・近所の子どもが好奇の目で見たり、指を差して笑ったり、後をつけたりする。 

・そんなに大きな声ではないが、夜眠れず声を出していると人伝にうるさいと言われる。 

・差別偏見とは異なるかも知れず、多少自意識過剰かも知れないが、挨拶などはそこそこしかしてもら

えないような気がする。今まで来ていた知人も訪問しなくなった。 

・意見が合わないと、頭に必ず「障がい者のくせに！」が付く。 

・障がい特性を理解してもらうのが大変だ。 

・「どうせ嫌な思いをするのだから」と思ってしまい、地域の行事、近所づきあい等、できるだけこち

らから避けている。 

・通所の経路で、こういう人達が自分の家の前を通るのは迷惑だと言われた。 

・無視されたりする。 
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・あいさつをしてもらえない。 

・叱る声が大きくなってしまい、虐待していると思われているのではないかと思う。挨拶しても返して

くれなかったり、関わりを避けられたりする。こちらも無理には望みませんが･･･。 

・子どものころ一緒に遊んでくれなかった。 

・知的障がい、自閉症で言葉も出ず、こちらの言っている事もよく理解できない息子の症状に対して説

明したが、うるさく騒いでしまったり、泣き叫んでしまうことに文句を言われ、何度も謝ったが、う

るさい、しつけが悪いなど言われた。 

・近所や地域の行事など一緒に参加したが、行動を見て距離を置かれることがあった。 

・近所の方に「うちの子はあなたのお子さんの面倒を見る余裕なんてないのであてにしないで欲しい」

と言われたこと。 

・近所づきあいで、辛いことがあります。 

・精神障がい者は、その他の人と扱いが違う。 

 

 

２ 地域の行事 

・地域の行事で障がいがあるため除外される事がある。 

・小学生の時夏祭り（地域の）の誘いすら無かった。 

・集会の連絡がない。 

・障がい者は参加できない雰囲気、内容である。（競争が多い） 

・地域の行事に参加しにくい。人混みの中での車椅子は迷惑に思われそうで、又、そんな目を実際に感

じる。反応がゆっくりな人は、待ってもらえないように感じる。 

・参加できない行事等も多い。 

障がい者に対する不自然を感じる（お年寄りには、障がいがあっても、それほど感じない。若い人に

感じる） 

・障がいの部分をじろじろ見られる。 

・障がい者だと見て分かるのに、「邪魔だ」とか「迷惑な子」だと言葉にしてくる人がまだまだたくさ

んいる。自分から「障がいがあります」とあえてカミングアウトしているにもかかわらず、それに対

して何の対応もしてくれない。 

・見ぬふりをしている。 

 

 

３ 仕事や収入 

・.知的障がいがあるために、福祉作業所でも内職のような仕事しかなく収入も微々たるものであるこ

と。企業就職できても給料は安く、何かあれば真っ先にリストラされてしまう。仕方のないことかも

しれないが。 

・仕事はもちろん出来ない＝収入はない。 

・作業所での工賃が少ないように感じます。仕事を一生懸命頑張っても、なかなか工賃が増えない。 

・障がい者枠での雇用は促進されているが、自立できるほどの収入は得られない。 
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・就業時間が短く、賃金もとても低いので親に負担がかかりすぎる。 

・仕事を選べない事や収入面において少ない。 

・仕事をしたくても仕事自体がない。 

・卒業後の就職先の少なさ。 

・障がい者の働ける職種が少ない。 

・単純作業はできるが人間関係がうまくとれず仕事が続かなかった。 

・仕事で嫌味をいわれる。 

・就労実習先で一生懸命やっているのに怒られてしまう。 

・怒られてしまった時（イライラすることもあるが、がんばっている） 

・障がい者の正社員雇用は少ない。契約社員はボーナスもない。有期雇用のため期間が切られてしま

う。 

・仕事先や教師など障がい児･者についての理解がない。 

・仕事の上司等に障がいのある子がいる事を伝えると、違う理由で早退、遅刻、欠勤しても、障がいの

ある子がいるからと影で言われる。 

・障がいの子がいると面接時に「病気しやすく休みがちになるのでは」と思われてしまうのか採用が難

しい。 

・常勤の仕事時間をこなせず（学校への送迎等のため）、自己実現と経済的負担は大きい。 

学校、保育園の対応で健常の子をもつ親以上に、保育園、学校に関わらなければいけない日々と時間

が多く、そこを他の人に代わってもらうわけにもいかず、常に親の責任を押しつけられている感じで

した。子どものため、母は頑張りましたが･･･ 

・今、働いている職場で契約時間より、仕事を減らされてしまう。仕事がない日は、暇を持て余してし

まい困ってしまう。 

・仕事が出来ないと思って仕事をさせてくれない。 

・手帳所持者は、公的サポートで手厚く保護されている。 

・「視覚」に障がいのある者は、働く場を得ることが非常に困難。 

・会社の入社時に「家族に精神科に通っている人がいないことを証明する書類」にサインをするように

言われた。（サインできなければ解雇） 

 

 

４ 電車、バス等の利用時 

・視覚障がいのため、電車、バス等の利用時にどこ行きなのかわからない。 

・席が空いているのかいないのかわからないので、不自由している。 

・電車に乗って若い者が腰掛けて、杖をついた人が乗ってきても席を譲ってもらえないときがあるので

困っている。もう少し思いやりがほしい。 

・席を譲ってもらえない。 

・電車、バスで優先席にも座ると変な目で見られます。 

・電車の利用時に周りの人に距離を取られてしまった。 

・電車やバスの中で、近くに障がい者がいると避けたり、じっと見たりする。 
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・電車、バス利用時にじろじろ見られたりする。 

・電車内で大きめの声で話をしていると、変な目で見られてしまう。 

・電車や公共の場で大声を出したり、走り回ったりしてしまうと変な目で見られたり、嫌な顔をされた

りすることがある。 

・通院の際電車を利用するが、優先席に座れたことがない。1 度だけ変形した指を見て譲って頂いた時

があった。 

・電車で、老夫婦が子どもにあいさつしたのに返答がない事を不思議がられたので、実は（障がいがあ

ること）と告げると、「昔はこういう子は隔離した。公共の場に連れてくるなんて･･･」と言われ

た。 

・バス等で療育手帳を見せた際に偏見の目で見られることがある。 

・タクシーやバスで、運賃の支払いにまごついた時 

・バスの運転手に今日は介護者はいないのかと聞かれた。 

・混雑時は、後回しにされることがある。（特にバス） 

・大きな包みを持っていても手助けしてくれない。下りる時が大変です。 

・めずらしい（物）を見るような目でじろじろ見られたり本人をずっと見ていたり、そばを通ったりす

ると極端によけたり危険な物をさけるような態度をとられたりします。 

・ちょっとした仕草に違和感を持たれて、観察されてしまう。 

・チラチラ見られる。学年が上がるにつれ、不思議そうな目で見られることが増えた。 

・じろじろ見て、小声で何か言っている。 

・ひとり言を言ってたりするので、変な子という目で見られたり、冷たい対応をされたりします。 

・ひとり言をよく言ってるので、ひそひそ話で指をさして変？みたいな声が聞こえてくる。80 才過ぎ

の女性に、友達に伝える時に目の前で手でパァとやられた。ひどすぎる･･･ 

・車いすで出かけるのが困難である。小さい子や年配者がじろじろ見ている様な視線を感じる。 

・ステップ、乗り換え階段などで、押されて危ない思いをした。スムーズな乗り降りが出来ない。車い

すスペースが少ない。 

・バリアフリーではない事や階段のみでエレベーターがないと入れなかったり等 

・バスで女子高生に「早く降りろよ、うざい」「消えろ、消えろ」とはやされた。 

・耳が聞こえないのに口でパクパク話している人もいます。 

・気にしすぎかもしれませんが、騒いでしまった場合の周りの視線が怖いので公共施設を使えない事が

多い。 

 

 

５ 病院や診療所の対応 

・病院でも障がいがあると伝えたのに、出来ない事があるといらっとした態度をとられたことがありま

した。遠回しに断られたことも･･･ 

・病院において、受付で精神疾患とわかると事務系の人が警戒したそぶりを見せたり、対応に手間取る

ことがある。 

・話を理解出来ず、病院で暴れ「もう来るな」といわれた。 
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・こちらが気にしすぎているのかもしれないのですが、騒いでしまったり、落ちつかなかったりした時

など、少し場所を変えてくれたりして欲しかったなと思った時もあります。 

・以前、障がい名を言っただけで診て頂けないことや、別の所でも泣き叫んでご迷惑をおかけしたのは

事実ですが、診察券を返され、”もっと大きい所に行け”と言われたことがありました。医療機関、

特に年配の医師に障がいに対して理解の無い方が多いように感じます。 

・側にいるだけで変な子か、怖い子として、普通ではない「物」を見るような対応を感じる。 

・相手にしてはいけない子といわれているように感じる。医師によっては、表情や態度に面倒だという

印象が出ている事があった。 

・何この子、変な子みたいな感じで見られる。 

・入院の時に何をするのかわからないので拘束をさせて下さいと言われて、そのために又病気が発症し

て他の病院に 6 ヶ月入院した事がある。 

・検査の時に子どもが言葉の意味が理解できず、何度も同じ検査をする事になり時間がかかってしまっ

たが、その時の態度が口調と顔に出ていた。 

・病院でいうと、待ち時間が長く本人もじっと静かにしているのにも限界があるのですが、外で待つと

順番が飛ばされたりするので、外や車で待っていても大丈夫なシステムを考えてほしい（携帯に順番

がきたら電話をくれるとか）。明らかに障がいがあるとわかっているなら、普通の人と同じマニュア

ルで対応しないでほしい。ただ待つ事だけでも大変なんです。病気で病院に行っているのは他の人と

同じなのに、少し騒ぐとじろじろ見られたり言われたりして障がい者用の病院があればいいと本当に

思います。 

・てんかん発作を起こした時、脳外科の先生は障がいについて全く理解が無く、息子の様子を見て、見

下したように（脳波検査）「できっこない」と怒鳴った。後に別の病院で理解のある検査技士の方に

より脳波検査をしていただきました。 

・あからさまに嫌な顔をされたり、障がいの理解がなく病院での対応が悪く本人がパニックになること

もあった。そもそも病院などは、障がいがあることにもっと理解し勉強してもらいたい。気軽に行け

るような体制にしていってもらいたい。 

・小さい頃は病院でも待つことが全然出来なかったので、近い場所や空いている病院を選んだりして変

えてしまうと、先生にはなぜ変えるのか･･･と疑問に思われてしまいました。これは差別とは違うか

もしれません。 

・「痛み等を伝えられないから」などの理由で、病院でまともに診察してもらえなかった。 

・病院で診察中に子どもが不安で泣いて大きな声を出していたら、看護師２人が診察室の隅で、こちら

を見てヒソヒソ話していました。とても嫌な気分になりました。 

・病院では耳が聞こえない人は、手話は出来ると思っている人が多いです。 

・施設ごとに金額が違うのは仕方ないと思いながらも差がありすぎる。 

・障がい者は入院の時個室に入れられることが多い。 

・病院に関しては、数年前に比べ、障がいのある者に対して配慮、理解がされるようになったが、以

前、病院で待っている時に、子どもがうるさくしてしまい先生に注意された。障がいがあると告げて

も、静かにさせろというように言われた。親としても最大限に努力しても、騒がしくなってしまった

ことにどうしようもない無力を感じます。 
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・診察を断られる。 

・歯科やレストランや駅（電車）等で「じっとしていられない（うるさい）なら利用するのを考えて欲

しい」という旨の言葉を投げられた。 

・医者に行った時に、他人からじろじろ見られていやな思いをしたことがある。 

 

 

６ お店の対応 

・お店（人によって）で座っているだけでも冷たい目で見られる。 

・買い物でレジでのお金のやりとりの時店員さんによって「何、この子？」という目線で見られたこと

があった。（病院の受けつけ時も） 

・お店で、二度と来るなと言わんばかりの対応を受けたことがある。 

・店の人に、障がいの子を店に連れてくるのは迷惑と言われた事がありました。とても不快でした。 

・お店の従業員の方達が障がい者に対して、"かまえている"ようなところがあるために何かギクシャク

とした対応になってしまったりしているようなので、もっと普通に対応してくれたら、こちらも変な

感じに受けとらないと思います。 

・お店の通路がせまい。 

・何回も聞くと嫌な顔をする。 

・外食したお店で･･･食事に少々時間がかかる事もありますが、騒ぐことはなく、食べ終わった瞬間･･･

店主が来て「食事が済んだら席を開けてもらえませんか!! 回りを見れば混雑しているのがわかるでし

ょ!!」と一方的に言われてしまった。障がい者と見てわかるハズ？と思いますが、あまりの冷たい対

応にショックでした。（それほど混んでなかったのに･･･） 

・飲食店で外食をしていた時、息子がパニックを起こし騒いでしまった時店員が他のお客様のご迷惑に

なるからと退店してと言われた事があります。一般のお客様の方が圧倒的に多いので少数派の状況に

は耳を傾けてくれないと感じました。それからフードコートを利用しています。 

・不審者と思われたようで、警備員に監視された事がありました。 

・昔からやっている年寄り経営のお店の方が差別的な態度が強い気がする。 

・店の対応がちょっと怒ったように感じられる。 

・配慮がないだけなのかもしれませんが、これだけバリアフリー化が社会に根ざしてきているにも関ら

ず、新築の店舗なのにバリアフリーがないがしろにされている。「あなた方は来て頂かなくて結構で

すよ」という行為と一緒。 

・不安定なので、紳士ズボンの購入時など試着室に小さい椅子でもあれば助かります。 

・お店によっては、車いすで入れないお店もあるので、行けるお店が限られてしまう。車いすトイレを

設置してるお店もまだまだ少ないため、行ける店が限定されてしまう。 

・モールのエスカレーターで、知らない人に「前の子、障がい者じゃない?最近ここらへんによく障が

い者いるのよね」と言われた。聞こえています･･･。 
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７ 学校、保育園等の対応 

・支援学級に在籍しています。交流学級でお友達と一緒にできる事はやらせてあげたいのに、声をかけ

てもらえなかったり、支援学級だけ手紙が配られなかったり･･･ 

・小学校の普通学級に受け入れていただきましたが、受け入れ体制もないところに入ってお互いが辛か

ったように思います。支援員がいないため、保護者が呼び出されることも多く辛かったです。差別を

一番感じたのは学校側からの言葉だったように思います。 

教員の障がいの理解、支援の仕方など深めてほしかった。 

・教育現場において、障がい等に対する理解を深める取り組みが不十分。 

・呼吸器を使用しているため、学校内待機どころか、教室内（一緒の空間）にいつでもいなくてはなら

ず、義務教育を受けるのに必ず親が一緒でないといけないのはとても負担が大きくビックリしていま

す。スクールバスにも乗せてもらえず毎日往復が大変です。（家の前を通っているのに） 

・小学校で障がいに配慮されず、本人が孤立していることがあった。 

・知的障がい＝何をするかわからない子みたいな見方をされている所があるらしく、一緒に遊びたいと

思っていても相手にはしてもらえなかったですね。 

・特別支援学校に「久喜市放課後子ども教室推進事業」が広がらない。同じ久喜市の子どもであるにも

関わらず、行政自らが差別をしていることの意識が欠けていることに気づいていない。 

・小学生の頃、何かと学校に呼ばれて困った。高校の時は、本人の言うことよりも成績が良い子の言う

ことばかり信用して本人は悪者扱いされた。 

・危険な事を学校に注意したが、学校側は障がい児だからと軽視しているように感じる。 

・お兄ちゃんの授業参観の時の私達に向けられる視線がとっても冷たかった。買い物に行くと通る人達

が「じー」と見たり、嫌な顔をしたりするのがとってもストレスです。どこに行っても視線がくるの

がとっても嫌ですね。 

・通学、下校時に地域の小学校の生徒と出会いがあり、不思議そうな対応を感じる時がある。 

・小学校にいた時に、この学校ではなく特別支援学校に行くよう、学校側に何度も言われました。おた

くのお子さんは面倒見切れないとの事で、6 年間嫌な思いをさせられました。親が何度も学校に行か

なければならず、遠足は親がついていかないと連れて行ってもらえませんでした。 

・前からいた先生と新しく来た先生との対応が違う。 

・学校や保育園でも対応の仕方に差がありすぎる。もっと保護者の身になって一緒に考えてくれるよう

な地域になっていってもらいたい。 

・差別ではないが、学校生活を送る上では、教室から出て行ってしまう子に優先して補助の先生がつ

き、おとなしく椅子に座っていられる子はそのままにされる。一斉指示の他に一言、個別に指示して

くれる先生がいない。 

・学校での友達からの何気ない言動や接し方に傷つくことがある。 

・小学校の先生に関して、うちの子ではないが、何らかの発達障がいがあると思われる子、問題があり

そうな子に対して、冷ややかな言葉や表情をする先生が以前いらっしゃいました。できる子にばかり

スポットを当てるのではなく、そういったお子さんに対するケアも必要です。（もちろん先生が多忙

であるので、先生のケアも必要です。） 

・一時保育を受け入れてもらえませんでした。 
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・保育園、幼稚園入園にあたり、お願いしても受け入れてもらえなかったり、選ぶことができなかっ

た。 

・幼稚園の入園を障がいを理由に断られた。 

・受け入れてくれる幼稚園がなかなか無かった。また、入園してからも先生方の障がいに対する理解が

なく子どもへの対応に配慮や工夫がなかった。 

・障がい名を伝えたところ幼稚園の入園を断わられたことがある。 

・保育園から「行動がみんなと一緒にできない」と退園を勧められた。 

・市内の幼稚園は全て断られました。産まれて間もない下の子を連れての母子通園をしてくれと言われ

た。上に健常児の兄弟がいる子は母子通園をしなくて良いと言われていた。 

・保育園で「可哀想だから早く迎えに来て欲しい」と保育士に頼まれた。 

・保育園に通っていた時は、１年間 30 分で帰されましたし、年長組にも進級させてもらえず行事も予

行練習だけの参加だったりひどかったです。 

・幼稚園に入園の相談に行った時、あからさまに他の子達とはちがう態度、対応をされ、すごく嫌な気

分を味わった。 

・子どもの頃、子ども会での事や保育園、幼稚園の時のことなど行事の中で他の子どもと同じように接

してもらえない。 

・発達障がいは見た目で分からないため、普通なのに○○○が出来ない。みんなと同じ行動ができない

と言われ、わがままと分類される事が多い。こだわりや不安障がいからくる事もまったく理解されな

い。 

・（他県に住んでいた時ですが）幼稚園に何とか入園したものの（毎日母親がずっと付き添うことが条

件で、それは納得したのだけれど）うちの子だけ「給食の時、おはし等が使えないから」と、毎日午

前中で帰されたり、発表会、遠足などの行事にきちんと参加させてもらえなかった（欠席するよう言

われたり）。 

・幼稚園を希望して、面談をした時、返ってくる一言一言が辛く悲しい思いで一杯になりました。入園

を楽しみにしていた子どもがかわいそうでした。 

・幼稚園に通っている時、入学前に面倒みますと言ったのに、おむかえの時間も相談なしに決められ園

では見てもらえず、自由に遊んでばかりでした。前もって子どものことを説明したにもかかわらず、

止めさせられました。 

・障がいがあるという理由で、何かと母子通園を要求される。子どもの安全のためという理由で保育を

してもらえない。 

 

 

８ 障がい者施設の対応 

・支援施設の職員が上から目線で、障がい者のためにやってあげているという感じがする。 

・施設を利用していて、何かトラブルがあっても精神の障がいだから止むを得ないとされる。 

・預かってあげているという感じで、ここを辞めたら困るでしょと遠回しに言われた。 
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９ 市役所の対応 

・補助金等の申請等、対象項目や申請手続の説明が満たされていない。対象者に親切に教えて頂きた

い。 

・久喜市で肢体不自由の障がい児・者のデイサービス、デイケア、ショートステイの施設がなく、市外

を利用する事になるのかと思いますが、障がい者本人又は介護者に何のお知らせもなく、制度のあり

方も自分自身で調べて足をつかい頭をつかい生きていくしかなく、行政が公立民営化により施設を一

早く建設すべきであると思う。 

・手帳取得の申請の際に「お子さんは軽度なので取得してもメリットはありません」「なぜ手帳取得し

たいのですか」と言われた。 

・市役所の手話通訳者がいない日がある。その日に行けないこともあるし、筆談も面倒くさいことが多

い。 

 

 

１０ その他 

・未就園クラスの際、一人だけまだ「四つん這い」でうまく立って歩けないことに対して「あの子だけ

赤ちゃんみたい」とある保護者たちが話しているのを聞いてとても悲しい思いをした。 

・妹の結婚話の時に理解を得られず、反対をされたことがあった。その後話し合い、関係は良好にな

り、結婚話もまとまった。 

・親戚から「身内にこういう子がいると知られると、うちの子が結婚できなくなるからもう来ないでほ

しい」と言われた。 

・公園で知らない母親から(うちの子に障がいが）うつるんで、連れてこないで下さい」と言われた。 

・選挙に行った時「障がい者は来なくていいんだよ」と以前に言われたことがあるのでもう行きませ

ん。 

・病気のために手足先が赤黒く紫色のため、夏でも靴下をはかせていないと”かわいそうに”と言われ

てしまう。 

・年末たすけあいの支援金が受けられることを知り民生委員に申し込んだところ、「こんなことまでし

て金がほしいのか」と言われた。社協に問い合わせたところ、その際の講習での内容を民生委員が忘

れているだけだったのだが、こちらが障がい者でなかったら同様の対応をしたのかどうか。 

・聞こえないので筆談にてお願いしたが、面倒くさいような顔をしてもういいですと言われた事があ

る。 

・今のところ市役所、幼稚園と、数人の友人のみ打ち明けています。友人は、私の子が障がい児と知っ

たところで、特に調べたり勉強してくれるわけではないので、古い知識のまま、私に話してきます。

悪気が無いのは分ります。（障がい児＝人に暴力をふるう、など思っている）友人でもそうなので他

人には言えないと思います。 

・塾の迎えに行くと、一人笑ってたり、ひとり言を言ったりするので変な風に見られたりするのはわか

りますが、それが冷たい顔だったり、子どもが話しかけても無視されたりするのを見ると親として傷

ついたりすることもあった。相手は子どもだからしょうがないと思うけど。 

・発達障がいのことをなかなか理解してもらえないし、他人事と思っている。「我が子に関わらないで
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欲しい」と言われたことがある。しつけがなっていないと思われている。 

・障がいの特性から生じるこだわりなどで騒いでしまったり、暴れてしまう時に「どうしたんだろ

う？」「なんなんだろう？」という視線を感じます。 

・店などで視線を感じる。 

・買い物等に行った時に、子ども連れの人がいたりすると、その子どもが変な目で見たりする。 

・上から下までながめるような視線など。 
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市役所及び各総合支所の窓口や電話での職員の対応、自宅に届く通知文書等について、障がい者の方

への配慮をどのように感じていますか。 

【問５－１】これまでに良いと感じたこと 

身体障がい 

【対応】 

・本人に分かりにくい内容でもゆっくり丁寧に説明して下さったり、時々は視線を向けていただき、参加

していることが分かるような配慮をしていただけて、うれしかったです。 

・窓口に行った際に「身体の具合どうですか」とひと声かけていただいた。 

・障がい者の立場を理解してくださり親身になって話を聞いてくれます。 

・大切な会議等の文書は職員が朗読してくれるので大変ありがたい。 

・足と目が不自由なので声をかけて下さることにありがたく感じます。 

・役所の書類は、点字で記されているので、分かりやすい。 

・筆談してもらえる。 

・聞こえないと伝えると机にメモがあるので、筆談してもらえます。 

 

【その他】 

・障害基礎年金の申請について尋ねた時、必要な書類や手順などについて詳しく、分かりやすく説明して

いただきました。 

・質問をすると、具体的にアドバイスをして、素早く対処してくれた。 

・悩みを相談に行ったときに親身になって考えていただき、希望どおり出来たのでとても助かりました。 

・窓口が混み合わないよう、手の空いている職員がすぐに対応してくれる。 

・以前に比べて窓口へ行くとすぐに誰か出てきてくれるようになったのは良いと思います。 

・申請の書類の記入の仕方を親切に教えていただきました。 

・やさしい気持ちで接していただき、何でも質問できるように感じています。 

・役所の玄関に入ったら案内人の挨拶、帰る時も「ご苦労様でした」と声がけしてくれる。すれ違い時に

も、職員の方に挨拶していただける。 

・案内係の人か分からないが、行き先の窓口まで案内していただき助かっている。 

 

知的障がい 

【対応】 

・自筆のメモ書きがそえてあり、記入の仕方など、より分かりやすくしてくれた。 

・子ども同伴で行った際に騒いでも大丈夫な部屋に案内してくれたり、分からない事を相談した事に親身

になって協力してくれた。 

・こちらがうまく伝えられない悩みや苦労等、ゆっくり聞いて、丁寧に書類に書き込んで下さりありがた

かったです。こちらの要望等を汲みとろうという気持ちが伝わってくる方が多いように思います。 

・同じ事を何度も聞いていることに対して根気良く電話応対している職員に感心しました。 

・説明の仕方がゆっくり丁寧で分かりやすかった。 

・子どもが、欲しがった名札を貸してくれたり、ペンを持ったら、お絵かき用に紙をくれた。 
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・子どもが飽きて、動き回ってしまう時に、絵本などを出して見せてくれた。 

・窓口の外側で案内をされていた方が、ちょっと立ち止まって考えているだけで、声をかけてくださり、

手続きがスムーズにできた。 

・窓口の職員は親切に対応して下さり、分かりやすく説明をして下さるので相談にきて良かったと心がな

ごむ。 

 

【その他】 

・窓口の方が家族の顔を覚えていて下さったり、分からないことは丁寧に説明してくれる。 

・電話口で質問した時に待ちそうな時などは折り返し電話をしてくれる。 

・仕事の都合で夕方窓口に行くことも多いのですが 16 時半を過ぎても嫌な顔をしないで丁寧に対応して

下さる。 

・サービスや受付をよく理解されていて安心して申請することができた。 

・他機関や窓口との連携を具体的に示していただくととてもうれしい。 

・以前就学前の進路について相談させていただいた時、久喜市民ではないのに、とても親身になって話を

聞いてもらいありがたかったです。 

 

精神障がい 

【対応】 

・窓口対応者が、ゆっくり、ハッキリ、短く話しかけて本人の調子に合わせてくれていると感じ安心感を

もった。 

 

【その他】 

・窓口で書類などの書き方を親切に教えていただきました。 
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【問５－２】これまでに不満を感じたこと 

身体障がい 

【対応】 

・郵便物について、文字が小さくて読みづらい。また、文章も分かりづらい。時々、読めない漢字もある

ので仮名を振ってほしい。 

・読めないのに文書が送られてくる。職員はただ送りつけてくる。 

・自宅に届いた通知文書等が読めなかった時、例えば、点字シールがなかったり、テルミー（音声読み上

げ装置）の機械が使えなかった時 

・弱視のため→点字でお願いします。（通知文書等） 

・できるだけ手話を身につけてほしいと思います。筆談も良いですが、苦手な人がいますので手話で対応

した方がお互いに通じます。 

・障がいに関する事、手続きの内容によって担当が違うのか何人もの人に確認したり、待たされたりして

不安になります。 

・職員が、利用出来る施設の対応や利用するにはどうすべきか、本人の立場になって考えていない。在宅

介護をするその家族のつらさ苦しみ悩みを職員がいち早く汲み取り対応すべきであると思います。 

 

【その他】 

・書類を役所に持って行った数日後に新しい文書が届いて、また役所に持って行かなければいけないとな

ると面倒。全部一緒に送ってくれれば良いのに。 

・役所の各課からバラバラに書類が届く（期日も違う） 

・書類によって年と年度が別なので統一されると良い。 

・何回も市役所に足を運ぶことが出来ないので、色々な申請をまとめてほしいです。忘れている事もある

のでひと声かけて頂ければ助かります。 

・職員が変わりすぎると思います。 

・引継ぎがなっていない。同じ事を何度も説明する（しなくてはならない） 

・たらい回しにされて、窓口に出てきた職員がやる気がなく、質問に答えられなかった。 

・窓口の担当が良く分からないので時間を待たされた。他の職員も勉強して欲しいです。 

・窓口へ申請に行った際、「担当者が席を外していますのでお待ちください。」とのこと、30 分～40

分待たされることは常で 1 時間待たされることもあった。 

 

知的障がい 

【対応】 

・通知文をもっとわかりやすい文章、言葉で伝えてほしい。 

・通知等ではがきや封筒に障がい者福祉課となっている物もあるので、出来れば福祉課にしてもらいたい

です。 

・自宅へ届く通知文書ですが、久喜市役所と各総合支所名が封筒の表面に印刷されている他、「障がい者

福祉課」というゴム印が押されているのを見ると、郵便配達員の方々にここの家には障がい者がいるん

だ･･･と思われていると思うと、あまりいい気がしないです。どこの課からのお知らせか、わかって助
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かりますが「障がい者」という文字がいつも気になっております。 

・市役所（本庁）からの文書の差出部署名の「障”がい”者福祉課」が少し気にかかります。 

・封筒に障がい者福祉課と書かれていると、障がいを持っていることがまわりの人に分かってしまう。 

・窓口に行って、何か書いたり、話さないといけなかった時、障がい者（子ども）を連れて行くと前もっ

て電話で連絡してから行ったのに、書いてる間や、話をすすめている間、誰も障がい者のサポートをし

てくれなかった。もう少し、時間をつぶせる物や、人、気をまぎらわせる何か用意しておいてほしかっ

た。 

・暴れる子を連れて、つかまえながら長い手続きをする時辛いと思います。他の役所だと子どもを遊ばせ

るスペースがある所もありますので、ぜひ考えていただきたいです。大事な手続きの話も全然耳に入っ

てきません。 

・もっと障がい者でのサービスや障がい者への話し方や気持ちを勉強するべき!! 

・もっともっと話をよく聞いて下さい。 

・大きい声で「障がい･･サービス」などと言ってほしくないです。分かりやすくと大きな声で話すとは違

います。知らない人にまで聞こえる声の大きさはやめてほしいです。 

 

【その他】 

・通知文書で提出しなくてはいけない書類の時期をまとめていただきたいです。何度も市役所に行くこと

になります。 

・提出する書類など、一週間ほど空けて届いたり、役所へ届出たばかりなのに、すぐまた別の提出書類な

ど届き、まとめてくれたらよいのにと思うことがあった。 

・通知文書等の手続きに何度も何度も市役所に行く事の負担がとても多く、つらいと感じます。できれば

書類等は HP でできるようにして欲しい。病院等でも忙しいので、何度もの更新手続き等の有り方は負

担に感じます。書類や更新手続きの改善をお願いします。職員の応対はいつも丁寧で助かります。 

・通知書が少しの間隔で届くと何度も足を運ぶことがある。 

・受給者関係の年収申請時等、手紙が来て期日まで時間のやりくりをしたにも関わらず、又、次の物が来

て出向かわなければならず、障がいのある子がいるだけでも、家においといて心配しながら役所にその

都度行かなければならず親の気持ちの負担が大きく、振りまわされている感が多いです。 

通知文書について専門用語の説明がなく不親切で、どのようなサービスがあるのか教えたくないように

感じます。 

・通知文書を持って窓口へ行っても、担当がいないためわからないなどのことがないように、職員誰でも

対応できるようにしてほしいです。 

・通知文書等は複雑で分かりにくいものが多いように思います。 

・通知文書等の内容が少々分かりにくい。 

・行政のつくる書類が分かりづらい。 

・専門的な知識のある職員が異動なのでいなくなってしまう事。1 人でもいいので、窓口にいて欲しい。 

・年度ごとに職員が異動するので、対応が悪く困ります。福祉課は特に配慮が必要だと思います。 

・異動等により職員が替わり、毎回毎回同じ質問をしてきたり、こちら側が話をしているのに職員が話か

ぶせてきて、とても不快でした。 
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・初めての職員や異動してきた人だと手続きの手順がスムーズに行かず、時間が掛かるため、一緒にいる

子どもはだんだんあきてしまいパニックを起こしてしまう事がある。 

・担当が新しく変わったようで、職員の方が記入する書類など理解していなかったので時間がかかったこ

とがある。 

・内容の知っている職員が少なく、待たされることがある。 

・窓口対応している方の中には、質問等の回答があいまいな事があるので、分からないなら素早く分かる

方に応対を代わってもらいたい。 

・人によって対応が違うので、聞きたいと思い伝えると「ちょっとまって下さい」と言われ他の人に聞

き、よく福祉のことについて理解してないのかなと不安に思ったことがあった。 

・人が多かったのもあるかとは思うが、しばらく立っていても誰も声をかけてこなくて少々不快でした。 

・窓口に用があった時に、職員が席を立って来るのが遅い。誰が対応するのか、自分では無さそう･･･と

か、そういった気配を感じる事が多い。ただ受け取って担当者に渡せば良いのに･･･と思うような書類

（一般的な物）でも担当でないと聞きに行ったり、自信なさそうに受け取る。ある程度担当外であって

も一般的な物は、オールマイティで分かっていて欲しい。 

・事務的な対応ではなく”心”のある対応を心がけてほしい。 

・窓口での笑顔が少ない。 

・もう少し、笑顔で接して欲しいです。（表情が乏しい） 

・障害年金の事で、大きな声で説明してくれて分かり易いのですが、声が大きすぎて周囲にいる人にも筒

抜けなのにはまいってしまいました。 

・声が小さくて時々何を言っているのか分からない。もっとハキハキと元気よくしてほしい。 

 

 

精神障がい 

【対応】 

・精神障がい者に対する対応の仕方（例えば、相手を否定しない、長く話をしないなど）を学習して対応

に生かしていただければスムーズに運ぶと思う。 

・コミュニケーションが苦手な当事者にどう対応するかもっと専門的にマスターして実践してほしいと思

うことが多くある。 

・封筒の差出人として「障がい者福祉課名の印鑑」を押さないでほしいと思うことがあります。 

 

 

【その他】 

・窓口に出てくるのが遅い時がある 

・顔が暗い人がいる 

・愛想がない 

・何でも横文字を使い過ぎで分かりにくい。 
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不明 

【その他】 

・窓口に関して：たとえ隣りの窓口であっても「こちらへ」と移動させられる（足が悪く杖での移動で大

変であるにもかかわらず） 

それぞれの窓口や記載する場所の多くに座って記入できる場所やそれぞれの窓口に行かなくても対応し

てくれたらどれだけ楽かと思う（職員の方によっては明らかに見えていると思うが知らん顔をする方も

いる） 
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 市役所以外の公共施設（公民館、文化会館、保健センター、福祉センター、図書館、体育館、プール

等）の予約や利用にあたり、障がい者の方への配慮についてどのように感じていますか。 

【問６―１】 これまでに良いと感じたこと 

身体障がい 

【対応】 

〈ふれあいセンター久喜〉 

・視覚障がい者に対しての対応は、全般的に良い。 

・障がい者の窓口のところは「聞こえない」と伝えると、すぐ筆談をしてもらえるので助かっています。 

・毎日手話通訳者がいるのは、良いことです。 

〈体育館〉 

・体育館利用の時、サポートしてくれる。 

・筆談してくれた。 

〈プール〉 

・足が悪いことに気づきエレベーターがありますと声を掛けてくれた。 

〈図書館〉 

・図書館にてパソコンで探し物をしていた時、「探しましょうか？」と声をかけてくれた。 

〈総合文化会館（プラネタリウム）〉 

・施設利用者のみの貸切りの時間枠を設けていただき、気兼ねなく観賞できた。 

〈その他〉 

・投票に行った時、入口はいいのですが、出口には段差があり大変でしたが、職員の方が、入口からの退

出を案内していただきうれしかったです。 

 

【その他】 

〈ふれあいセンター久喜〉 

・市役所と同じように行き先まで案内していただき助かっている。 

 

知的障がい 

【対応】 

〈保健センター〉 

・障がいの理解があり、対応がスムーズで良いと思います。 

・色々と相談にのっていただき、リハビリや相談教室等の情報も教えていただき感謝しています。 

・子どもを連れて行くと、おもちゃをたくさん出して遊んでくれるので、こちらもお話が落ち着いてでき

るように気配りしていただいています。 

・職員の方がいつも優しく声をかけて下さるので安心して行けます。 

〈プール〉 

・菖蒲：親が入れない部屋で異性の子どもの着替えを見守ってくれたスタッフの対応はありがたいです。 

・菖蒲：職員の方々が笑顔で対応して下さり、子どもの着替えの補助が出来たり、子ども自身が困ってい

る時に根気よく話を聞いてくれたり、親が入れないロッカーでの様子を見て下さったり本当に助かって
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います。 

・グループでプールを利用したとき、更衣室では車椅子もあり狭く使い辛かったので、別室（会議室）を

貸してくれた。 

〈おもちゃ図書館〉 

・親子どちらにも寄添った気遣いを感じられます。 

 

【その他】 

〈保健センター〉 

・相談した事を一緒にどうやって乗り越えていくかとか解決策を見つけて下さいます。障がいをもってい

る、もっていない関係なく対応していただきました。 

・必ず保健師さんが子どもを見てくださるので、言語の先生などの質問など、じっくり聞ける場面をつく

ってくれます。 

・行く度に声をかけていただき、気にかけてもらえとても感謝しています。 

〈プール〉 

・鷲宮：女性の方々は、いつも挨拶をしてくださり気持ち良く受け入れてくださりありがたいと思ってい

ます。 

〈公民館〉 

・障がいの有無に関わらずとても親切です。 

〈福祉センター〉 

・話しやすい対応をしてもらっている。 

〈おもちゃ図書館〉 

・色々と話を聞いていただき、大変助かりました。 

〈くりむ〉 

・団体の会議で、ごみ袋を忘れてきたことに気づくと「使って下さい」と持ってきて下さったり、子ども

達が洗面所を汚してしまったりしても笑顔で対応していただいて、心から有難く思いました。 

 

 

精神障がい 

【対応】 

・よく電話しますが悩み事や話をしても良心的です。 

・やさしく話してくださり、十分なサービスが受けられた。 

 

【その他】 

・職員の対応はたいてい丁寧で親切だと感じます。 

 

 

 

 



 

28 

 

【問 6－2】 これまでに不満を感じたこと 

身体障がい 

【対応】 

〈福祉センター〉 

・車椅子で１人では無理があります。 

〈プール〉 

・障がい者の利用にあたり浮き輪が使えない。県の施設では、持ち込みは出来ないが備え付けの浮き輪が

ある。 

・車いす用の更衣室も、障がい者と同性でないと（男女別になっているため）利用出来ない。 

〈図書館〉 

・手が不自由な方が借りた本を袋に入れようとしているが、なかなかうまくいかず、困っているように見

受けたのですが、窓口の職員が少し手を貸してあげればと思いました。 

〈市役所〉 

・障がいを持っている子どもは、他の子と違って待つことが出来なかったりします。理解していない職員

が多いと思う。走らないでとか、言い方がきつかったりします。 

・久喜市役所の障がい者福祉課が２階にあるのが大変です。車椅子なのでエレベーターを利用しなくては

ならず、行くだけで大変です。 

〈その他〉 

・あらかじめ「耳が聞こえない」と伝えても「筆記しましょうか」や「手話は出来ますか」と言われるこ

とはほとんどありません。こちらからして欲しいと言うとようやくという状態です。 

・通路に物がおいてあった事があり、歩きづらさが見てとれた事があります。 

・古い施設に感じられますが、車いすでの利用がしにくい事が時々あります。スロープが急だったり、ス

ロープの先に物があったり･･･。一度車いすで行ってみると理解できます。 

 

知的障がい 

【対応】 

・子どもが男、母親がプールへ連れて行ったが脱衣所がなかった。 

・温水プールに連れて行きたいですが、本人が多動のため、付添い人が着替えるのを待っていられないの

で、なかなか連れて行かれないです。着替えの 5 分位、少し見守りしていただけるサービスがあれば

いいなと思います。 

・みんなのトイレの普及をもっとしてほしい。和式だけのトイレも困る。 

・公園等のトイレにバリアフリーが考慮されていないところがある 

・洋式トイレが無いところがある。 

・障がい者トイレ内の荷物を置く棚等が足りない。 

・障がい者用の駐車場の位置や台数、雨よけがあるかないかなど、もっと改善してくれると、足を運びや

すくなると思う。今は、よっぽど用事がない限り、行こうと思わない。 

・途中でパニックを起こして騒いでしまった時は、とても嫌そうな顔をされる。 

知識のない職員は特に注意してくる。そのせいでもっとパニックを起こしてしまう。 
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・こちらも周りの方に迷惑にならないよう、気をつけているのですが、どうしても理解しにくい（知的）

子どもをつれている時、ささいな事でも頭ごなしに注意する人もいます。あるいは、嫌な顔をされる事

もあります。（観察されているなと感じる、何かしないかと見ている感じ） 

・難しくて文章が分からないことがあるので、詳しく分かりやすくしていただきたいと思う。 

 

【その他】 

〈保健センター〉 

・本当に知識不足。仕事に関して知識を深めようとする姿勢が見られない。子どもをあやして、それで仕

事しているつもりに見える。障がい者に対して特に感じる。障がい者に対する情報、病院、施設、いろ

いろ聞いてもちゃんとした答えが返ってきたことがない。 

〈ふれあいセンター〉 

・障がいのある方が困っている時対応してくださるのは、だいたい社協の方々です。 

〈図書館〉 

・図書館によっては、子どもの本コーナーが分離されていないため、利用するのにとても気を使う。でき

れば、子どもの本を借りる優先時間帯などを設けていただくと有難い。 

・職員さんに本の場所などを聞いた時、あまり対応してくれなかった･･･。どこに、どんな本の種類があ

るかもっと分かりやすくしてほしいです。 

〈公民館〉 

・窓口の職員さんに明るさや迅速さがない公民館がありました。 

・とある公民館は入りづらく怖く感じる様です。障がい児（者）は雰囲気も気にする様です。 

・目立つ事をすると、迷惑そうな顔をする。 

 

精神障がい 

【対応】 

・民間施設のトイレはほとんどが洋式になっている昨今、市の施設はほとんどが和式という所が多いと思

います。足や膝の悪い障がい者や高齢者には不親切だと思います。 

・車の駐車スペースなどをもう少し増やしてほしい。 

・精神障がいへの理解が足りなく、病気の事をもう少し理解していただきたいと思います。 
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【問７】 問 5 及び問 6 の質問以外で、障がい者の方に対する職員の対応が良かった、あるいは不満だ

ったと感じた事例がありましたか。 

身体障がい 

【対応】 

・手話通訳をもっと身につけて対応してほしいと思います。 

・手話のできる職員がいれば安心して行けると思います。 

・障がい者と老人を同じ者と思っている人が多い。 

・保健師さんが親切にして下さり、同じ年の障がいを持ったお母さんとお話させてくれる時間を作って下

さり、お友達になったお母さんと一緒に色々情報交換が出来て心強かったです。 

 

【その他】 

・職員の方々は理解があり、いつも丁寧に接客をしていただき感謝しております。 

・この頃は障がい者に対して理解してくれる人が多くなり親切にしてくれます。 

・市役所の所内の職員の方はほとんどが挨拶して頂いております。大変良い雰囲気です。 

・こちらからあいさつしたら職員からもあいさつが返ってきたこと。 

・生活保護受給者なのですが、担当者さん、障がい者福祉課の職員のみなさん、親身になって話を聞いて

くださり、また、色々とアドバイス等をもらいとても助かっています。 

・書類担当が違ったり、分からない職員がいると、分かる人に聞きに行ったりして待つ事があります。も

う少してきぱき出来たらありがたいです。（特に忙しい時に待たされるのは困る。） 

 

知的障がい 

【対応】 

・まだ児童なので窓口で申請等をするのは保護者ですが、自閉傾向の息子の肩をポンとたたいて「こんに

ちは」と声をかけてもらい嬉しく思いました。なかなか自分から声をかけたり出来なかったり、他人を

覚えることが苦手だったりするので、とても良い経験になります。 

・障がい者であることでお元気ですかと聞かれるとチョットうれしくなります。気にかけてくれてありが

とうと思いました。親として心が癒されます。 

・職員について、福祉は特別な専門なので年数がきたらといっても異動になる。特に専門の資格を持って

いる方には特別な配慮があっていいのではないでしょうか。 

・一人ひとり障がいのタイプが違うので、それに合わせてもらいたい。うちの子の場合は、しつこくされ

たり、あまりにも距離が近すぎると嫌がりパニックを起こします。良かれと思ってやっていると思うの

ですが、それが逆効果になってしまう事が多いです。 

 

【その他】 

・未就学の頃、子育て支援センターでお世話になった先生方と、くぷるの入口や学童でお会いした際に息

子のことを気にかけて下さり、私にも「息子さん元気？楽しく学校へ行ってますか？」と声をかけてい

ただきました。久しぶりでも自然に声をかけてくれて息子のことを覚えていてくれたこともとても嬉し

かったです。 
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・片寄った方だけ手続きの知識があるのはおかしいかと。毎年職員の入れ替え時、手間どるのはどうか。 

・職員が替わりすぎると思います。 

・市役所へ行くとすぐ対応して下さるが、職員の方が、気がつくと替わっていてなかなか覚えられない。 

・書類の提出のとき、分からないところは、丁寧に説明していただいて、すぐに提出することができてい

ます。 

・障害者年金手続きで、窓口の方が、こちらが分からないので電話で問合せなどすると、よく教えていた

だいたり、窓口で丁寧に一緒に付き添ってやってくれたので助かりました。 

・いつも親切な態度で応対していただいています。地元の職員が少なくなっていますが、他市町からの職

員の方も変わりなく感じています。 

・子育てで、不安や孤独を感じる事もありますが、話を聞いてくれる方がいると心強いですし、安心しま

す。良い方々に恵まれたと思っています。 

・基本的に皆さん声が小さいと思う。電話でも窓口でももっと大きな声でしゃべってほしい。 

・ある図書館で面倒を見る人がついているのに、ずっと目を離さず職員同士でこそこそ話しているのを見

ました。我が家にも障がい者がいるのでとても嫌な感じがしました。 

 

精神障がい 

【対応】 

・精神障がい者で、生活保護を受けるのは、困難と言われつつも、やっと受けられるようになったが、そ

こまでするのに様々な職員の方の対応を受けた。その中で、1 人だけ差別もなく 1 人の人間として尊

厳をもって接してくれた職員の方がいたのはうれしかった。しかし、残念ながら他の方は、精神障がい

者については、ほとんど無知でよく分からないようだったのが情けなく、また残念だった。 

 

【その他】 

・本人の悩みや心配事をよく聞いてくれてありがたく思います。 

・窓口の人がとても親身になって相談を聞いてくれます。 

・以前にくらべて（窓口も）係員の異動が早いのではないでしょうか？顔見知りになるまもなくよそよそ

しい感じがします。 
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【問８】 その他、設問にないことなどについて、障がい者に対する差別などに関するご意見、ご要望

を自由にお書きください。 

身体障がい 

【対応】 

・最近は、目が見えないことを知ると、何かお手伝いしましょうかと声をかけてくれる人が多くなって来

たので助かっています。 

・子どもの体が大きくなってもベビーカー・バギーに乗せているので、分からない人には変に思われてい

るのでは･･･と心配がある。「普通と違う」ということに対して世間の目は、まだまだ冷たく理解され

ていない。 

・障がいのある子でお話が出来ない子もいます。顔の表情を見て楽しいのか？嫌なのか？もっと観察して

もらいたい。その子のペースで歩いたり日常生活(トイレ、食事など）を見守っていただきたい。 

・手を貸してくれる人もいれば、迷惑そうに見る人、同情心からか哀れむ人もいる。色々な人がいるのは

仕方ないが、家族、身内に障がい者がいないと本当の意味での不便さや気持は分からないと思う。 

・お店等によっては、盲導犬に対する差別があるので困る。（盲導犬の理解が足りない） 

・文書や電話にてイベントその他（車いす利用者でも可）の積極的内容の有る情報提供を期待してます。 

・文化会館、図書館やその他公共的な所に車いすを設置して常に利用が出来るようにして欲しい。 

・障がい者のための一般のボランティアさんの対応について、私の場合足元がふらつくので介護施設の方

に付添っていただいているにも関わらず、花見とか観劇とかに参加を拒否されて参加出来ないのが残念

です。 

・健常者は障がい者に対し急に手を貸そうとしますが、「手を貸して下さい」と言うまで手を貸さないで

欲しい。（私も健常者の時、急に手を貸していました。それが当たり前と思っていました）なぜなら自

立心が無くなるからです。 

・親なのだから･･･。と努力してやってきましたが、特別支援学校に入学させたのに親がいなければ学校

に通うことが出来ないという現状に納得することができません。学校や県で受け入れ方が違う事に疑問

を抱いています。頭も発達していて色々な経験をさせてあげたいのに、とにかく親を必要とされてしま

う現状が･･･。義務教育を受ける権利があるのに自立して受けられない現実にがっかりしています。

365 日、親を必要として生きなければならない娘。考えていただきたいものです。 

・人工透析をした日はひどく疲れ、何もできなくなってしまう。 

・身体障がいでも内部の障がいは見た目でわからず理解されにくい。疲れやすくて苦労している。 

 

【その他】 

・小さい頃から社会と隔離せず、なるべく健常者と一緒に遊び、学べる環境を作ること。 

・お互い助けあえば差別がなくなるのでは？と思います。 

・意思がなかなか伝わりづらく、疎通が図れないことがありました。 

・スーパーの店員にように「目的の部署まで付添い案内」してくれる職員には大変感謝しています。 

・久喜市の職員の良い所を感じることが少ない。 
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知的障がい 

【対応】 

・幼稚園でのお泊り保育など、障がいがあるからと断られるケースもある。 

・子どもは保育園に通いましたが、年中、年長はとても嫌な思いをした 2 年間でした。年長はお昼寝が

なくなりますが、その時間うちの子は何もしなくて歩き回っているため、2 時で帰るか聞かれたので、

こちらとしては嫌なのかな？と思い帰ることに。おやつも持ち帰られるのは持たせてほしかった。それ

が卒園まで続いたのでくやしかった。先生は少しは障がいを持った子の理解、勉強もしてほしい。 

豆まき行事のとき、豆を歳の数だけ食べますが、その時に先生に「この豆食べて素行がよくなるといい

ね」と言われ傷ついた。 

・学校では年下の障がい児にはやさしく接してくれますが、自分より年上で出来ないことがある障がい児

には、容赦なくいじめてくるので、小学校低学年へのやさしさの教育をお願いします。 

・特別支援教育が広まり、支援学校や支援学級に行く人が増えてきた。学校の場合は多くの目があるし、

先生たちの意識も変わってきていると思うが、支援学級や普通学級の先生たちの場合、先生の力量によ

って学級運営が随分違っている。 

・学校の支援級について市内の各学校に違いがあると思われる。 

・通級教室が少なく、また、通常級児のみというのもやめてほしい。障がいの程度にあわせて通えるよう

にしてもらいたい。 

・教師自身、障がい児（者）をキチンと勉強してほしい。学校を差別のないようにしてほしい。 

 

【啓発・理解】 

・障がい者に対する偏見や差別は根強く、人の心の中の深いところにあると思います。障がいのある人だ

けではなく、兄弟もつらい思いをすることが多くあるのが現実です。 

障がいのある人は、必ず生まれてくる、誰の家庭にも障がいのある子どもを持つ可能性があるというこ

とに気付いていない人が多いと思います。是非学校教育の中にも障がい者教育をとり入れて「差別や偏

見をもってはいけないのだ」ということを教えて行ってもらいたいです。 

・皆自分の身近に何らかの障がいのある人がいたら･･･極端な話、各家庭に必ず 1 人は障がい者がいたら

、皆当たり前のように自然に他の障がい者に接する事ができる世の中になると思います。 

たぶん、皆、障がい者（特に知的障がい者）について、よく分からないから色々な問題が出てくるので

はないかな･･･と思います。 

・「みんなちがって みんないい」という社会になるために、どうしたらよいか。障がいをもつ親の一人

として、日々、いろいろ考えます。自分自身、障がいをもつ子を生んでから、意識や考え方が変わりま

した。知ることも、もちろん大切ですが、実際に接すること、その方の親御さんと関わることをしない

と分からないことが多くあると思います。 

自分で経験してよく分かるから、他の人に手を差し伸べることができたり、一緒に活動してみたから、

仲良くなれたりという経験を、大人も子どもも皆していけたら、こういうアンケートも不要になると思

います。先天的な障がいもあるけれど、後天的に障がいをもつ可能性は誰にでもあるから「いろいろな

人がいる」という意識を常にもっていてほしい。もち続けたいと思います。 

・障がいについて知らない、理解していない事からくる差別も多くあると思います。問 4 にあるような
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取り組みで理解者が増えていく事で、差別が少しでも少なくなればよいと思います。 

・子どもに障がいがあると分かるまでは、私自身も障がいのある方への偏見がありました。子どもの障が

いを通していろいろなことを学び知りました。そして、外出先などで、障がいのある方を見掛けると、

何か困っていることはないかななど、あたたかい気持ちで見つめるようになりました。 

障がいのある人もない人も、共に自然に暮らしていける世の中にするためには、障がいについて知るこ

とが大切なのではないかと思います。そのためには、大人の方への働きかけも大切ですが、小さな子ど

もの頃から、障がいのある子もない子も一緒に過ごせる環境（幼稚園や保育園、保健センターなど）が

大切ではないかと思います。その時に、大人の方が適切なサポートをすることが出来れば少しずつ社会

が変わっていくように思います。 

・差別というよりは、障がいに対する知識が薄いため、関わり方が分からない場合も多いと思います。 

・教育と福祉の連携が不可欠であり、幼少時より障がいへの理解を深める取り組みが必要。 

・保育園、幼稚園、小、中、高校と小さい時から、学校生活など一緒に過ごし係わった経験があれば理解

できる人たちが、今後、多くなるのではと期待しています。障がい者への理解、また、人間としての配

慮等など身につける一歩ではないでしょうか。 

・障がいに対する理解を深めていくためには、やはり小さい頃からの教育が大事だと思います。 

・全ての小学校に特別支援学級が設けられ、希望する自分が住んでいる地域の学校に入学できるようにな

ればいいなと思います。 

・小さい頃から障がいがある人に接していれば、自然と理解が深まり、身近なものに感じられます。 

また、認知症が増加していることから、地域の福祉施設等に訪問したり、昔の遊びなどを教えてもらっ

たりする。お年寄りとの交流をもっとたくさん回数があったらと思います。（今でも機会はありますが

、年に数回なので） 

・まわりの子ども達は、障がいというものを理解していないため「なぜ出来ないのか」というストレート

な疑問を投げかけてくる。それは差別ではないし、知ろうとしている気持ちの表れだと思うので、学校

でもそういった教育ができれば良いなと思います。そして、多分差別の問題に直面するのは、子どもが

もっと大きくなってからだと思うので、障がいがあっても助けてもらいながら生きていける社会である

ことを願うばかりです。 

・保育園、幼稚園、小学校、中学校に障がい者（児）に対する講習会だったり、専門の人を配置するなど

していただけると、もっと障がいを持った人達が地域の人達に理解してもらえる場となり保護者も負担

が減るように思う。 

・差別なく･･･というのは、もっと小さい時からの対応の仕方でだいぶ変ってくると思う。差別を感じて

いることだけに目を向けるのではなく、そうならない体制を作っていくことが大事なのではないか。 

・見て障がい者と分かる方にはサービスの提供がしやすいと思います。障がい者の方も自分から助けを求

める方法を身につける必要があると思います。障がい者だから何でも許される訳ではなく、一般の方と

同じように、マナーの悪い方は退出をもとめられることがあってもよいと思いますが、配慮に欠けて、

その方を不安定にしてしまったのならば、対応した側にも問題があると思います。初めから Best はな

いと思うので、日々の経験を振り返りながら一歩ずつよりよい状況に近づけることを願っています。 

・いろいろな障がいをたくさんの人にもっと理解してほしい。そして共に暮せる地域社会にしてほしい。 

もっと、働く場をつくってほしい。理解するのに時間がかかったり、慣れるのに時間がかかることなど
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を理解した上で支援してほしい。そして働くことができたら嬉しいと思います。 

心ないことばやじろじろみられることも多い。障がいを理解してほしい。 

・急に暴力を振るうのではないか、など「分からないから」生じる怖さが一般の人は感じるようです。 

「うちの子は自閉症プラス知的障がいで、3 才児と一緒の知能しかないです。声はアーアー出てしまいま

すが、自分をぶつ事はあっても他の人に手は出ません。」など説明すると安心され、友好的におつきあ

い出来ます。こちらが色々言われるのも、障がいの特性などに理解がないからかなとも思います（根っ

からの偏見パターンもすごく多いですが）。 

・障がいの名、特徴、この人はこう!というデータの提示が、必要なのだと思います。本当に、日本は「

身内に障がい者がいない限り、全く知らない」人が多すぎます。 

・やはり一般の方にとって障がいのある人は、不思議でしょうし、私自身知らない障がいの方はちょっと

恐い時もあるので仕方ないと思います。 

皆が色々知ってくれてじろじろ見たり、中高生など指をさして笑ったり、大人も振り返って見る人もい

ます。やはり良く知ってもらって、普通に接してもらえるようになって欲しいですね。 

・身体障がいと違い、知的、精神は見た目で分からない障がいなので、目で見て分からない障がいもある

という事をもっと周りへの理解を深めてもらいたい。全く理解の無い人が多いので、基本的に変な目や

嫌そうな態度をとられます。 

・当たり前だと思うような事もうまく出来ない。毎日、本当なら行きたい、やりたいと思う事もうまく出

来ない、行けない。障がい者本人も、そして障がい者をもつ家族の大変さや、悩みなども、もっとみん

なに理解してもらえるようになってほしい。 

 

【制度】 

・久喜市は、（有償）サポートの予算が少なすぎます。本当に困っている時に使えないのは、何で？と思

います。全ての人に、均一に 1 年間中使用できるようにしてほしいです。 

・生活サポート移動支援の申請をしても事業所の方の人手不足でなかなか利用出来ないのが現状です。 

・市によって利用できる時間が違うのは差別の一つかと思います。例えば移動支援は幸手と久喜で違いす

ぎると思います。 

・移動支援は車ではダメと言うことも疑問に思います。それを使うために生活サポートで補わなければ使

えないということです。 

・短期入所等、希望した時に利用出来ない事もあると聞きます。必要になった時にとても困ります。不安

を感じています。 

 

【意見】 

・市職員の方々も勉強会等で知的障がい者の対応の仕方などや、そもそも知的障がいについて熟知してい

ただけると嬉しいです。 

・差別という言葉自体あまり好きではありません。ですから、"障害者差別解消法"というものも、結局は

一人ひとりが障がいのある人の立場になって考え、行動してくれたらわざわざ作らなくてもすむのでは

ないかな･･･と思います。 

・合理的配慮といっても施設側の意向で何でも断ることができるのではないかと感じてしまう。 
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特別支援教育の名のもとに、インクルージョンが妨げられないことを願う。 

・ソーシャルスキル（子ども向け）の場所を作ってほしい。 

発達障がいの子が増えてきている中、そういった場所が少ない。 

・目に見える差別は少ないが、差別的な感情を抱く人は多いと思う。 

・たぶん昔よりも理解は深まってきているとは思いますが、未だ間違いなくあると思います。これからも

一層お互い寄り添う気持ちを大切にする事だと思います。 

・ハンディキャップがあっても全ての人が同じように幸せを実感できるような社会でありたい。 

・駅などのホームで視覚障がい者の道しるべとなる誘導ブロックを、ふさいでいたり、バックなどを置い

ていたりなど･･･見てて心配になります。誘導ブロックをふさぐのは、とてもひどく心ない事だと思い

ます。そのような事がなくなってほしいと思います。 

健常者、障がい者ともに思いやり、助けあい、協力しあう、優しい世の中になってほしいです。もっと

人に支えてもらいたいです。障がい者への差別、偏見がなくなってほしいと願っています。 

 

【その他】 

・気軽に相談や指導してくれる方が（数名いらっしゃると思いますが）もっと市役所や保健センターにい

らして頂けると良いと思います。 

・どこに行っても思いますが、世の中の障がい者の基準は身体障がい者の方中心で、知的の障がいのある

子は理解してもらいにくく、相手にもされていないといつも感じます。配慮という事についても身体の

方に対する事って感じで知的な人の何が大変なのかなどは理解されていないと思います。 

・市役所の職員さんはどの位の期間で替わるのですか。私は最低でも 3 年間位は同じ部署にいてほしい

です。あまり入れ替わると困る。 

・丁寧な対応していただける方が多いのですが、職員が、異動で替わってしまうと、一から話さなくては

いけなくなります。親でも大変なのに、本人たちはさらに苦痛に感じると思います。ぜひ、障がい者の

相談係として、各支所に 10 年単位でいてくださる方が必要です。そして、その方がコーディネートし

てほしいです。（相談事業所では、その公の場での権限が弱いです。） 

さらに学校では、障がいのあるお子さんが普通学級にいると厳しい言葉で、親、本人を苦しめています

。合理的配慮の意味を先生方にわかっていただき、適切な支援をしていただきたいです。 

・子どもが小学生の時、車いす体験の授業をしているのを見かけました。（同級生たち） 

児童のみなさんはキャスター付きのいすに乗っているかのような猛スピードで車いすを押し（2 人で押

し 1 人は座り）大声で楽しそうにはしゃいでいました。それを見た時はとてもがっかりしました。具

合が悪い時に使うもので、乗っている人に気をつかって使うものですよね。先生は見ているのに注意し

ませんでした。 

・以前、通所施設に対する保育園の対応や考え方には絶望すら感じましたが、今はどうなっているのでし

ょうか？現場の状況等、よく把握してほしい。 

・「障害者差別解消法」に関しても、どこまで社会に浸透していくか分かりませんが、「障がいのある人

がいると面倒なことになるから…」と思われるのだけは本当に嫌です。確かに自分の子も社会からみれ

ば面倒をかける子ではありますが、将来に対して明るい見方はとてもできず心配です。 

・差別と区別よく分かりませんが、一口に障がい者といってもいろいろあります。自ら助けを求められる
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人、自分が何を不自由と感じているのか分からない人などなど、親でさえも本当に本人が望んでいるこ

とをしているのだろうか、押しつけているのだろうか手探りの毎日です。ただ、長く暮らしていて付き

合いが長くなると、別に特別なこともなく、それなりに暮らしていけるようです。慣れることも大切な

ことのひとつかなと思ったりしています。これから先、差別が少なくなる社会は少しずつ少しずつかな

と思ったりしています。このような法律ができただけでも大進歩です。 

・最近ニュースを見ていると、障がいがある人が作業所のスタッフさんに、暴力を振るわれているのを見

て、とてもショックを受けました。 

・スーパーマーケットなどでじろじろと見られること多いです。まだまだ、特別な人という感が否めない

と思います。 

・差別は感じないが、距離感を感じる事が多い。困っている事、時、助けてほしいと思う。 

・ノーマライゼーションが良いとなると一律、みんな一緒が良いと何でも一緒、地域で･･･という考えか

ら施策が作られるが、隔離した場合が良い障がい者も一部いる。静かな場所で、静かに過ごせる施設や

環境も作っていってほしい。 

・知的障がいの子（人）にはひどい事をしたり、やったりしても、どうせ何も解らないんだからとか誰に

も訴える事が出来ないのだからと思わないで下さい。同じ人間です。皆さんと同じように悲しいし、た

たかれれば痛みを感じる人間だという事を忘れないで下さい。 

・障がい者と言っても、身体や精神の方に比べ知的の場合、本人はなかなか言葉で伝えることが出来ない

分、理解されにくく、間違った認識をされてしまうことが多いので、日々の生活は楽では無いです。 

・障がい者側も障がい者だからあたりまえという気持ちでなく遠慮なども必要かと。 

・障がい者等の安全性等を考えると、ある程度の区別はやむを得ない。 

 

精神障がい 

【対応】 

・精神障がい者は丁寧に説明していただければ理解できます。 

・役所、会社、お店の人の対応が良くなっても、一般の人達に理解がされていないと外出するのが嫌にな

ります。(周りの目がこわい。コソコソと（じろじろ見ながら）話しをしている） 

 

【その他】 

・統合失調症は、精神病の中でも最も重い幻覚、幻聴、妄想があり、発症した当時は自分が何をしている

か分別がつかない程オーバーヒートしている。犯罪を犯しても罪を問われない程、自分を見失っている

状態である。その急性期のとき、ゲートキーパーのような専門家のアドバイスやサポートが何もない。

「おかしくなった」と差別したり、回りの奇異な目に自殺も多い中、急性期にサポートできる体制がほ

しい。あの人は、おかしいぞと思ったらすぐ警察や保健所などに連絡できる地域力も必要であり、警察

官も精神病者に対して、犯罪者の様に扱うのでなく、病人として取り扱ってほしいと切に願う。 

・子どもにできるだけ早期のうちに障がい者に対する差別の現状と理解を知ってもらう社会になれば良い

と思っています。 

 

 


