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調査の概要

１．調査目的
川越市障害者支援計画の見直しを行い、次期計画を策定するにあたり、市民アンケート調査を
行い、その分析データを活用することにより、障害者の生活上の課題・住民ニーズを明らかにす
るものです。

２．調査対象
調査名称

対象者

１．身体障害者調査

身体障害者手帳所持者から 1,536 人を無作為抽出

２．知的障害者調査

療育手帳所持者から 545 人を無作為抽出

３．精神障害者調査

精神障害者保健福祉手帳所持者から 562 人を無作為抽出

４．難病患者調査

難病患者見舞金受給者から 407 人を無作為抽出

５．施設入所者調査

施設入所者全員 136 人

６．特別支援学校高等部３年生調査

特別支援学校高等部３年生全員 53 人

７．グループホーム入居者調査

グループホーム入居者全員 85 人

８．高次脳機能障害者調査

精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者 21 人を抽出

９．発達障害者調査

精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者 166 人を抽出

３．調査時期
令和元年

９月～10 月

４．調査方法
郵送配布・郵送回収（施設、学校、グループホームは直接回収含む）

５．回収状況
調査区分

対象者数

回収数

回収率

有効回収数※

有効回収率

１．身体障害者調査

1,536

796

51.8%

790

51.4%

２．知的障害者調査

545

242

44.4%

239

43.9%

３．精神障害者調査

562

236

42.0%

236

42.0%

４．難病患者調査

407

183

45.0%

182

44.7%

５．施設入所者調査

136

126

92.6%

122

89.7%

６．特別支援学校高等部３年生調査

53

29

54.7%

25

47.2%

７．グループホーム入居者調査

85

84

98.8%

84

98.8%

８．高次脳機能障害者調査

21

7

33.3%

7

33.3%

166

67

40.4%

67

40.4%

3,511

1,770

50.4%

1,752

49.9%

９．発達障害者調査
合計

※有効回収数とは、回収された調査票のうち、ひとつでも回答のあった調査票の数をいう。
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調査の概要

６．集計・分析にあたって
■基本的には、記述を原文のまま掲載していますが、
「てにをは」や誤字については修正を加えて
います。
■記述の内容に応じて、川越市障害者支援計画（平成 30 年３月）の基本目標ごとに分類分けして
います。また、記述内容に複数の基本目標の内容が含まれている場合は、再掲しています。
■内容を損なわない範囲内で、要約や修正をして表記しているものがあります。
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調査結果

Ⅰ．身体障害者
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調査結果 Ⅰ．身体障害者
問 53 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

合理的配慮・・・障害のある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因と
なる社会的障壁を取り除くために、障害のある方に対し、個別の状況に応じて行
われる配慮のことです。
社会的障壁・・・障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社
会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものです。
【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■③道に迷って、近くにいた方に助けられた。④道の真ん中を歩いていて、パトカーに自宅まで
送ってもらった。
■運動施設に通所していますが、目が悪いので移動する時は手をかしてくれます。
■横断歩道で、途中で信号が変わってしまった時、自動車やバイクが待ってくれたこと。
■病院へバスで通院した時、杖をついていた私を見てバスの運転手さんが「身体の不自由な方が
乗車されました。どなたか席を譲りましょう。」とマイクで放送してくれすぐに席を譲ってくれ
た人がいて助かりました。バスの運転手さんに感謝です。
■杖を使用している時、いつも必ずもう一方の手を持って下さる。
■オアシスを利用した時、職員の方々は丁寧に親切にしてくださいました。他の方たちにも優し
く接していて嬉しかったです。
■オストミー用のトイレを何回か使用したことあり助かります。
■お釣りのお金を落としてしまった時、周りにいる人が拾って渡してもらった時はうれしく思い
ました。
■ノンステップバスが多くなった。上下エスカレーター設置店が多くなった。
■バリアリーフや医療費（川越市内の病院の）など。
■ヘルプマークをバッグに付けていて良かったこと。先日丸広で買い物中ころんでしまい、少々
の傷を負ったのですが、その時同じマークを付けている方が声をかけてくださってとても勇気
づけられました。
■雨の日車椅子を車に乗せるとき、スーッと来てサーっと乗せてもらったときお礼を言うまもな
く笑顔で行ってしまった。思わず涙が出た。
■急坂を車いすで登らなければならない時に、見知らぬ男性が車いすを押してくれた。とても有
難かったです。地域の集会所でのリクリエーション時に必ず声をかけてきてくれるので、外出
が楽しくなりました。
■交通機関の利用時に車椅子対応案内が大変丁寧で感謝しています。
■自宅近くをシルバーカーで散歩していたら、学校帰りの小学校１年生が「何か、お手伝いする
ことありますか」と言ってくれました。とても、嬉しかったです。私の孫（９人）も、こういう
言葉をかけてくれるかなと思いました。
■車いすのため、周りの人が介助や声をかけてくれることに感謝している。
■心筋梗塞で心臓の前部と下部が動作しておりませんが、見たところ通常の人と変わりないので
ハートマークはありがたく使わせて頂いております。
■診察時、名前を呼ばれてから移動に時間がかかりますが、混んでいても診察室に入るまで待っ
ていてくれる。
■身体障害手帳をもっているためいろいろ生活面や行動面に使用してありがたく活用しています。
■腎臓１級の者ですが、透析を週３回していますが、市の助成で月額 5,000 円で助けられていま
す。
■川越に行った時、カートを押していたら、高い段差があった時に手伝ってくれた。
■転んだ時に近くの人が助けて下さったり、バスから降りる時に運転手さんがバスの降り口を少
しだけさげてくれたりしました。
■電車、タクシー等交通機関で障害者への目立った配慮が感じられる。
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調査結果 Ⅰ．身体障害者
■電車に乗った時座っている人に障害者である事がわかり席を譲ってもらった。
■電車に乗ってペースメーカーに異変を感じた時、事情を話したら後ろの携帯電話を持っていた
人が快く切ってくれた。嬉しかった。
■半身マヒの友人は、日常生活で心無い言葉を受けることがあるそうです。一般の方も無理をせ
ず、出来ることで気にかけて下されば良いと思う。ただ、私は、助けが必要でないところで助
けようとしていただき、少し困ることがありますが、どう助けられたいか一人ひとりの事は分
からないことが多いと思うので、有り難くお受けし感謝しています。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■①道路の白線がはっきりしていると視覚障害者もある程度歩ける。②信号の音声があると良い。
■タクシーの乗降は連れて行った人が乗せる。
■ヘルプマークをバッグにつけて通勤していますが、一部のバスには優先席の表示にヘルプマー
クがないため席を譲ってもらえません。もっと周知してほしいです。東上線の優先席にはヘル
プマークがあるので助かっていますが、川越市民、特に若者は席を譲ることはありません。知
らん顔をして携帯のゲームをしている人が多いです。
■災害時の避難場所は障害者が避難できる環境になっていない。学校などは車いすでは生活でき
ないし、ましては床に寝ることになっても無理がある。身体にまひがある家族を避難生活させ
られる場所がない。その場合はどこに行けばよいのか？避難したくても出来る場所がない場合
はどこに連絡すればいいのか？
■視力障害者の杖歩行は大変だと思います。特に電車の乗り降り時にホームの間に挟まる等を見
たことがありますので、周囲の人は手伝う事で電車がスムーズに行くと思います。とにかく周
囲の人の意識を変える事が大切だと思います。
■主人がペースメーカー植え込み後、劣等感ですっかり偏屈人間になり、１年ほどは外出しなか
った。15 年ほど前のことで、一緒に外出し電車の優先席に座っても携帯電話が今程よくないの
で、30cm 以上離れていないと不安で、いちいち「ペースメーカーを入れているのでこの席では
使用をやめてください」と何千回頼んだことか。手術後自分で自覚し覚悟を決め受け入れてか
らやっと一人で外出し、人の目を恐れなくなったと思います。周りの温かな支援は必要ですが、
個人個人が強い心を持って生きることも絶対に必要だと思います。良い世の中になってほしい
です。
■タクシーを降りる時、玄関や目的地の入口まで誘導してほしい。
■タクシー利用券を、初日初乗りではなく全額控除にしてほしい。毎年お金で多く払っているが
タクシー券はムダになる事が多い。
■ヘルプマークの普及と周知にもっと力を入れてほしい。
■案内板が探せないとき、道路が分からないときなど、声をかけてくれ案内してくれる人がいる
と助かります。
■玄関に段差があるなら、一時的に置ける段差スロープなど用意してほしい。
■公共施設、駅等におけるエレベーターの設置、バリアフリー化の促進等、障害者に優しい環境
整備の配慮がさらに進むことが良いと思います。
■災害時の避難などで、近くの学校は体育館が２階であるため行くことは不可。車イスＯＫの場
所指定があると良い。
■①障害者に対して、もっと理解を持って配慮して頂きたい。②地域では、障害者に対して冷た
くされた事が多く、年齢が高い人の方が特にひどく、理解されなかった。
■①全ての情報をモニターやスクリーンに表示する。②地域全体で障害の理解を促進しようと、
簡単な手話講座を開いたり、公共イベントで、ろう者がいる、いないに関わらず手話通訳を置
いているなど。
■トイレが洋式しか入れないので、洋式のみだったことが嬉しかった。友達や家族がペースをあ
わせてくれる。点字ブロックに自転車が置いてあることが多いので、罰金や監視をつけたほう
がいいと思います。（駅近くのことなので放送に入れてもらうなど）
■メモを書く事！筆談します！
■医療が無料、薬の無料が助かります。
■下肢が不自由なので、移動は主に自分で車を運転していますが、障害者用の広い駐車場（スペ
ース）が取ってある所は大変助かる。
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調査結果 Ⅰ．身体障害者
■介護はケアマネがいるが、障害は直接相談できる人がいない。市の窓口に行っても笑顔のない
職員に、自分の障害のことを相談したいとは思わない。公務員だが、窓口にいる時には一相談
援助職ということを自覚してほしい。環境や社会資源よりもいち早く改善できる点ではないだ
ろうか。
■外出したときの階段の昇降のサポート。
■外出した時、見知らない人にエレベーター、階段等で”大丈夫ですか？”と声をかけてくれる
のは心強くなります。
■中央公民館は中へ入るためには、階段をあがって玄関の前でまた急な階段を下らねばならなく、
障害者には極めて危険極まりない建物です。３階に登るにも階段が急で私には昇れません。早
急に立て直して下さい。強く要望致します。
■私は両足人工股関節が入っていますが、見た目ではわからないので、何かわかってもらえるよ
うな物、でも恥ずかしくない物があればと思います。
■自分は補聴器を付け始め１か月から２か月近くになりますが、高齢者同士だと理解度があるが
若手層の方との対話は自分より神経を余分に使う。私は最初に自分から相手に対し耳が良く聞
こえにくいと最初に言うとうまく話が進む気がします。
■車いす用の駐車スペースがあるが、後ろからの乗り降りが出来ないので意味が無い。
■若い頃、障害者を連れて旅行にいくボランティアをしていました。
（ひまわり号の運行）この様
な取りくみがあると良いですネ。
■手を差し伸べて助ける。
■手話通訳や駅、店で筆談の対応があったので良かったですが、相変わらず病院が対応していな
い。配慮してほしかったです。
■就労中はヘルパーの利用が出来ません。この事は、家族が負担を負うことになり、健診すら行
けない状況を作り出しています。さいたま市のように、就労中のヘルパー利用も可能にして下
さい。
■障がい者用駐車場、公共交通機関の運賃、医療費の補助。今後の高齢化社会に向け、きめ細や
かな交通機関の整備(車が運転できなくても移動手段に不便を感じない社会整備)
■障害がある私ですが、出来るだけ家族も含め、他の人達に、経済面も含めて迷惑をかけないよ
う努力しています。このような人間も、私だけでなく多くいることを知っていただきたい。
■障害のある方おひとりおひとりの意思を最大限尊重して差し上げることが、最も大切ではない
かと思います。
■障害者だからといって特別視しないで、一般の方達と一緒に普通に接してもらえる。ただし、
必要な時には手助けしてもらえるのでありがたい。
■障害者に対して経営者、従業員の理解がまだまだです。
■障害者手帳の提示により料金軽減を利用させていただき有難く思っていますが、交通使用の場
合の使用の仕方がよくわかりません。特に鉄道での利用の仕方手続きの説明がほしいです。
■障害者用トイレはどこでも必要です。
■乗り物での座席の譲り合い。
■人は皆健常者ではないと思うこと。
■生涯において(いずれ我が身)と思って配慮すれば、おたがいが良く付き合っていけると思う。
■声をかけ、困っていることがないか聞く事。
■声掛けあり一番うれしい！
■声掛けがあると助かります。
■電車に乗るときに車いすの方の介助を駅員がされていた事。踏切を渡る時に、具体的にはわか
りませんが何かよい対策があればと思います。
■特にショッピングセンター、駐車スペースに依る一般車のマナー。
■筆談を丁寧にしてくれるなど。特に病院などで先生によっては迷惑だと言われたこともありま
した。
■病院、薬局などで、お金がかからないこと。
■歩行が困難で周囲の人が手助けしてくれる。
■歩行障害のある者としては、歩行休息できる椅子などがあれば嬉しいのですが。バス交通を利
用する方もたくさん見かけるのです。バス停に椅子などの座るスペースがあれば長時間の立ち
待ちの辛さが解消できると思います。
■歩道の幅、段差等で車イスの方の通行に不便があるように感じます。
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調査結果 Ⅰ．身体障害者
■殆ど外出したことがないので書きようがないが、以前にバスに乗ったことがあるが、身障者が
半額になることを知らなかったため、一般の客と同様に支払っていた。広報がたらないと思う。
或いは障害者に何かの通知するとき同封して知らせる方法もあると思う。身障者に対する配慮
をお願いしたい。
■優しく声をかける。
【その他（困っていることなど）
】
■車いすを頼んだ時迷惑そうな態度をされた。障害者タクシーは１回に往 7,100 円取られる。降
りた後ベッドに移して頂くのに 1,000 円取られた。
■タクシー利用時に降車の際運転手に舌打ちされた。
■バスのドライバー、タクシーのドライバーは夏場でもマスクしている。身体障害者手帳を見せ
ても聞えない人だと言う事がなぜ理解できないのだろう。バスの運賃払いの近くに「筆談しま
す」と張り紙あっても、ドライバーは無視。マスクつけたまま「ペラペラ」こっちはア然とす
る。
■ほんの少し視力があるため普通の人にはわからず、ぶつかってしまってどなられてしまったり、
動作がにぶいので（目が見えないため）迷惑がられてしまう。
■見た目には障害がある事がわからないので、駐車場で手帳を見せたり説明する事があり、どう
したら良いか？
■①杖をついてるかと思えば、いざとなると杖もなくさっさと歩いている身体障害者の方を２～
３人くらい見たことがありますが、いったいあれは何なのでしょうか？ ②車イスの者だから
当たり前みたいな顔をして図々しくあたるかの様な勢いで来たりしますが、人としてどうでし
ょうかの話ですよね。身体が不自由だからいばれると思うのはやめた方がよいと思います。か
わいがられる人になってほしいものですね。
■40 歳の時に初めて他の聴覚障害者を友にし、読解力の限界を目の当たりにし、自分が助けに入
れる配慮を勉強中（障害者差別解消法）と言っても無理があると感じています。
■そういう配慮は無理です。絶対に優しさはありません。
■その時点で心ない言語等聞いた時等は相手を加護する行動等（言語）で手助けしたい。
■悪い事。車ででかけた時、障害者用の駐車場に健常者の車が平気で駐車しているのを見ると何
とかしてほしいと思う。
■医療機関、病院等で差別があるとは思わなかった。特に医師がひどかった。白内障の手術で診
断等拒否をされるとは予想だにしなかった。信用することができなくなってしまった。
■駅の乗り換えの時、エレベーターなどが不便な所にあることが多い。
■義母が、「私が障害者なんだよ」と言い広められたり不快な思いをした。
■近年障害者への理解認識は高まっていると思うが、合理的配慮を考えているうちは障害者への
対応はまだ浅いので、パラリンピックを機に世界水準くらいまで達してほしい。
■今は経験がないのでわかりません。
■自活できる幸せを感じています、ありがとうございます。
■障害者に対する世間の目が以前より良い方に変化していると思います。
■障害者の作品展を見に行った時、精一杯書かれた字に心を打たれました。私も負けてはならぬ
と思いました。昔だったらとうに死んでいるはずがこうして生きていられることに感謝してい
ます。恩返しに役に立ちたいと思いますが、体力気力がおちて何もできません。どのような合
理的配慮があると良いか聞きたいです。
■障害者用の駐車スペースを利用する時、健常者の車が駐車していることが多いです。障害年金
をもらっていないので、生活に不安を感じます。
■障害者用の駐車場が少ない。障害者用の駐車場があっても一般の人が駐車しているので大変困
っている。
■食事等その他の時、障害者トイレが少ない、又はない。障害者トイレに健常者が入り長く待た
されるため困る。
■身振り手振りや簡単な手話も交えて直接コミュニケーションを取ることと、通訳者を利用する
事のバランスを保てている人。
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■静岡浜松へ行く時(妹さんの葬式の為)に、電車賃が半額になると思ったら介護人がいないとい
けない、距離数が足りないということで静岡駅で降りざるをえなくなり、弟さんが来るまで駅
舎で待つよう言われたことがみじめに感じた。
■他人からの見た目は全く障害のあるように見えないので自分のほうが気づかい、バスなどを利
用しても普通に支払いしていることと優先席にもなるべく座らないようにしています。座りた
くても我慢している日々です。
■知人が事故を起こしてしまったとき、警察に通報したくても電話でしか通報できないから聞こ
えない人は無理と言っていた。電車が人身事故で動かなくなった時等、緊急時はアナウンスが
多くどのような状況なのか分かるのに時間がかかると言っていた。
■聴覚障害よりもストレス性の体調不良(めまい、気持ち悪さ)で仕事が続かない。
■混む時間帯を除いて電車に乗った時に、優先席に行っても、若そうな人でも譲ってくれない。
寝ている。ヘルプマークのようなものがあるらしいので市役所に聞いてみます。
■電車の優先席を自由に使用したい。杖を持って目の前に立っても、見てから携帯を見る。
■電車やバスで障害へ座席を譲らなかったこと。
■特に配慮してもらったことがありません！内部障害だと無理だと感じました！ヘルプカードを
つけていても何の反応もない。（特にバス）
■認知症であるので。
■問 52（具体的に差別や疎外感を感じる場面）に答えたとおりです。働いている方（人数）がギ
リギリで稼働しているため、云えないことばかりで失業することが怖くていえない。時間をか
ければできると本人は確信しておりますが早出残業が禁止のためあわただしく気持ちばかりあ
せります。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■昔に比べ障害者に対する露骨な差別は減ってきているとは思いますがまだまだ差別は残ってい
ます。学校教育などでも子供の頃から障害者に対する差別はよくない、人権侵害であると教え
てもらいたい。また障害者でも意欲のある人は積極的に雇用するなどして社会参加させてほし
い。その為には民間会社への啓蒙活動を市も積極的に行ってほしい。
（60 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■障害者用駐車スペースの増設希望します。障害者でないような人が障害者マークを付けて駐車
している事が多くみられる。障害者マークをホームセンターや 100 円ショップで売っている事
も問題である。（60 歳代、内部障害）
■成年後見制度はすぐに活用したい。（70 歳代、内部障害）
■私が日頃感じていることを書きます。大手スーパーや高速道路のＰＡには身障者用の駐車場所
がありますが多くは健常者が利用しています。また、その車には身障者マークが貼ってありま
す。車の中を見ると特別仕様車ではなくごく普通の車です。そもそもこの身障者マークは誰で
も勝手に貼ることができるのか？行政それとも警察？関係機関はわかりませんが指導取締が必
要なのではと思います。
（70 歳代、内部障害）
■病院、スーパー、デパート等での駐車場、障害者用の所に障害者以外の車が必ず何台か停まっ
ている。自分ではあまり気にしないで、どこでも空いている所に駐車している。
（70 歳代、内部
障害）
【保健・医療サービスについて】
■医療的ケアが必要な障害児・者がもっとよりよく在宅で暮らせるような取り組みをお願いしま
す。現在の施策は知的・精神に偏っており、身体障害児・者への支援が家庭まかせになってい
ます。在宅医療を推進するならば、病院に準じた環境に自宅内を整えることも、もっと金銭的
にも積極的に介入してほしいと思います。又、何度も記載していますが、就労中の障害者のヘ
ルパー派遣も可能にしてください。保護者が常に付き添っており、普通の買い物や、銀行・兄
弟の保護者会等の参加へも困難を生じています。保護者の健康もないがしろになり、いつ共倒
れになってもおかしくないです。ただでさえ昼夜を問わないケアで身心共に深刻に疲弊してい
ます。（10 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■今回、生体腎移植について術前に問い合わせした所、とくに何もないという回答が２度程あっ
た。数回問い合わせした所、やっと担当者様にたどりつくことができ術前・術後とスムーズに
手続をすませることができ、わかりやすく対応していただいた。専門的な役割分担はあると思
うが、制度だけでも問い合わせ時に答えることができる様にしてほしい。
（30 歳代、内部障害）
■患者の気持ちを理解してくれる医師になかなか巡り会えない。医者の高圧的な態度が度々腹立
たしい。私は担当医に「米は糖尿病に良くないから捨てろ」と言われたことがある。家族で暮
らしているし、妻が働いて生活を成り立ててくれている私には貴重な食料を捨てることなんて
絶対にできない！人工透析を受けている私が通院できる病院は少なく医師も限られているため
我慢したが耳を疑うことが多い。このことをどこに訴えればいいのか？通院することも嫌にな
る。川越市の医師のレベルＵＰを希望致します。（40 歳代、内部障害）
■医療機関を利用した時、手続きを簡単に。状況判断が出来る人を多く。（40 歳代、内部障害）
■①高次脳機能障害のリハビリ施設や 40～50 代で病気になった方のデイサービス施設などがで
きたらうれしいと思う。②ワッキングなどをやってみたり、お家でこういうものがあると便利
など、ちょっと集まる所などがあるといいです。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■ほかの市の自治体では給付金があるのに同じ障害者であっても川越市は給付がないものがあ
る！！以前市役所に陳情に行った時もありますが無駄でした。気管切開部に必要なツールやフ
ィルターも給付の対象にしてほしいです。
（50 歳代、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害）
■医療費申請書などで有効期限が来た場合、再申請しなければならないのか、自動更新されるの
か分からず、市役所に出向き無駄な有休と時間を費やしたことがある。（60 歳代、内部障害）
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■目の障害のため専門眼科を定期的に通院している。手術等もあり、医療費の補助は助かってい
る。（60 歳代、視覚障害）
■難病医療費の負担を市や国で支払って家族への負担をなくしてほしい。（60 歳代、肢体不自由
（脳原性運動機能障害）
）
■川越市での医療費は無料ですが、地区外では一時立て替えになります。大変助かっていますが、
出来ればどこでも利用出来ると有り難いです。
（60 歳代、内部障害）
■身体障害者の医療費支給は本当に助かっています。これからもずっと続けてほしいと願ってい
ます。
・要介護１ではほとんど利用できる物がないので残念です。車いすも借りる事もだめ、尿
漏れがひどくずっとおむつをしているのにおむつも支給されない。髪のカットも知らない美容
院ばっかりでなかなか利用出来ない。(わがままかな？) これは別ですよね！介護保険ですね。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■現在透析中です。費用負担の軽減をお願いいたします。
（70 歳代、内部障害）
■医療費請求方法。市内では負担なし現金支払いはしない。ただし、他県の場合一時負担で後日
請求することは面倒である。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■３、４年前から認知症になり、今日は何日何曜日がわからず、初めはどなる、同じ事を何回も
きく 私が先に逝ってしまったら子供がみてくれると言っていますが、先はわかりません。み
どりの医療費受給者証があるおかげで病院の窓口で現金をはらわないで年金暮らしの私達はと
てもありがたく思っております。本当にありがとうございます。（70 歳代、その他）
■病気が発症して 19 年介護してきましたが年齢も共に 80 才となり介助者も足腰が「参った、参
った」と言いだしました。施設に入所してもらうのには簡単、でも支払えないどうしましょう。
でもね、介護保険には感謝しています。リハビリのおかげですもの。
（80 歳以上、肢体不自由
（上肢、下肢、体幹）、他）
■市外の医療機関で医療を受けた場合、補助金の手続きが面倒。市役所まで行くのが大変です。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■①補聴器を使用中です。機種によっては補助が受けられないものがあるが、手帳の「級」など
で段階的に補助してくれるといいのにと思いました。②難聴などは外見では分からず、マタニ
ティマークのようなバッチなど分かりやすい物があれば良いと思いました。
（80 歳以上、聴覚障
害）
■これから増えていく独居老人の生活が心配です。特に認知症が増えると思います。私の主人も
認知症がひどくなり、本当に大変です。認知症になった人への対応や介護する人のストレスを
どう減らせるか考えていただきたいです。（80 歳以上、内部障害）
■現在、入院中です。紙オムツを使用しているのですが、病院によって規格があって持ち込みが
思うようにいかないので現物支給ではなく現金支給がありがたいです。ちなみに、今は支給ス
トップしています。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■昭和 54 年白内障の手術をして当時作った眼鏡をしていますけど、レンズが厚くて鼻が重いので
軽いレンズに変えたいのですが、病院で検査をして書類を出すのが大変です。外出するのがし
んどいのであきらめています。（80 歳以上、視覚障害）
■私は週一回程度、川越小ヶ谷の保健センターに行きます。以前は歩行、他自転車で行っていま
した。が平成 27 年後半よりやめました。腰部の脊柱管狭窄症の為自転車より３回ばかり落車！
足、腕にケガをそれ以来サイクルは使用していません。現在は愛用の軽自動車です。高齢者の
運転には十分に気を配っています。保健センターで食事、運動、検診の３つの標語があり実行
しています。しかし運動面でも以前より大きくマイナスになっています。近頃やはり病院へ(整
形外科、リハビリ)へ行くべきか迷っています。理学療法士の方とのコネも必要かとも思ってい
ます。（80 歳以上、聴覚障害）
【教育について】
■市の南部には公立の図書館がない。福原
他）

大東地区に作ってほしい。（80 歳以上、聴覚障害、

【雇用・就労について】
■働く場所がほしい。（10 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■聴覚障害も影響してますが、体調不良(めまい、気持ち悪さ、うつ、パニック障害)などにより
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転職を繰り返してしまい職がなかなか見つからない（50 歳代、聴覚障害）
■現在は就労しているが将来障害が進行した場合の収入が心配です。
（50 歳代、内部障害）
■職場で障害者に対する行動の制限・体調の管理・仕事時間の制限について理解と配慮がない。
普通の人と全く同じに働けると思っている。（60 歳代、内部障害）
■私は人口透析を８年しております。現在は娘家族と同居しております。今はまだ自分の体力、
気力はありますがこの先透析所までの送迎、今は自分の車で病院まで行っています。自分で運
転出来なくなった時や、年金だけでは同居家族との生活が成り立たないので不安です。そのた
めにも働きたい。（70 歳代、内部障害）
■過去、アルバイトでケガをした場合、責任をもって治療しない(自動車関連企業、業委託病院、
塗装ブースで有機溶剤を使用していながら手袋(綿)との関連性について全然説明がない。市内
の病院も心配なところがあり現在も行くのを避けております。尿管結石で一晩中、激痛で苦し
んだり、作業中鉄のかけらが飛び右目を失明するところで東京の病院へ行き切開手術、鉄のか
けらが音をたてて地面へ落下したのには驚きました。ある病院は血圧の薬と他の薬と間違って
渡し、点滴のみでレントゲンもとらず平気な顔で退院させ、また東京へ行き病院の先生より薬
を溶かす薬をもらい、東京の先生は川越の先生の失敗に苦笑いしていました。一番ひどいのは
腰部脊柱管狭窄症多額の費用が手術でかかるのに会社側は知らぬ顔で一銭も負担なし。私が心
配しているのは自動車産業で有機溶剤が使われておりますが腎臓病が今後ますます増加するの
が心配で、私が勤めていた東京の会社には国家試験の資格も取らせて頂き安心して仕事が出来
ました。)（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
【社会参加について】
■内部障害・内部疾患をもち年齢も 60 歳のため仕事やその他の生活活動においても自らのペース
で行動となることから集団として対応することが限定されてしまいます。少しでもみな様のお
役に立ちたいと考えているのですが、情報や相談等の方法がわかりません。障害や相談等の方
法がわかりません。障害の程度に応じた情報があれば、自ら選択して参加ボランティア出来る
と思います。なお高齢化とともに疾患などによる機能障害の方が増える可能性があると思いま
す。できれば障害者認定を受ける、受けないにかかわらず、ここの特性が活かされる情報や活
動の場所があれば、ある意味で年齢に関係ない活性化した川越市になるのではないかと期待し
ています。（60 歳代、内部障害）
■私自身障害者ですが日常生活では特に困っていることはありません。問 54～57 の質問について
は、身近な障害のある人のことを念頭において解答しました。重度の身体障害のあるその人も、
地域の人との結びつきをもって生活できたらと思っています。外出の機会や外出しやすい環境
がつくれるといいと思います。障害のある本人もその人を支える家族も、年々歳をとって体力
的に支える負担が大きくなっています。障害者の施設に通所していますが、家庭内での日常生
活（着替え、食事、トイレ、ベッドに寝かせる）では、本人以上に家族に負担がかかります。そ
のような細々した部分においても支援が受けられると障害者、家族、双方にとって大きな助け
になると思います。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■定年後再就職は出来ず家に居る事が多く、地域活動センターを見つけ通所しているが、同じ仲
間（聴覚障害）が居なく、会話することなく独りポツンと好きな工作活動をしている。長く続
けているとあきてしまう。気軽に聴覚障害者同志が集まり駄弁したり出来るいこいの場と言う
のを近くの公民館にあればいいなと思う。自分の聴覚障害を表に出せず引きこもっている高齢
者が多くいるはず。ふじみ野市ろう協会には国青館、公民館等にポポと言う喫茶店がある。時
たま用事で寄るが、うらやましいと思った。川越市にも談話室があればいいと思っている。
（70
歳代、聴覚障害）
■より多くの人が困った人を見たら助けることが当たり前と考えるようになってほしい。専門知
識を必要とする仕事に従事する人を増やすには困難で時間がかかる。啓蒙活動にもっと力を入
れてほしい。
（80 歳以上、聴覚障害）
■病院周辺(医大)→大きい病院、の交通機関を充実してもらいたい。高齢者は免許証返納するこ
ととなったとき、移動手段がない。高齢者が集まれる場所を増やしてほしい。(東後楽園がなく
なってしまった)。→・交通の便がある場所に作ってほしい。行く為の費用も掛かり過ぎてしま
って生活費を圧迫してしまう、余暇活動をしたくてもできない。（80 歳以上、内部障害）
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【住みよいまちづくりについて】
■①多目的トイレにユニバーサルシートを設置、それをＭＡＰにしてほしい。②車いすで入れる
店を増やしてほしい。③公共交通を利用しやすくしてほしい。④デマンド交通を含めて、車い
す利用者が待てるようなバス停があまり無い。⑤介護者の交流の場を作ってほしい。⑥避難指
示があった時にどうすればいいか教えてほしい。おそらく段差で入れない。⑦停電、断水時に
手助けしてもらえるのか情報がほしい。⑧病院などで車いすの受付窓口がほしい。⑨川越まつ
りや花火に安全に行ってみたい。⑩相談員の人数を増やしてほしい。
・市役所から遠い所も歩道
を広く、きれいにしてほしい。（20 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■川越市は良い町だと思いますが、①道路の歩道整備が必要。細い道や一方通行が多いのも課題。
②水上公園はあるが、もっと気軽に行ける公園や、町の中心部は緑が少なく、電柱が多く景観
が悪いのも課題。（30 歳代、聴覚障害）
■自転車、歩く時等、新河岸は 254 道路から中に入ると道路の段差がひどい。ガタガタ。（40 歳
代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■下広谷に住んでいます。歩道がなく市街化調整区域のため歩いて行ける範囲には、スーパーも
図書館もなにもありません。車が１台しかなく、主人が乗って会社に行くので私はどこにも行
けません。引きこもりを強いられます。外に出たいです。歩きたいですお願いします。市街化
調整区域を廃止してください。お願いします。歩道もほしいです。外に出たいです。歩きたい
です。お願いします。将来免許返納したいですが歩いていけるところにスーパーも病院もあり
ません。免許返納できません。最近運転が怖いです。歩いて出かけたい。外に行きたい！！（40
歳代、平衡機能障害）
■交通手段の充実化、小型バスによる路線の拡充。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■紫のシャトルバスの本数を増やしてほしい（今の２倍くらいに）
（50 歳代、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■盲人用の信号機が少なすぎます。市内福田地区にはほとんどありません。
（知らないだけかもし
れませんが）何処に行っても障害者用駐車場に車を止められないことが多くあります。日本っ
ていう国は障害者に対する意識が外国と比べて低いと思います。誰も好んで障害者になったわ
けでもないのにと・・・。仕事を辞めたら自分より重い障害を持った人の為に役に立ちたいと
思っていますので障害者団体の活動を知りたいです。（60 歳代、視覚障害）
■シャトルバスルートの見直しがあり近所に停留所が出来て助かりました。
（本数が少ないのは理
解しています）（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■駅のトイレも洋式がいつも並んでいる状態です。洋式トイレを増やしてください。
（60 歳代、肢
体不自由（上肢、下肢、体幹））
■バスに乗ることの多い私にとり、バス停で腰をおろせないのはとても不自由なことです。高齢
者社会になってくるこれからは高齢者の外出は足の確保が大事になってくると思います。バス
停にベンチがほしい！東武バスに要望を出したこともありますが川越市からバス会社に指導し
てほしいです。このままでは外出の機会が減る一方です。シャトルバス、自宅周辺に走ってい
ないので使えない。５年ごとにコースの見直しがあるようですがいつも変わり映えせず利用で
きません。デマンド型バス、登録したのですが使い勝手が悪くこれも１度も利用していません
運賃 300 円は高いです。
（妻 代筆）
（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■市の窓口対応等はとても良くいつも感謝しています。他県とは違う！！当方心臓難病にて外見
上全く他者からは理解されず坂・階段・歩行距離・歩行速度等歩行に呼吸障害がすぐ起きてし
まいます。突然死する難病のため車の運転もできず交通手段が厳しい。
「拡張型心筋症」で３級
のため（２級がない）タクシー券が支給されずペースメーカーの人等その差別を感じます。交
通の利便性をさらに高めてください（バス等）。災害時の障害者・高齢者への対応拡充。停電時
の障害者等要介護者への対策。避難所での障害者・要介護者への医療、生活への最低限の確保
対策等。大変な課題ばかりですが一歩ずつお願いします。
（70 歳代、内部障害）
■現在市営住宅に入居していますが３階の為大変である。
（70 歳代、その他）
■地域を通っているコミュニティバスは車イスの使用は不可なので車イスで乗降できるバスがあ
ってほしい。
（70 歳代、その他）
■本庁の前に駐車場を増やしてもらいたい。年金が 100 歳以下の人から介護保険料をとるのか。
（70 歳代、内部障害）
■市内のバスを時々利用するのですが、いつも困る事は乗り降りする時のタラップが(低いのが)
ない事とつかまる所がないので怖い思いをしています。人間はいつかは最後一人になりますが
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その時施設などで最後の見とりやお骨のお世話、お墓に持って行って下さる、つまり最後まで
お世話をしてくれる施策を作って是非実行して下さると、私たち安心して生きていけると思い
ます。公の機関が責任を持って支えて下されば私たち何より安心して生きていく希望が持てま
す。是非お願いしたいと思います。(親族や世話をしてくれる人が誰もいない場合、特に助かる
と思います。これからは一人暮らしや結婚しない人、子供のいない人、いても遠くにいて来ら
れない人など、やむを得ず公の機関に頼らざるを得ないと思う)（70 歳代、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■道路の歩道があると良い。道路からの車を入れるステップや段差が有り道中がせまく転倒しや
すく迷惑になります。ステップはなくしてほしいです。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体
幹））
■最近日本のあちこちで悲惨な災害が起きていて他人事ではないと感じています。足に障害があ
るため災害時はどこに避難所があるのか把握していません。わかりやすいハザードマップが知
りたいです。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■エレベーターやエスカレーターが少ない。エレベーターがあってもその場所が分かりにくい。
暗い所に段差がある。申し込みなどが電話のみのケースがある。段差が多い。
（70 歳代、肢体不
自由（上肢、下肢、体幹））
■シャトルバスの便を増やしてほしい。１時間に１本がほとんどだから。
（80 歳以上、肢体不自由
（上肢、下肢、体幹））
■外出すると気づく事は障害者トイレがとても少ないということです。外に出る意欲も失うので
少しずつ増設していっていただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
（80 歳以上、肢体不
自由（上肢、下肢、体幹））
■一番心配していることは災害がおきたときです。高齢で障害をもつ両親を避難場所へ連れて行
くことが無理で又仮に避難場所へ行けたとしても食事、治療、排せつなど難題が山積みです。
何か助けてくれる手段があれば助かります。大変無理な事とはわかっておりますが災害時の障
害者への検討をよろしくお願いいたします。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■今後、高齢者や障害者が増えると思いますが私の住むところは一般道の道幅が狭く大型車の通
行はできず普通車でもすれ違いができず（一車線）高齢者（杖）や車椅子の障害者や乳母車や
手押し車を押している人は車が来るたびに軒下に避けて車の通り過ぎるのを待ちます。車が１
台ならばいいのですが３～４台とつながってくると暑い日などは車の通り過ぎるまでが大変で
す。住宅整備より道路整備を。（80 歳以上、内部障害）
■今現在、何でも出来ますが…ちょっと足が悪いので買物が大変です。でも、川越ペペで買物し
て届けてもらっています。とても感じが良い方。（80 歳以上、聴覚障害）
【福祉サービスの充実について】
■現在、カルガモの家に入所しておりますが入所は 18 歳までとなっています。18 歳を過ぎてか
らの受け入れ先があまりないと聞いており、今から不安です。成人向けの入所施設（重度身体
障害者のため医療型の）整備をお願いしたいです。
（10 歳未満、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■施設へ入所している児に対しての支給の制限を緩和してほしい。（10 歳未満、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹）、他）
■日常生活用具（天上走行リフトなど）の支給特例などをしてほしい。
（20 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■本人の年齢が上がってくるにしたがって介助している親も同じように上がってくるのでできれ
ば親と本人が一緒に暮らしながら安心して福祉サービスを受けることができる施設やグループ
ホームなどを公的にも民間でも（安価で）充実してくれたらとても嬉しいです。川越市はとて
も住みやすく福祉もとても職員さんも良いのでこのまま暮らしていきたいので将来もっと素敵
に優しい町になってほしいと思っています。（20 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■障害者が使えるサービスについてよく知らず損をすることが多いので手帳交付の時とかに一覧
をもらえたり家に届くようにしてはどうでしょうか？家からは動けない人もいると思います。
月一で発行してはどうでしょうか？内容はなんでもいいと思います。サービスから活動してい
ることでものせてみては？土日の時も市役所など利用できるようにしてほしいです。毎回とは
言わないので月一回土日でも利用できるようにお願いします。働いているとなかなか休みがと
りずらく定時であがっても間に合いません。（20 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
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■高校生までは補装具を約毎年毎に変えていたのですが、卒業後は援助されず、高額なので家庭
では支払えず困っています。（20 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■川越市の障害者福祉に対する推進があまりに遅くて困っている。川越市はもう少し丁寧にかつ
スピード的に進んでほしいと思います。障害福祉の制度が分かりにくく理解が苦しい。もう少
し分かりやすく制度の手引きを作成して下さい。川越市ＨＰを分かりやすく制度の手引きをの
せて下さい。分かりにくく何をかいているのかが分からない。（30 歳代、聴覚障害）
■病気による障害があるが公的手続きや福祉サービスを受けるための情報を得るため苦労した。
かかりつけの病院でも特に支援について提案などはなく自身で相談窓口（病院のソーシャルワ
ーカー）やインターネットで調べないと何ひとつ支援を受けることができないのだと知った。
まだそれぞれの手続きも複雑で難しい。体調の悪いなか保険、年金、税金等窓口に行くのが大
変。家族に代行をお願いしたいが難しくて無理と言われた。電子化等出来ると良いと思う。
（30
歳代、内部障害）
■障害者の子供と３人で生活をしている者です。長男は入所施設に、次男は同じ家で生活してい
ます。２人とも全盲です。長男次男共に１級です。なぜか次男だけ５年に一度眼医者に検査を
受けるように年金を出している方からの通知が来るのですか？（40 歳代、視覚障害）
■ショートステイの受入先がない。介助者が高齢なので、いざという時の受入体制がほしい。成
年後見制度以外の、もっとケースバイケースで対応・経済面でサポートしてくれる制度が必要。
（50 歳代、視覚障害、他）
■シャトルバスやオアシスプールなど無料で利用させていただき満足しています。ありがとうご
ざいます。（50 歳代、内部障害）
■今回のアンケートで様々な福祉サービスがあることを知りました。障害福祉課の皆さん、日々
のお仕事ありがとうございます。無理したり、身体を壊すことなく、健康に努め、サービスを
受けなくてもやっていけるようにしていきたいと改めて思いました。
（50 歳代、内部障害）
■障害を持ってから間もないので、どの様な支援をうけられるのか分からない所があります。市
役所で冊子を頂きました。ひと通り目を通したつもりですが、自分がどれに当てはまり、どこ
まで支援を受けられるのか把握しきれていない気がします。（50 歳代、内部障害）
■私は肺、心臓、透析、車いすです。下肢は一瞬歩けますが沢山は歩けず立つのも精一杯です。
「障害者のしおり」では内部と下肢のサービスは違います。私のような場合は内部のみです。
しかし車いすを使っています。時と場合によって症状のひどさなどによってサービスも考えて
もらえたらと思います。
（50 歳代、内部障害）
■障害者の申請書等出張所で手続できるようにしてもらいたい。
（50 歳代、肢体不自由（上肢、下
肢、体幹））
■障害者は、こういう援助が受けられるという内容が詳しく書かれている資料がほしいです。市
役所に置いてあるのですか？（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■障害者へのサービス(割引等)の冊子等がほしい。まわりの人とかに聞いて初めてサービスがあ
る事がわかるので、一覧表にしてほしいです。
（60 歳代、内部障害）
■ＮＨＫについて→無料にしてほしい。市内のバスは無料フリーパスがほしい。
（60 歳代、聴覚障
害、他）
■障害の等級について。私は５級（右下肢５センチ以上短縮）です。病気で骨折し、右足が左足
より 5.5 センチ短いため歩行が大変です。杖を使用していますが歩行が大変でタクシー利用が
多いです。１割安くなりますが年金生活には大変です。１級でも元気で外出している人がタク
シー券を使用しています。平等なその人の障害にあったサービスを受けられるようにお願い致
します。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■現在は 60 歳で自分のことは自分で出来ますが 10 年、20 年と年を経て重いものの買い物、家の
修理などできないことが増えてきたら自治体の支援をお願いしたいと思っています。高齢で一
人暮らしに障害が加わると不安な要素が増えると思います。
（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、
体幹））
■必要な書類は点字化、または音声化してほしい。（60 歳代、視覚障害）
■今は自動ドアが設置されましたが、以前ホームから落下しそうになり周囲の方に助けられまし
た。人工透析の帰りで血下低下をおこしてました。今は新しくオープンした腎クリニックに通
院し移動はなくなりましたが、透析日は寄り道せずに帰宅して横になるようにしています。
“お
あずけ”が遠いような気がする。
（交通手段を知りたい、シャトルバス）
“福祉タクシー利用券”
をもらって利用していますが不足しています。追加でもらえませんか？（60 歳代、内部障害）
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■装具の買い替え、修理に必要な書類の許可？をもっと早くなりませんか。
（60 歳代、肢体不自由
（上肢、下肢、体幹））
■他市から転居して 20 数年が経ったが、川越市にて補装具の交付援助があり助かっています。
（70 歳代、内部障害）
■難聴でお世話になっています。言いたいことを言わせて頂ければ何年か前まで補聴器の電池が
支給されていましたが、年金生活になってから、支給して頂けたらありがたいと思います。障
がい者本人は運転できませんが、同乗者が運転した場合高速道路の料金などのサービスがあっ
たらありがたいと思います。（70 歳代、聴覚障害）
■問 20 体が痛いので 1～10 までは出来ない。問 21 体が痛いのでできない。忘れている事が多く
「障害者のしおり」を読みかえしました。市役所まで行かなくても出張所等で書類が出せるの
で助かっています。今は家族と介護保険のヘルパーさんに世話をしてもらっていますが、家族
が世話を出来なくなったら施設に入ろうと思っています。特養の待機の話を聞くと施設が出来
てほしいです。そしてヘルパーさんも増えてほしいです。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、
体幹））
■障害者対策全般の理解ができていないので申し訳ありませんが、〇がつけられないです（問 57）。
リウマチによる手足身体全体の痛みの他、不自由ですがヘルパーさんに助けられ何とか暮らし
ております。有難く思っています。生涯自宅で暮らしたいです。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■障害（２級）の 78 才の私ですが、歩行困難の為電動カートを借り、近くの病院に、後はタクシ
ーを使ったりし行動しております。今、現在、障害１級になってもおかしくない状態です。国
民年金の収入のみで生活しておりますのでとても不安です。歩けない所にもって来て、甲状腺
機能後進、18 年前に乳癌、平成 17 年うつ病と病気に悩まされております。明るくふるまって、
前向きにと思っていてもマイナスに考えてしまう事が有りとても不安でなりません。食べる事
は、心臓の悪く、体の弱い 81 才の年老いた姉が買物等してくれて何とか生活をしていますがこ
の先、本当に姉が病にたおれたらと思うと不安でなりません。国民年金の低所得でも入れるホ
ームが増えたら安心です。又孤独死がなくなる事を願っております。
（70 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■私は最後まで自宅で生活したいです。在宅福祉をお願いします。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■福祉サービス（内容、窓口）が良く分からないので資料配布してもらえればと思います。
（70 歳
代、内部障害）
■このアンケートを通して知らなかったことが多く知識不足であったことがわかりました。これ
から先、目耳を使ってもっともっと知りたいと思っています（支援等施設等）。現在はまだ自分
が全てできておりますが車で運転できなくなった時からの生活に不安です（医者に行くとき、
買い物等）独身である娘が同居していますが仕事をしているためあてにできない。娘との同居
は私が怪我をして５カ月くらい何もできなくなり経済的なことも含めて同居しました（私は一
人暮らしでした）。近くに気軽に相談できる所があれば将来助かります。市役所までは遠すぎる
（公民館も同様）（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■極力自立して働き税を納める事を心掛けてまいりましたが高齢にともない、行政の恩恵が事務
化し複雑になりサポートを受けにくい事が感じられてきた。例…市政で高齢者自動車運転免許
の返上についてバスを設備したが１台と少なく予約制で返上すると生活が孤立する恐れが出て
くる。民間のバス運行も時間表間引きがありタテ運行より横運行が困難になったその為災害時
の移動、選挙日の移動等で地区別個々に乗合いバスや介護施設の車を有料にでも一般高齢者向
けに利用出来れば良いと思います。行政の臨機応変改革。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、
体幹））
■自立のための公的な福祉サービスを補完するため市主催の一部費用は自己負担を前提とした身
体機能向上のための制度（機会）を設けたらいかがでしょうか。（70 歳代、その他）
■自立訓練をしてほしいと思います。何もしないで１日車イスに座っていれば歩けなくなるのは
あたりまえ（妻）（80 歳以上、視覚障害、他）
■82 才になり今は何とか１人で生活していますが、年はストップが利かないので大きな病気を抱
えられるようになったらどうしようと心配です。ピンピンコロリが希望ですが、お金がかかる
ようになったらどうしよう…。子供が２人いますが、それぞれ精一杯な生活で頼るのはダメ。
今、元気なうちにどうしたらよいか市役所を尋ねてどうしたら良いか相談にのってもらいたい
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です。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■ケアマネジャーに質問しても納得のいく答えが得られない。特に通知、書類に対しての知識が
不足していると感じます。（80 歳以上、視覚障害）
■<家族による補足>要介護認定を受けているので原則障害者向の支援、サービスは受けられませ
ん。受けておりません。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■介護タクシーなどをもう少し充実してほしい。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■母は膠原病を発症して、入院から施設へ入所するまでの一人暮らしの４年間を川越医師会のケ
アマネジャーさんと看護ヘルパーさんにとても良くしてもらいました。たいへん感謝しており
ます。（80 歳以上、内部障害）
■配食サービスは宅配係の女性の態度がひどく、庭にゴミを捨てていくようなんで、注意しても
直らないので諦めました。今、利用しているデイリハは何度も防犯設備の使い方を間違えて大
音量でサイレンを鳴らして近所に迷惑をかけるし、
「○○日は休みます」の連絡の電話を入れて
あるのに迎えの車が来たり、どうも話を職員同士で共有していないフシがあります。ケアマネ
ジャーはこっちの要望を聞いてもくれませんし、悩み相談ができるような相手ではないです。
ヘルパーさんは勝手にうちのおかずを食べて行くし皿を割った上に破片を掃除しないで帰った
ので家族が足をケガしました。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■入居施設も人材不足で満足なサービスができない賃金、労働者をもっとふやすべきだ。（80 歳
以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■福祉サービスが人によって差がある。（不明、不明）
■必要な書類などとる時に日時が、かかりすぎる事。（80 歳以上、内部障害）
【その他】
■昔に比べて障害者に対する制度もずいぶん充実してきたと感じています。それらの制度に助け
られながら生活できていること大変ありがたいと思っています。ただ不安なのは将来両親が高
齢になった時や病気で障害のある子供の支援ができなくなった時にこの子がどうやって生活し
いくのか？兄がいますが彼にも人生があるので障害がある弟のために苦労するのではないかと
不安になることがあります。そのためには私達両親が生きている間に少しでも自立して生活し
ていけるよう支援していくとともに同じような障害をもつ子供が、両親がいなくなっても生活
できるよう施設や制度を今のうちから作ってやりたいと思います。（10 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■更に向こうへ！（20 歳代、聴覚障害）
■このアンケートの内容は若干ではありますが重度の人に偏っているように思います。障害は軽
くてもたいへんな思いをしている人はたくさんいます。また、見た目には判断できない内科的
な病気の人は周りからの理解が得られず苦労しています。全ての人に目を向けるのは難しいと
思いますが、サービスや制度の利用他のことで基準等から漏れてしまう人、遠慮している人を
少しでも救えたら、より良い福祉になるのではないかと思います。
（50 歳代、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■川越市障害者支援計画の見通しの意図が不明。より良い施策の具体案とは…施策削減のアンケ
ートだとしたら世論と逆行すると考える！（50 歳代、内部障害）
■視覚障害ですので介助している配偶者に何かあった時は一人で電話するにも役所へ行くことも
できずに困ると思うと不安。障害者は不安だらけで日々生活をしている。
（50 歳代、視覚障害）
■昨年までは障害者手帳に１種１級でしたが、今年は何も障害が改善されていないにもかかわら
ず４級にさせられ川越市内で病院に費やすお金を全額負担されており困っています。市に相談
に行くも満足な回答は得られず対応も悪かった。やはり行政はあてにならない。
（50 歳代、内部
■どのようなサービスがあるのか分からず、市役所が一番詳しいと考え、家からかなり遠い市役
所に伺います。近くに、市役所と同等の情報があり、手続きも出来る場があると助かります。
そのような場所で何かを質問したら、ここでは分からないので別の所へ問い合わせするように
と言わず、そこで調べたり対処していただけたら有り難いです。今、自立するために商売をす
ることを考えていますが、具体的に相談にのっていただけたり、協力して下さる所がほしいで
す。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■今後障害福祉の予算を減らさないでほしい。
（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■本人はこんなに長い文章を見ても理解できない。税金の納付書類も意味がわかりづらい（本人
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は理解できない）簡潔なものを作成していただきたい。
（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体
幹））
■アンケートの前に各種サービスの情報提供・利用の仕方などのレジメなどが必要。
（60 歳代、内
部障害）
■今回初めて回答しましたが、チョット多すぎる感じです。もう少し簡単にお願い出来ればいい
と思います。つかれました。（60 歳代、内部障害）
■障害者の立場に立って考えられているのかが疑問。例えば、このアンケートも、このような膨
大な質問内容を障害者に回答させること自体が障害者の負担になっている。
（60 歳代、肢体不自
由（上肢、下肢、体幹）
、他）
■障害福祉課が障害者の立場にたって意見を聞いたり活動したりしてほしい。障害福祉課が他の
課や部署と連携をとって障害者施策を進めてほしい。行政が財政難を理由に障害者のニーズに
答えられていたいことが非常に多いので適切な方策を考えて実施してほしい。
（60 歳代、視覚障
害）
■障害の程度が軽いからといって経済的支援を減らしたり停めてしまわないようにお願いします。
（60 歳代、内部障害）
■視力が弱く問題がよく見えません。夫も老眼でみづらいようであまり協力的ではありません。
（60 歳代、視覚障害）
■障害者手帳のカード化。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■障害者になる前に父が早死にして苦労したので今の状態で苦しいと思ってはいません。（60 歳
代、内部障害）
■ご苦労様ですが設問が多すぎませんか・・・。（60 歳代、内部障害）
■70 才まで会社に所属し、風邪で会社を休んだこともなく、大きな病気をしたこともないのに、
突然透析と診断され、現在透析２年目となります。中学校時代より将来、銀行に行きたいと思
っていた職業ですので、70 才まで何一つ不満もなく、元気なつもりでいましたが、透析となっ
たことを残念に思っています。（70 歳代、内部障害）
■つかむ事が良く出来ないので、ボールペンなど太いものを使って、また、テープを巻いて使用
しています。柄の太い傘を使用したいのですが、なかなか見つかりません。男性用のものは重
くなってしまいます。（70 歳代、その他）
■高齢者で普段出歩くことがない自分にはあてはある項目がない。アンケート内容は若者の自立
に関する項目が多く我々にはあまり役立つようには思えない。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下
肢、体幹））
■今現在、不便な事やほかの面でもたくさんありますが自分自身ではその時の状況に応じ考えて
歩いています。どうか心の目を開いて自分のこととして（自分がもしそうなら）と考えて対応
していってほしいと思います。（70 歳代、その他）
■内部障害で 24 年たつので別に障害者としての不便はない。現在は身体障害手帳にお世話になっ
ている。いま現在は満足している。わからなかったら２Ｆにもいって聞いて参考にしている。
みなさんわかりやすく説明してくれて現在は満足している以上。ごくろうさまです。
（70 歳代、
内部障害）
■私はストーマですが、今現在は自分で何でもでき、旅行(泊り)も行っています。もっと年をと
って自分でできなくなった時が心配です。（70 歳代、内部障害）
■前略 他の市町村の事はわかりませんが川越市の対策、支援に関しましては他の市町村に比べ
て誠意が感じられ嬉しく感じられるこの頃です。割ときめの細かい暖かさを感じております。
大変な事と存じますが宜しくお願い申し上げます。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■現在、身体障害者手帳の更新中の利用で外の事に付いてよくわらかないです。
（70 歳代、肢体不
自由（上肢、下肢、体幹））
■現在、入院しています。そこで回答欄に○印をつけていいか悪いか多くありました。代筆者の
判断でつけさせて頂きました（夫）
（70 歳代、平衡機能障害）
■質問内容や量が多くわかりづらい(本人にも代筆者にも)一度に集中して聞ける状態ではない。
わかりやすい表現をしてほしい。（70 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■提出書類、説明書、広報などの書体は太目で見やすいもので色のついた上には印刷しない、網
掛けはやめてほしい。白黒のコントラストのはっきりした表示、ワクなどの線も字画数の多い
文字はなるべく使わない。アンケートもいいですけど障害者を少人数 10 名くらい集めて意見を
聞くこともあったほうが絶対現実性があると思います。悪いことも知り解るようになるので
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は？ご苦労様ですありがとうございます。（70 歳代、視覚障害）
■今は元気にしているが病気になったときのことを考えると少し不安になる。（70 歳代、肢体不
自由（上肢、下肢、体幹））
■私の場合あまり差がありすぎます。今の人は声が小さいので買い物のとき聞きづらいです。
（70
歳代、聴覚障害）
■どうしても情報不足になるのは自分の責任もありますが、広報以外にも入手しやすい手段があ
ると助かります。（70 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■各種川越市への申請（市役所）の土日対応をお願いしたい。（70 歳代、内部障害）
■自力でどこまで出来るかテスト中。（70 歳代、内部障害）
■川越の住民で良かったです。市民の為よろしく頑張って下さい。
（60 歳代、肢体不自由（脳原性
運動機能障害））
■親類のお世話で川越市に移住して半世紀が経ちました。その時の話では、川越市は福祉に力を
入れているということで、障害者である私は心強く感じました。
（障害名は右股関節強直及び右
下肢短編） そのため、短足になった分、靴底を高くしてくれましたが、膝から下は両足共ほ
ぼ同じで、膝から上が短いので歩きにくく、特に階段を上る時につまづいてしまいました。そ
のため、折角の御好意ではありましたがお断りしました。ご配慮に感謝しております。
（足算だ
けでのサイズ合わせは親切があだになることもあります。
）
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下
肢、体幹））
■私は 87 歳の障害２級です。83 歳までは元気で自転車にのって買い物など楽しんでおりました
が、手術の時に障害になりました。一人では歩けないのに何が基準で２級なのかわかりません。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■あまりにページが多く驚きました。身障２級ですが、83 才への質問とはかけ離れたものも多く
答えづらいものも多かったです。現在、年令で介護保険を利用していますが、身体の状態を分
かってもらえない部分もあり、本来なら障害者としての手助けをしてもらえたらと思います。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■アンケートの趣旨は理解出来るが設問が多すぎる。（80 歳以上、内部障害）
■問 57：自分が補聴器をつければ普通に生活出来るので障害者施策等をあまり考えたことがない
ので分かりません。（80 歳以上、聴覚障害）
■以前から著名な人の団体で家庭内のモラルの持ち方等啓蒙活動をしておりました。従って現在
も息子たちに時々参考になる話をしています。大東和戦争に負け忍耐を必要とした時期に遇し
ました。息子たちも独立しております。過度の干渉はできませんが参考として話はしています。
（80 歳以上、聴覚障害）
■現在要支援を受けているが毎年誕生月に調査員が来て調査しているが、私は無駄ではないかと
思っています。何故なら悪くはなっても良くはならないのが普通であるからで従って私は自己
申告制にしたらと思っています。それは現在より悪くなったと思った人は申告する。今までと
変化がないと思った人は無申告とし現状と同じとする。このことによって調査員の手間が少な
くなり、また障害者と手間がかからず大変助かると思っております。このことは以前から思っ
ており是非検討をお願いしたと存じます。大変お世話になっております。よろしくお願い申し
上げます。以上。（80 歳以上、その他）
■脳梗塞で 65 歳の時倒れて 24 年その間何回かの入退院の繰り返し私も病気を持っていたので毎
に考えさせられた。だんだん食がうまく取れなくなり、病院にいる時先生からこの後どうする
か聞かれても家族としては迷ってしまい、結局病院の先生が良いという方法で胃ろうになり現
在にいたっています。この選択が良かったのか本人は何を思っているんだろうと思う。相手が
元気でいる間私も元気でいたい。そんなことがあるから自分も元気で毎日を過ごせているかと
も思う。（80 歳以上、平衡機能障害、他）
■私は先天的な心臓奇形（三尖弁が二尖弁）でした。軽症のようで 60 歳まで高校教師として働き
ました。60 歳過ぎ不整脈→弁置換の手術を受け身障者１級の措置を頂きましたが術後平常な日
常生活を享受し自動車運転もやっております。現在 81 歳、多少体力の衰えは感じますが独居で
家事全般と週３回のボランティア活動を行っております。今後必ずむかえる終末期については
想像の域を出ません。従って回答に不適切なものもあったかと思いますが今後ともよろしくご
指導ご支援ください。（80 歳以上、内部障害）
■仲の良かった友人たちは亡くなったり、入院したりで元気な友人がいなくなりました。若い友
人もいますが元気すぎてついて行けません。今は一人が気楽です。テレビを見たり本を読んだ
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り一人の楽しみもあります。娘と一緒に病院の帰りには、お店を見たり、買い物をしながら帰
宅するのも楽しみです。この楽しみもいつまでかはわかりません。娘も胃がんの手術もしてい
ますからいつまでこの生活が続くのか不安もありますが、ごめんなさい。何もアンケートの答
えにならなくて申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。ありがとうございました。
（80
歳以上、聴覚障害）
■身体障害の認定検査の結果は２級と先生の判断でしたが、胸部整形手術の場合は１級～３級と
のこと。若い頃は苦しくても家事も出来ましたが、今はお風呂に入るのも一人では不安なので、
週２日デイサービスへ行っています。最近、家事全般が苦痛になってきました。人は外観で見
るので痛さや苦しみが伝わりません。私より元気な人が１級とか２級です。もう少し見なおし
てほしいです。（80 歳以上、内部障害）
■障害者福祉に関するアンケート調査、本当に良いことだと思います。私は心臓弁膜症で手術を
し、ペースメーカーを取り付け今は順調に過ごしております。身体障害者１級ですが障害者と
思っていません。今後もこのようなアンケートを実施して少しでも障害者のために有効活用し
たほうが良いと思います。職員の皆様のご活躍をお願いします。（80 歳以上、内部障害）
■障害の程度でそれぞれの方の意見、要望は異なるのでアンケートにするのは難しいかと思いま
す。本人は高齢で障害者というよりも老人介護のことが問題となっています。老人ホームに入
っているので、市とのやりとりは施設の職員さんを通じて行っておられるようで、わかりませ
ん。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■聴覚障害者ですが、ひざ、腰痛にも悩んでいます。アンケート回答の一部に障害とこの悩みな
どが混同しているところもあります。補聴器(修理)について全額(費用)自己負担可能です。医
療費の助成については感謝申し上げます。（80 歳以上、聴覚障害）
■夫 96 歳、本人 89 歳、内容が難しすぎてわからないです。よろしくお願いいたします。
（80 歳以
上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■基本的に自分のことができるので、今は問題ありませんが、内部障害は見た目でわかりづらい
ため体調の悪い時等、少し他人の目が気になったりします。ヘルプマーク等がもっと受け入れ
られたらと思います。（40 歳代、内部障害）
■ヘルプマークをもっと市民に知らせてほしい。かばんにつけていても援助や配慮させたことは
ない。もっと市民に知ってもらいたい。優先席に表示してもらいたい（50 歳代、内部障害）
【保健・医療サービスについて】
■医療費の負担金が多すぎる。（60 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■年金生活者です。ペースメーカー植え込み手術をして１級障害者で医療費免除助かっておりま
す。脳梗塞から認知症も進み特別養護老人ホームに入所していますが高額介護・給付費とても
たすかります。今後とも宜しくお願いいたします。（70 歳代、内部障害）
■医療費の助成は大変助かっておりますが領収書の提出について、国民健康保険課に提出するも
のと一緒にしてもらいたい。（70 歳代、内部障害）
■介護疲れが慢性化してくると、神経が疲れているのかどうか分からなくなることがある。介護
者のこのような症状に対応してくれる医療機関があると助かる。同じような環境にいる介護者
との意見交換がしたい。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■介護保険の負担割合３割は大きな出費で、私も大きな買い物はなるべく控えている状態だ。そ
の中で高額介護が給付され助かっています。９月８日に納涼祭があり父兄として参加して本人
も若い頃の自分を思い出して音楽やイベントや周囲人たちのかかわってくれたりとても楽しそ
うでした。大変だと思いますがこういうのを年に何回かやってくれたらなと思います。
（80 歳以
上、平衡機能障害、他）
【教育について】
■難聴学校を増やしてほしい。担当できる先生の教育。ロジャーなどへの経済的支援を収入に関
係なく負担してほしい。同じような立場の人との交流の機会を増やしてほしい担当の先生やク
ラスの友達への理解を深める場がほしい。（10 歳未満、聴覚障害）
■地域の学校に通うにあたって身体障害のある子の受け入れ態勢をもっとしっかり整えてもらえ
ると嬉しいです。（10 歳未満、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
【雇用・就労について】
■親亡き後のことが大変気になります。働く場所、入所する施設などの情報もなく相談出来る場
所、人がないです。全て（入浴・移動・生活全部の介護）をほぼ１人でやっている状況で助けて
もらえる所がありません。身体の障害だけなので本人の意思もあるのでそこも難しいです。こ
のままでは共倒れになってしまいそうで将来とても不安です。もう少し相談出来る人、場所が
あってほしいです。現在高校２年生ですが、実習先も川越ではありません。他の地域にはある
のになぜ川越にはないのか？一択ではなく働く場を増やしてほしいです。よろしくお願いしま
す。（10 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
【社会参加について】
■何にしても人手が不足しているように感じます。通常の生活で障害者に出会う事が少ないと思
います。障害者と健常者が一緒に何かを行ったりするような機会が増えれば良いのではと思い
ます。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
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【住みよいまちづくりについて】
■自宅から駅まで歩道のある所は段差が多くて一人で行く事が出来ない。通学支援が受けられる
と良い。（10 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■これからも川越市で暮らしていきたいので暮らしやすい町づくりをお願い致します。
（20 歳代、
肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■下水・歩道と多目的トイレを多くしたり、車椅子や目の見えない人が歩きやすいようにしてほ
しい。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■障害者に耳をかたむけてもっと生活しやすい川越市になってほしいです。町を歩いていても段
差や道幅のせまい道路、目の悪い人達にも歩きずらい場所ばかりです。（50 歳代、視覚障害）
■きれいな市にしたいです。（50 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■シャトルバスの本数を増やしてほしいです。総合福祉センター～南文化会館間。
（60 歳代、内部
障害）
■ストーマ装着の方々が利用出来るトイレを多く設置していただきたい。また、同じ障害を持つ
人同士が集まって話せる機会があると良いと思います。（60 歳代、内部障害）
■笠幡、的場、霞ヶ関駅周辺からもシャトルバスを鴨田の埼玉医大まで運行してほしいです。
（60
歳代、視覚障害）
■オアシスへ参加し、色々やってみたいですが、移動手段がありません。デマンド型交通はあり
ますが笠幡から保健所までで後はどうする事も出来ません。オアシスまで行ってくれれば有難
いと思います。お願いいたします。行かせてください。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体
幹））
■交通の便の悪さ、駅、病院などに行く時などはタクシーをよんでいきます。バスで行きたくて
も１日に何本も出ていないので病院、駅にタクシーで行くので少々物いりです。
（70 歳代、肢体
不自由（上肢、下肢、体幹））
■バリアフリーを増やしてほしい。
（70 歳代、内部障害）
■足が悪いので病院へ通院する時、今は叔父に頼んで車で行ってもらって私も付き添っています
が、叔父が運転できなくなると非常に困ります。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■10 月 12 日の台風 19 号の時の避難場所として市民センターを利用させて頂きました。多目的ト
イレがあるのでとても有難かったです。ただロビーにＴＶでもあれば台風状況が分かるので帰
宅等の予定が立ちやすいかな・・・と感じました。旧館長さんがいろいろ工夫をして下さり、
安心して一晩寝かせて頂きました。ありがとうございました。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下
肢、体幹））
■病院の歩道に段差があり視力障害にはとても歩きにくい。（70 歳代、視覚障害）
■車いすで外出しやすいよう、水はけの悪い道路、段差のある道路を直してほしい。
（80 歳以上、
肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■何かあったとき気軽に往診を頼める医師がほしい。古市場に住んでいますがシャトルバスがな
いのが本当に困ります。今泉まで歩いて利用するのですが歩くのが不自由でサービスがなく本
当に困ります。せめて神社に乗り降りできるバス停を作って下さい。
（古市場公民館）
（80 歳以
上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■バリアフリー等の充実による行動範囲の拡大。（80 歳以上、内部障害）
■障害者が暮らしやすい街づくりをお願いします。（80 歳以上、その他）
■障がい者は全てにおいて交通手段の確保が難しいと思いますので、今後はデマンド交通の拡充、
使いやすさについてご検討をお願いします。（80 歳以上、視覚障害）
■近くに買物場所等が有れば良い。
（80 歳以上、内部障害）
【福祉サービスの充実について】
■生活サポートを利用させて頂いています。年間 150 時間では生活をしていく上で足りません。
障害のある子供を育てていくことは育てている人にしかわからないとっても大変な苦労があり
ます。介助するほうにも休息は必要です。（10 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■市を通じ施設の入所を望んでいます。入所施設の増設等。
（40 歳代、肢体不自由（脳原性運動機
能障害））
■訪問リハビリをうけたい。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■私の両親は老老介護になっています。私たちは自分たちの生活をするのがやっとだから、今後
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の介護をどうしたら良いか悩みます。年金だけだと施設に通えなくなるのではないかと心配で
す。先日も、通いたいデイサービスがありましたが、送迎の場所の地域外だったので通えない
などありました。（50 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■１か月の公費ストーマ装具代金 8,858 円とてもとても足りません。夏の暑さで安い物では外れ
るしとても大変です。何日も付けていられません。公費もう少し上げて頂けませんか？お願い
です。（60 歳代、内部障害）
■①ガソリン券をいただいているが、使えるガソリンスタンドが限られている。且つ、表示価格
よりも高い料金になってしまう。②車いす用駐車場について、横幅には余裕があるが、後方か
ら降ろす場合、もっとスペースがほしいと思う駐車場ばかりだ。③介護、介助に使う手袋や消
毒ティッシュがヘルパー使用分も含めて自己負担になっている。補助を考えて頂けると助かり
ます。または、ヘルパー自身が使う手袋だけでもヘルパーが持参出来ないものか。④ヘルパー
さんによって、何日も使っているのかと思うほど汚れたマスクをしてくる方がいます。市から
各事業所へ指導していただけないでしょうか。
（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■私は、ストーマです。自己負担もあります。補装具の費用が負担なしでも少し金額が多いと助
かります。ガーゼ、消毒液、皮膚保護剤・・・ｅｔｃ。費用以外にかなりあります。もう少し増
額をお願いいたします。
（60 歳代、内部障害）
■法的な制度はできているのに人手不足。障害等級が足りないなどによって利用ができないこと
が沢山ある。利用しやすくしてほしい。（60 歳代、視覚障害）
■福祉タクシー券についての希望。今の段階では時々の利用で助かっていますが私透析患者です
ので週３回病院の往復があります。現在は病院のバスで送迎して頂いておりますので無料です
が自力でバスの乗り降りができなくなりますと個人で通院しなくてはなりません。有料の福祉
タクシーの会社と契約しなければなりません。他の患者さんのお話によりますと年間頂いてい
る券ではとても足りない人も多数いらっしゃるようです。個人差があるようですので御一考下
さるとありがたいのですが。（60 歳代、内部障害）
■現在ガソリン券を頂いていますが給油のできるスタンドが少ないのでもっと多くしていただき
たい。セルフのスタンドでも給油の方法はいろいろあります。店員もいるし。
・・・円・・・L、
満タンとかの給油方法も有りセルフのスタンドでもガソリン券で給油できると思いますが。ス
タンドの店頭表示価格もいろいろですがスタンドによって券で入れると+5 円～10 円/L 位の差
があります。店頭価格+5 円未満とかに指導できないでしょうか。私は+5 円未満のところで給油
したことはありません。最近は個人情報、プライバシー、と言われていますがガソリン券の表
紙の氏名は削除して車のナンバー表示だけにしていただけないでしょうか。ガソリン券に関わ
ることだけで申し訳ありません。（70 歳代、内部障害）
■難聴者に要約筆記をつけてほしい。（70 歳代、聴覚障害）
■耳が聞こえない時はいつもメモ帳を書くことがいいと思います。必ず筆談します。よろしくお
願いします。
（70 歳代、聴覚障害）
■働きたいのに介護のため仕事をやめました。まだまだ在宅介護は家族の負担が大きい。デイサ
ービスやショートステイを利用していてもデイサービスは預かりが 10 時～16 時とか最長で 17
時。これでは仕事が出来ない。保育場のようなフルタイムで仕事ができる施設を作ってほしい。
子供にはそのような場所があるのに障害者の老人にはないのはなぜですか？在宅介護をすると
きは仕事(フルタイム)は辞めなくてはならない現状があるかぎり「人材不足」は改善されませ
ん。私のような仕事を辞めて親の介護に日中もおわれている人はかなり多いと思います。高齢
化社会になっているんですから中年層が働けない現状を理解するべきです！（70 歳代、肢体不
自由（上肢、下肢、体幹））
■別の自治体では、家庭内に健常者がいる場合でも介護保険を利用して、家事の援助を受けるこ
とができました。川越市でも、ぜひその点を考えていただきたい。同居人が健常者であっても、
自分の仕事を持ち、家族の介助もして、では日々の家事にまで手がまわらず、大変苦労をして
います。このままでは本人も介助者も心身共に疲弊してしまいます。
（70 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■どんなサービスがあるか知らないことが多いので今あるサービス支援を料金と共に一覧にして
わかりやすいように教えてほしい。
（70 歳代、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、他）
■介護期間が 10 年になり、本人共々体力低下となり子供たちにはそれぞれの生活が精一杯の為、
迷惑をかけられず介助者にもしもの時には早急に短期入所、老健、特養等への移行が可能とな
ります事を願っています。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
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■身体が不自由な為に時々介護タクシーを使用する。医療費は無料でもタクシー代金が 13,000 円
くらい必要である。そんな費用を少しでも補助してもらえると年金生活では助かります。
（70 歳
代、その他）
■福祉サービスの件で。現在居宅介護、通所デイサービス(機能回復訓練)(月、水、金、土)短期
入所(高額の為３ヶ月に１回利用、ショートステイ)ホームヘルパー以上。介護保険負担からの
支払い。全て年金からの支出、今後費用の点で生活が厳しくなると思う。身体障害者１級のた
め働けません。この先不安です。要介護４、妻代筆。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■私は心臓病です。秋から冬になると通院とか生活に不便を感じます。地域活動（夜警廻り）、清
掃など、こちらはやめます。タクシー券を復活出来ないでしょうか。
（70 歳代、内部障害）
■毎月おむつを頂いて助かっています。デイサービスの負担が重くなることは困ります。（70 歳
代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■老老介護５年になりますがデイサービス４日(月火木土)とショートステイを年に３回くらいお
願いしながら頑張っています。脳梗塞(心房細動による)になり、高次機能障害、失語症、失行
などがあります。最近は痴ほう症も少し加わってきているように思います。５年前に退院する
時は自宅では無理と言われましたが、何とかやれています。自宅にいた５年間で主人なりに頑
張っているところがあるように思います。私(76 歳)が何とか頑張れている間はこのままで大丈
夫ですが、私が急に病気になった時のことがとても心配です。ケアマネさんとはよくその辺は
相談にのって頂いています。ありがとうございます。私の心身の疲れを何とか致します。
（70 歳
代、不明）
■最近は母が夜中に奇声を発するので、夜眠れません。日中はヘルパーを頼んでいますが、母が
ヘルパーを信用していないため「何か盗まれる」
「服がなくなる」と興奮してしまい、私が働か
ないと生活できないのに被害妄想がどんどん悪化してしまいます。ケアマネジャーに話はしま
したが、別に何もしてくれないようですし、ショートステイは本人が暴れるのでムリだと言わ
れています。休みの日は母が２分おきに私に話しかけるため、やっぱり休めませんし、もう限
界なので助けてほしいです。買い物に出かけるのは母が眠っているときで、それも早く帰らな
いといけないので私はどこへ行くにも余裕がないです。もっと相性のいいヘルパーに替えると
か介護用品だけでも買い物を頼めるとかすれば私はちょっと休めるのですが・・・。本人に「私
は疲れた」と言っても「何で？」とわかってくれません。困っています。
（80 歳以上、肢体不自
由（上肢、下肢、体幹）
）
■今後は川越市障害者福祉課、川越保健センター、包括支援センター→とのコネクションを少し
考えなおしてみたく思います。(家族、私の考え方がまざっています。ご了承下さい。妻は病院
へ行きたいと言っています。) 現在、私の悩みは聴覚よりも脊柱管狭窄症(腰部)を改善するべ
く努力しなければなりません。平成 27 年秋ごろまでは自宅より本川越駅まで週２～３回距離と
して４～５ｋｍ歩行が可能で、目的があり有意義な生活パターンでした。病院には２～３か所、
通院したが改善せず今は日々のストレッチ等で毎日過ごしている。私の要望としてはこのよう
な状態、状況をどの部署、部門へ相談に行くべきか教えて頂きたく思います。介護されること
なく 90 歳の目標に向け頑張りたく考えています。何卒ご教示、ご連絡お願い申し上げます。以
上。（80 歳以上、聴覚障害）
■現在一人暮らしですが近くに住む長男 63 歳に住み込みで面倒みてもらっています。昼間は火金
とデイサービスに通い職員さん利用者さん達と楽しく過ごしております。月木は夕方５時まで
にマッサージお願いしています。手足がリウマチを病んでいて家の中でも車イスです。ひざが
特に悪いので全く歩くことができません。ヘルパーさん週に１回きてもらっていますがやはり
家事は思うようにならず週二回程お願いできたらと考えております。
（80 歳以上、肢体不自由
（上肢、下肢、体幹））
■①短期入所の施設で、受け入れ人数が少なく、たびたび利用することが出来ません。②病院へ
の交通手段で介護タクシーを利用するにあたり、タクシーの数が少なく、利用出来ないことが
多いです。（80 歳以上、その他）
■数か月の約束で入所させて頂きましたが車いすの生活やらでリハビリをしていただいてしっか
り歩けるようにと期待したのですが、逆に歩けなくなり戻れなくなってしまっていて困ってい
ます。他の施設に移らなければならないのですが、待ち人が多くては入れません。(施設の内で
も本人は障害者ですので手がかかり大変かと感じています)年老いて行き場がみつからないの
は本当に悲しい事です。介護保険の方で見つからなければ障害者としてリハビリをしていただ
いて面倒を見ていただけるような施設があれば本当に助かります。
（80 歳以上、肢体不自由（上
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肢、下肢、体幹））
■以前住んでいた市では介護タクシーの初乗りチケットの配布があり、病院などに連れて行く事
が年に数回あるので、とても助かっていました。川越市では、送迎時のガソリン代支給のみと
言われました。車いす移動のため、介護タクシーの割引チケットなどがあると、とても助かり
ます。（80 歳以上、内部障害）
■主人は 2019 年６月まで家におり近くのデイサービスに週３回行っておりました。その間週３回
人工透析のため通院本人は家のことは何も出来ません。その後私の体調が悪くなりケアマネジ
ャーの世話になり本人は入院施設に入りました。不満に思うことは介護保険被保険者証の要介
護状態区分が「要介護３」に連絡もなくあがったことです。そのためデイサービスでは高い料
金を支払いました。（80 歳以上、内部障害）
■高齢になるほど障害と介護が密に関わるようになるので、市でも様々な課が連携して支援して
いただけると良いと思います。課によって、提出する書類の様式が違い、驚きました。
（例えば、
住所変更など）（80 歳以上、聴覚障害）
■障害者向けのサービスと介護保険のサービスの違いがわからない。例：併用できないのはわか
るが、制度が矛盾、問９の区分認定を受ける必要があるのか、受けてメリットはあるのか→認
定によりホームヘルプサービスが受けられるようになるのか。そもそもこのアンケート自体ほ
とんど無意味。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■福祉サービスに関しては利用したことがない。知らないなどで答えられませんでした。（80 歳
以上、内部障害）
■年寄りをかかえてる家族が安心して老人を老人ホームなり施設等に入所できる市政を望む！
（80 歳以上、不明）
■私は、ストーマです。自己負担もあります。補装具の費用が負担なしでも少し金額が多いと助
かります。ガーゼ、消毒液、皮膚保護剤ｅｔｃ・・・費用以外にかなりあります。もう少し増額
をお願いします。（不明、不明）
【その他】
■息子を出産した時病院から各種手続きをするように言われ、障害者福祉課でいろいろ話を聞い
たとき似たようなものがあり担当してくれた職員さんにどちらをだしたらいいのかと聞いたら
お得な方を申請すればいいんですよと言われ仮にも福祉課の人がそんなことを言うのかと強い
怒りを感じたことがありました。また同じ内容で問い合わせても担当してくれる人によって教
えてくれる内容に差がありすぎると思う。もっと言葉に配慮してもらいたいし職員によってむ
らがないようにしてもらいたいです。市役所に行っても嫌な思いをすることが多く頼れません。
（10 歳未満、聴覚障害）
■障害児入所給付費を利用しておりますが市民税所得割が 28 万円以上になると一気に負担額が
あがり金銭面で苦しい状態です。もう少し負担額を段階的に上げる等の配慮をして頂けるとあ
りがたいです。（10 歳未満、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■停電時への電源確保への支給ももっと上げてもらいたいです。￥100,000 が現在は支給されて
いますが、それではせいぜい５時間位しかもちません。
（人口呼吸器のみでも）
（10 歳代、肢体
不自由（上肢、下肢、体幹））
■市民センターで福祉の手続きなどができればありがたいです。
（10 歳未満、肢体不自由（上肢、
下肢、体幹）
）
■いろいろな手続きを簡素化してほしい。（10 歳未満、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■アンケートが分かりづらく、障害者の目線になっていますか？（20 歳代、肢体不自由（脳原性
運動機能障害））
■LINE を登録してやり取りできるといいと思います。（30 歳代、聴覚障害）
■人並の生活がしたいです。（30 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■手続きの書類等、川越本庁まで行かなくても近くに有ります・・・ 市民センターで全て出来
ると有り難いです。特に、障害者の場合は本庁まで行くことが多いので・・・運転が出来ない。
電車、バスに乗り換えて行くことも年齢共に負担が大きいです。高階市民センターで手続きが
出来ることを強く願っています。（親 77 歳）（40 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■聴覚障害者の私には援助と配慮には不満等特にありませんが私は半身麻痺の妻がいます。色々
介護しております。爪だけは手がやわらかすぎて国でアイデアして生産した品でも出来ないで
す。ふだんルーターで削ることにしています。その中、食器洗浄機だけは妻に援助してくれな
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いかと夢にまで出てきます。恐れ入りますが何卒よろしくお願い致します。（40 歳代、聴覚障
害）
■意見はありません。改善しても変わらないから意味がないです。時代が繰り返しているから改
善にならない。（40 歳代、聴覚障害）
■私のやらなければならない介護の毎日ですが楽しく仕事をしているような気持ちで日々を過ご
しています。市の方に頼るものではないし意見があったとしても市の方はあくまで市の方です。
要望と言うのならば市の方はきちんと責任のある市民から愛される職員様であってほしいだけ
です。毎日大変な人間関係のお仕事ですよね、お疲れ様です。優しく身体が不自由な人そして
介護している人、見守っているご家族の人にあたたかい気持ちで接してあげて下さい。お願い
致します。（50 歳代、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、他）
■障害者に対する情報をわかりやすく知らせてほしい。広報などと一緒だと見逃がしやすい。
（50
歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■市の援助は本当に役立たずです。
（50 歳代、内部障害）
■最近のパソコン等は、機種を登録すると、アップデート等知らせてくれたり、更新されたりし
ます。障害者に関しても、障害の状態や生活状況を登録すると、支援や補助が受けられるもの
を知らせてもらえると助かると思います。これまで自分とは無縁と思っていましたが障害を持
ってから、いろいろなサポートして頂いています。とても有り難く想っています。今後とも、
よろしくお願いいたします。（50 歳代、内部障害）
■その時々に、やる事や必要な事をやっているだけで、まだ、よく分からないです。
（50 歳代、視
覚障害）
■何が相談できるのかわからない。今のところない。（60 歳代、内部障害）
■援助は受けていない。分かりやすい利用者目線のお知らせ等を作成して伝えてほしい。（60 歳
代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■この書類の介助、手助けをされている方へ、という書類ですが、本人は特別養護老人ホームセ
ンターに入所しています。私は施設に本人に会いに行って声をかけたり話しているだけです。
この書類は自分にとってはあまり意味のないように思います。市役所は住民が自宅介護か施設
に入所しているのかも把握しておいたほうが良いと思います。この文章を書きました。内容が
よくわかりませんでした。以後施設に入所している人には必要がないのではないかと思いまし
た。（60 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■ホームヘルパーです。サービス時間内のこれだけの量のアンケート調査に協力することは無理
（つまり時間外に無給での協力となります）そのあたり考えて下さい。アンケート対象は独居
老人の方です。障害者に対するアンケートを実施するなら市の職員さんが訪問して聞き取り調
査すべきだと思います。これだけの量のアンケート実施、介護者の負担が大きすぎます。
（60 歳
代、視覚障害）
■ここにきて体力的にきつくなりましたがお世話になるようでしたらよろしくお願いいたします。
なるべく自分のために歩けるように日々がんばっています。何も参考になるようなことが書け
ずごめんなさい。（60 歳代、内部障害）
■松葉杖の下につけるゴムをいつも上福岡まで買いに行っている。市役所内での販売希望。昔は
市役所でもらっていた。有料でもいいからお願いします。
（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、
体幹））
■大変で時間がありません。遅れてすみません。（60 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害）、
他）
■行政機構大変。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■主人が脳梗塞で倒れたのが 12 年前のことで、リハビリテーション病院で身体障害者手帳２級を
取得し、その頃医療助成制度がある事を知りました。転院などが多かったので、限度額認定証
等も、その頃教えていただきました。同じ病院にいて、他の市の方は川越市と同じ制度がある
とは限らず恵まれていると感じました。主人は現在、医療療養型の病院に入院していて、お医
者様からは少し覚悟してほしいと言われました。来年の５月に娘の結婚式があるので、この秋
には結婚式の前撮りして、病室に飾っておく予定です。この 12 年間川越市の障害福祉課、医療
助成課、介護保険課、国民健康保険課等の皆様には大変お世話になってまいりました。この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■手助けして書きました。本人もわからない所があり、わかる所だけにしました。申し訳ありま
せん。（60 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
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■私の妻は税金を使わせていただき市の障害者施策全般や担当課の対応については感謝し満足し
ています。その前提で意見を。広範囲の質問になる事はやむを得ないと思いますが、年齢、性
別、障害の種類、程度、経済的（年収等）、その他によって同じ質問でも回答の内容が違うと思
います。よって少ない予算でどう配分（優先課題）し、効率や効果等を考えると、今回の広範
囲（全障害者に対して一律の質問）では、優先課題を発見したり、配分・効率・効果（現施策）
の問題点、改善策検討するうえでは難しいのではと感じました。（60 歳代、その他）
■物事に対しての対応の接し方を考えてほしい。体に障害はあるけれど心まで障害は特にないよ
うにしています。対応の仕方で深く心に傷を与えられます。どうか心に障害を持たないように
接してほしいと思います。一つ一つの行動が自分の財産として行動していたら大切に歩いてい
けると思います。（70 歳代、その他）
■とにかくお金がない家は何の援助も頼めないので自分でやるしかなく、追い詰められる。助け
てほしくてもお金が無ければ助けてもらえない。どうにも生きようがなくなる。
（70 歳代、内部
障害）
■今は要望とか意見はありません。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■透析受診者です。受診に際し毎回感謝の心でいっぱいです。有難く思っております。
（70 歳代、
内部障害）
■民生委員に付いて見回り活動をしていると報告されているようですがされていません。知り合
いの家に行くそうです。
（70 歳代、その他）
■現在は（72 歳）ひとりで不自由ながらできておりますが車の運転を返上したりした時行動範囲
が狭くなり家にとじこもることへの不安があります。解決法として関係者（施設等、市役所、
近所の民生委員の方）へすぐ連絡できる方法等願っております。知らない事（さまざまな障害
者対策）が多くあることを又利用できる事を知りました。このアンケートで少しわかりました。
かえってアンケートに参加できましたことに感謝でした。これからもよろしくお願いします。
都内在中者の様な交通機関を利用するときの格安パス（収入によるらしいが）あると年金生活
だけになった時に特別助かります。ご検討お願いします。医療費収入制限なく援助していただ
きたい（以前の様に４級でも）（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■一人取り残された場合が心配です。最後まで安心して生きていけるよう、例えば２０１９年に
亡くなってしまったとするとその年のうちに見とりや火葬にするとかお墓に(遺言通り)お骨を
納めるとかその他・・・。終末期の面倒を市はやって下さると非常にありがたい。そういう課
を作ってほしいと思う。
（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■生まれて６ヶ月で脊髄性小児麻痺になりましたが、母親が 19 歳で生んだので何も手当していな
かった。その上私が小３の時に両親が離婚したので私一人で母親を 54 年間面倒見てきたので年
金などかけられませんでした。今までの少しの預金はありましたがもうそれも・・・生活保護
のお世話になれるものならと思っています。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■現在 71 歳の主人障害４級、介護度５で全介助入退院はありますが在宅介護しております。ケア
マネジャーさんや訪問介護、訪問リハ、訪問介護士さんお世話になり親切にして頂いて安心し
て在宅で見る事が出来ています。皆さんに助けて頂きありがとうございます。
（70 歳代、視覚障
害、他）
■私は歩けないのです。シルバーカーをつかわないと歩けないです。
（70 歳代、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■質問や内容が多くわかりづらい。本人は一度に集中して聞けなかった。わかりやすい表現をし
てほしい。（70 歳代、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■現在特別老人ホームに入所しております。申し訳ないのですが日常の生活の中身が見えないの
です、ご了承の程よろしくお願いいたします。施設の方々は良くしていただいています。
（70 歳
代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■私は蔵の町でお世話になっています。（70 歳代、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■障害の種類によって又年齢により問題が非常に解答しにくかったです。（70 歳代、視覚障害）
■心配や不安はあるが考えないようにしている。（70 歳代、視覚障害）
■聴覚障害の為申請事は常に同行するが市役所が遠方でこれから先を考えると申請場所は市役所
だけでなくもっと身近な場所で手続きができるように配慮してほしい。交通手段もなく歩くこ
とも４ｋｍ以上と遠いとお先真っ暗です(出張所がいちばん近い所です)地区の公民館に月１度
とか年に何回か手続きの為の機会をもうけてほしいです。選挙は特に近所の人に車を出しても
らわないと投票することもできません。（70 歳代、聴覚障害）
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■別にありません。頑張ってください。（70 歳代、内部障害）
■必要な際は仕事を休まなくてならないのはとても不便。
（70 歳代、内部障害）
■現在のままで十分です。有り難く思っています。（70 歳代、内部障害）
■毎日の援助、ありがとうございます。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■母親の代わり記入しましたが非常に設問がわかりづらく記入できない部分がたくさんあり、未
記入部が出来てしまい申し訳ありませんでした。（80 歳以上、内部障害）
■聴覚障害は相手をする方が大変である。いつも大きな声を出して話してもきこえず何回も同じ
ことをくり返さないと納得出来ない。回りではけんかでもして居るように聞こえてならない。
私も入退院を何回もくり返している。腰は悪くあるくのも大変でそれでも夫の相手はしている。
（80 歳以上、聴覚障害）
■高齢ですが現在特別不自由をせず（足は少々悪く不自由は感じますが）過ごしておりますので
不満足な回答とは思いますが悪しからず！！（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■年１回の市の調査ですが、人によって上から目線で聞いているだけ答えてくれと言われたこと
があります。全員ではありませんが、もう少し穏やかに聞いてほしいです。通院の介護タクシ
ーが片道 1,000 円に値上がりしました。近い病院はタクシーの方が安いのでタクシーを使って
います。眼科も行きたくても金に行けません。たまには自分の目で見て買い物も行きたいです。
（80 歳以上、内部障害）
■このようなアンケートはわかりにくいし無駄な作業だと思う。（80 歳以上、内部障害）
■アンケートの問の言葉の意味がわかりずらい。高齢の障害者には必要のない項目が多すぎる。
（80 歳以上、内部障害）
■家族と生活を共にできる幸せで感謝の日々でございます。この度包括センターの方々、訪問ス
テーションの方々のご配慮とご親切な援助にありがたく感謝申し上げます。
（80 歳以上、内部障
害）
■特に問題点はありません。種々配慮いただいておりますことに深く感謝申し上げます。（80 歳
以上、肢体不自由（脳原性運動機能障害））
■介護認定に関して人によると例えば右手が悪い人に対しては「右手がきかなくても左手を使え
ばよいではないか」とかげで言われたのを聞きましたが、自分の親であればこのような言葉は
出ないのではないでしょうか？老人の障害は年々良くなることはあまりありません。親密にお
願いしたいです。車いすが近くでお借り出来るとよいと思います。
（80 歳以上、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■経済面で障害者等々の手当てが受けられたため、本人の少しの貯金と少額の年金で自宅介護を
なんとか 20 年以上できて、ありがたかった。特養であっても施設に入ると、出費が多くなる。
自宅介護をしていても、介護者の働きは目に見えなかったが大きな働きをしていた事を改めて
感じる。なまけ者にするための支援は不要だが、経済面の安定は不可欠だと思った。（80 歳以
上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■私の家は変電所と変圧線 66,000V が３本もあり毎年事故で室内のモジューラージャックやファ
ックスつき電話機が２台も損傷、今年は妻が用事から帰宅自宅玄関にてあまりの雷の音のもの
すごさに転倒、病院へつれて行きましたところ、圧迫骨折で全治２か月の入院と診断を受け多
額の出費で困ったものでこういう場合、保証してもらうことはできないものでしょうか。福島
の原発に私の友人が行っておりましたが日当が一日５万円だそうですが川越もなんとか尽力し
ていただけませんか。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■申請、更新書類の手続き等に必要な添付証明書等大変です（マイナンバーを使う等）出来ると
助かります。
（例課税証明書等）。受付場所がもっとあると助かります。
（80 歳以上、視覚障害）
■私は生まれは寒い満州で左手は凍傷により切断。４才から日本で大家族により差別なくのびの
びと周りの友達も学校も。大学は近くに無かったのでお金を貯めていつか入れると思っていた
が、ダメ。でも仕事は、今思うと１年として親元にゴロゴロして、嫌な顔をされると辞めたり
しても次の仕事と 67 才迄色んな仕事を頑張ったようだ。時代にもよると思うけど、”福祉”と
いう言葉はなかったけど周りが皆優しかったようだ。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体
幹））
■私は毎日体が不自由なのでテレビばかり見ています。歩くのもやっとです。いくら私の子でも
遠慮しています。でもよくしてくれますので「まあいっか」と思っています。この世の中はど
うなっているのでしょうね。今まで生きていていろんな事がありました。つまらないお話すみ
ません。（80 歳以上、聴覚障害）
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■無作為に選んだのであれば仕方のない事ですが、母は障害者であっても高齢の為施設に入所し
ていますのであまり参考にならないと思いました。できればもう少し若い方の意見を聞いて今
後の福祉に役立てていただければと思いました。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■精一杯に自分のことをやってくれています。何よりありがたく思っております。市に対しまし
てはほぼ満足ですがより一層の充実に心がけて頂ければ幸いです。
（80 歳以上、平衡機能障害、
他）
■後期高齢者です(ＡＬＳです)今は病院にいます。手や足はまったく動かせません。言葉の方は
何を言っているかわかりません。食事の方は鼻からチューブでもらっています。
（80 歳以上、そ
の他）
■母は施設に入りたくないと一人で頑張っています。私は末期ガンで、まともに母の面倒をみら
れませんが、そのことは知らせてありません。私の家族のフォローとヘルパーさんのお陰で何
とやっています。お願いです。介助している方の心に寄り添ってあげてください。
（80 歳以上、
肢体不自由（上肢、下肢、体幹）、他）
■障害者が健康で暮らしているかどうかの見守り隊の制度があったら良いと思います。（80 歳以
上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■提出資料が多い。ポストが遠くて提出が大変です。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体
幹））
■具合の悪い所が歳とともに良くなるはずもなく悲しいです。お金がないのに生かされている、
早く別世界へ行きたい。
（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹）
）
■手紙の内容が複雑で文字が小さい等で、高齢者本人では理解できない。返信しなければいけな
い郵便物、できればすべてに切手を貼らずに投函出来るようにしていただけたら有難いです。
（80 歳以上、内部障害）
■障害課へ補聴器の申請をしているが通知が遅い。今使っている器は 10 年過ぎて聞こえが悪いの
で新型に変えてほしいが２ヶ月過ぎても知らせがない。本人は困っている。よろしく頼みます。
（80 歳以上、聴覚障害、他）
■市役所へ初めて手続きに行った際、縦割りの為、１階－２階の窓口を何ヶ所も行かされた。派
生する手続きを含めて１つの窓口で手続きが済めば良いのだが。（80 歳以上、内部障害）
■今の所ないです。ただ施設料金が高くなっていくのが不満。（ショートステイ等）（80 歳以上、
視覚障害）
■仕組がよくわからない。障害者になったらまずどこの窓口という案内がほしい。もっと整理し
てわかりやすくホームページもほしい。（80 歳以上、内部障害）
■85 才の時骨折し、３ヶ月で元気になりましたが、頑張りすぎて又市の方にお世話になりありが
とうございます。乱筆にてすみません。（80 歳以上、聴覚障害）
■92 歳とても元気。（80 歳以上、肢体不自由（上肢、下肢、体幹））
■常日頃は何かと大変お世話になっています。今後共に何卒宜しくお願い致します。
（80 歳以上、
聴覚障害、他）
■今の所ありません。（80 歳以上、内部障害）
■身障者に対し大変お世話になり厚く御礼申し上げます。今後高齢者社会が進み援助や介助を受
ける方が多くなると思われますので変わらぬ御支援を賜りますよう御願い致します。（80 歳以
上、不明）
■今現在アパートに住んでいるのですが、更新時もお金がかかります。なんとか援助してほしい。
今、借金してます。日々払ってます。もう少し援助してほしいです！（不明、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
■息子は車を運転中に脳内出血を起こし、救急搬送で一命を取り留めたものです。リハビリ効果
により家庭生活が出来るまでに回復しましたが、後遺症は重いです。初めて味わう苦しみを痛
切に感じています。しかし、皆さまの温かい扱いには感謝しております。
（不明、肢体不自由（上
肢、下肢、体幹））
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問 52 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■テーマパーク等での料金の割り引きや、待ち時間への配慮があって助かりました。
■新幹線で、個室を貸していただけて、周りの目を気にする事なく移動出来たので、精神的にと
ても助かりました。
■10 年近く前に就労支援事業所の最後の実習で、良く仕事が出来たことを認められて今の生活に
至っています。青年学級仲ポツの年２回の交流会参加、スポーツ大会参加をし、青年学級に入
り事業所の支援で障害者年金支給になったこと良かったです。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■医療機関で静かに待つことがとても大変です。優先的に診察していただける制度が出来たら大
変有難いです。
■年配の方に子供なんだから元気があってそれくらいで良いと肯定的な言葉をかけてくれた男性
がいた。公共のマナーが身についていないため厳しいことを言われる方も多い。女性の方が特
に厳しいことを言ってきます。そこであえて障害なんです、と言わずただひたすら謝るばかり
です。少しでも理解とは言わないが障害の事を知ってもらうことはこれから必要だと思います。
■自閉症者なので独特の行動を理解してほしい。
■医療的治療のため手術を受けたが、その後通院するにも１人では出来ない。
（発作の不安があり）
通勤の為の送迎サービスが受けられず働く意欲あっても家にいるしかなかった。←外に出られ
ず体力もなかなか戻せない。自分で思うように動けず精神的にもダメージあり。家族にイライ
ラをぶつけるしかない。障害有り働く意欲のある人への支援サービスを作ってほしいです。
■言葉が不自由なので持っている携帯電話を近くに居る人（その時はバスの運転手さん）に渡し
て家族が状況を聞いたりその後のことについて説明できたこと。プライバシーの問題もあるの
で持ち物等にあまり目立つ表示は困るでしょうが、何か相手の方にわかるような目印があれば
よい。
■車いすで電車に乗るときに手助けがなくても乗り降りが出来る設備があると良いと思います。
■目で見てわかるようにしてほしい。トイレのマークで男性は青、女性は赤と統一してほしい。
場所によっては色が同じところもある。ヘルプマークを多くの人に知ってもらうようにしてほ
しい。
■1.差別しないで心を温かく見守って配慮して思いやりを持つこと 2.おもいやりと明るく親切
な心大切に。
■ある意味無関心でいてほしい時もある。心ない言葉やさける行動をとられるより、まだほっと
いてもらった方がいい時もあるように思う。
■デイサービス支援に於いて、個々の能力や残存機能を回復、助長する思索が計られている事が、
今を生きる上での励み、糧になっている。人間性豊かな介護士さんたちにも恵まれたことで自
己否定（自己卑下、自傷行為含む）に陥ることなく日常生活に張りと積極性を見いだし、将来
的な不安が、幾分緩和されるように感じる。本人はオアシス支援施設のデイサービスを利用中。
被支援者の親が高齢により物理的（自宅からかなりの距離にある通院の為の車の運転）とフィ
ジカル的（視力、聴力の低下、認知機能の低下等）な面で、通院治療介護が出来なくなった時
に、医療知識を持った支援者が同行し、被支援者本人と親をサポートしてくれる支援システム
が有るのか否か？そういう支援システムの必要を強く感じる。入浴介護支援に於いては、被支
援者と介護ヘルパーは浴室という密室の空間に第３者非介入という状態に至るので、被支援者
が精神的、肉体的な面で（特にメンタル面）介護ヘルパーによる人種の蹂躙が有っても、保護
者（親）には一切目に入らない。だから見過ごされてしまう。特に被支援者が重度の記憶障害
の場合、時間の経過と共に何がどうだったのかの事実を忘れてしまうが、人格否定等の嫌悪感
情はしっかり残っているので、積み重ねていくうちに入浴嫌い、精神面で入浴を拒否する事態
になったことがある。入浴支援（ヘルパーによる）を止めてからも、親の介助による入浴さえ
も入浴を楽しむ又気持ちの良いものになるのに、相当な日数と薬による医療を要した。苦いこ
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とが過去にあったのでヘルパーさんの質の向上（知識度の高さ）を求めたい。過去に入浴支援
を依頼したのは、その時点で出来なかったのではなく将来を見据えて親以外の人の入浴介護に
慣れていたほうが本人にとっては良いかなと考えたからです。
■運賃の割引、無料サービス、公共割引、サービス。
■何かお手伝いする事がありますか？の声がけがほしい。障害者一人一人、障害に色々あるのに
解ったふりして手伝うのはいかがなものか。地域の活動に積極的に参加をうながしてほしいし、
ふれあって理解がほしい。
■外国の話ですが、支援学校というものが存在せず、皆が同じ小学校に入学するのが当たり前の
地域があるそうです。現在は口ではきれいごとを言っていますが、日本はまだまだ差別社会で
す。加配一つつけてもらえない程度の合理的配慮です。
■教室に入った時に、話しかけてきてくれたり返事や、選択の場面で、笑顔で待っていてくれる
事。
■今回のアンケートで初めて障害者差別解消法の事を知りました。相談することが出来ることは
とても良いことだと思います。
■困った時、
「何か困っているの？」
「手伝おうか？」などの声かけをしてくれたり、パニックに
なった時、「大丈夫」となぐさめてくれること。
■手動ドアを開けててくれる。段差の有るところを一緒にベビーカーなどを持ちあげてくれる。
■説明をするとき分かりやすく（簡単な言葉で）ゆっくり話してほしい。
■地域との関わりがとれていない障害者のいる家庭への訪問事業などで、状況の把握とつながり
をもつことが必要なのではないか。貧困ともとなり合わせの家庭が多いので支援は多様なもの
が求められると思います。
■通所時御近所の人が声かけして下さる。
【その他】
■でも皆人間やさしい方が多いです。
■盲導犬に触ってはいけない。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■障害を気にすることなく生活できる社会であってほしい。（30 歳代）
■障害の害は悪い（わるい。あく）というイメージが強いように感じる。悪い（又は悪）が世の
中、社会にとって汚い、屑、駄目、臭い、邪魔、いじめ、差別、否定、排除の観を生み出し、不
自由というハンディキャップを背負って真摯に日々を生きている人に、人生の中を狭め、悲し
み、苦しみ等を与えているように思える。害のイメージが幾分でも柔らかく響く他の字、例え
ば害を碍にしたらどうかと思う。全く異なる呼称に変えるのはおおごとな議論を招きかねない
事体に発展してしまうかもしれませんので。まずは出来るところから検討する余地はないでし
ょうか？人は各々が１個の個性体として貴く高価な存在命としてあるのだから福祉行政、支援、
介護の現場では人格の尊厳、人間性の尊重を重視し、世界から人格後進国として位置づけられ
ている日本が経済面と同様に、精神面でも人格先進国として位置づけられるようになりたい。
市政としても、福祉が言葉の上の福祉にならぬよう、血、肉の通った福祉社会を目指して現在
以上に行政、支援、介護に携わる人たちの人間性の向上に力を入れて頂きたいと思います。
（40
歳代）
■知的障害の息子と暮らす母です。息子の先々がとても心配です。二度ほど後見人の事を息子と
二人で聞きに行きましたが、弁護士さんの料金が高いですね。後見人を他に相談するところは
他に方法はないものでしょうか。例えば市役所の中にこんな相談するとか、申請するとかない
のでしょうか。今度市役所に行ってみます。（40 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■医療機関で手帳所持者が優先的に診察して頂ける制度が出来たらありがたいなと思いました。
とにかく静かに待つことが大変です。（10 歳未満）
■定期的に健康診断を受けられない→通所中の福祉施設では集団健診が実施されておらず希望を
伝えているが実現していない。国保の特定健診のように保健センター等で受けられる障害者の
為の健診をしてもらいたい。現在は生活全般（経済共に）家族の援助で暮らしているが、家族
亡き後は生活の場所、援助等がなされるのか不安。就労は出来ず（療育手帳Ａ/支援区分６）
、
生活介護の為１ヶ月に 1,000～1,600 円ほどの賃金しかないにも関わらず障害年金は２級（就労
出来て賃金も多くもらえる人と同等）不足の場合は、公的資金の援助をしてもらえるのでしょ
うか。（20 歳代）
■障害者の健康診断を受けられる病院を増やしてほしい。
（20 歳代）
■お母さんとなんとか出来れば、病院に入りたいと思って居ります。時々乱暴を働くのです。10
月５日頃に 110 番して警察に来ていただく大騒ぎをしました。警察に言わないけど 10 日に１回
お母さんに当たります。お母さんは 90 才なので何時もケガです。（60 歳代）
【教育について】
■子供は小学生だが、通っていた療育施設のＰＴの先生に学校の様子を見て頂いたことがあり、
よいアドバイスを頂いた。支援級にも定期的にＰＴやＯＴの先生が来ていただけると嬉しい。
支援級に通っていた生徒が支援級の担任から暴力や暴言を受けて、学校に通えなくなり転校し
たと聞いた。高齢の男性の先生だとのこと。支援級の担任は障害児に理解があり、正しい知識
を持った人に担当してもらいたいと思う。力で理解させようとする考えはもう古いと思う。
（10
歳未満）
■川越市には公立の幼稚園がないのでほとんどの園から入園を断られました。児童発達支援セン
ターにも１度断られ年中でやっと入れましたが、十分な支援をされたとは言えず関わっている
人間の知識不足や配慮不足、ほとんどが健常者の世界であり、差別され隔離されているだけだ
と感じました。リベーラも支援センターに行っているなら支援学校に行けといわれんばかりで、
他の子の迷惑になるから支援級に来るなとのことでした。どこに合理的配慮があるのでしょ
う？川越市は他の市に比べて福祉がかなり遅れていると感じます。療育現場の質を上げてくだ
さい。（10 歳未満）
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■川越市の人口に対しての（障害者人口）作業所、ショートステイ、グループホームが圧倒的に
少ない。特別支援学校に通う子供たちの人数が増え教室数などが足りず不便を感じる、老朽化
もしていると感じる。（10 歳代）
■福祉に関しての手続きに対して場所が遠過ぎる。就労だけでなく高校またはフリースクールな
どを拡充してほしい。（選択肢が少ない）（10 歳代）
■学校に登校しているため、そこの特別支援の学校の先生の教育をしっかりしてほしい。教える
立場の人間なのに障害について知らなかったり、勉強不足のため子供に適切な支援が行われて
いない。教師の育成を考えてほしい。親の方が知識があり、相談すべき先生の知識のなさにが
っかりする。質問もできず、信頼関係も築けない。先生が無知なので周囲の理解なんて得られ
ず、社会全体が冷たい世の中になっていると感じる。（10 歳代）
■今回たまたま無作為でアンケートを送ってもらい福祉サービスでほとんど知らないことばかり
を知ることが出きたと思います。今はまだ小学校５年生で義務教育を受けている段階で、本人
も疾患がある事もよく理解されておらず、この先不安など考えられない状況な分、保護者とし
て少しずつこの福祉サービスを利用しながら一緒に将来の計画を組みたてていきたいと思いま
した。出来れば義務教育が終了後、障害者の高等学級や専門学校で学習学び職業訓練をしなが
ら普通に就労し、一般の方と少しでも同じよう差別なく出来るように自立に向けて援助を行っ
ていきたいと思います。
（10 歳代）
■特別支援学級に通っていますが、臨時職員の先生は１年で異動することによって、７割ほどの
人員が翌年度になると入れ替わります。子どもたちも慣れたものではありますが、不安に思う
子がいたり、先生方の連携が取れていない不安定な学級運営になっていると感じます。正直、
川越の小中学校の先生方の労働環境は近隣の市町村より厳しいとも聞いています。夜遅かった
り、校長先生がトラブルの解決に消極的なことで主任の先生や担当が抱えることが多かったり。
療育のレベルも都内や横浜周辺と比べると、とてもレベルが低いと感じます。カウンセリング
がほぼないし、継続的な支援を受けられません。専門性がある方が少ない（潜在的になります
が）など。もう少し水準を上げる施策を望みます。（10 歳代）
【雇用・就労について】
■Ｂ型就労支援で働いていますが、１日６時間仕事をしても１日 1,000 円しかもらえません。昼
食代 350 円を引かれ、受取は 650 円になります。これでは生活も遊びにも行けません。見直し
をしていただけませんか？Ａ型就労の所も少なく、行ける場もないです。仕事は、お弁当作り、
まじめにしっかりと働いています。
（20 歳代）
■川越市には重度障害のある人が安心して通える施設が少ない。働きたくても行ける所がな
い！！→イライラ、不安的、孤独になる！ 親亡き後、どう生きればよいのかとても不安があ
り、車いす、重度身体障害者の人も入れるグループホーム、入所施設を作ってほしいです。ま
たは、支援サービス受けながら車いすの人でも、重度障害のある人でも、１人暮らしできるよ
う支援してほしいです。親はもう長く生きられません。至急な対応をお願い致します。（20 歳
代）
■職場で障害者を見る担当者に手当てをお願いします。後、障害者手当てを同一にしてほしい。
（20 歳代）
■過去の平成で就職し早 10 年近く。青年学級に入り相談員つきになって３回、学生時代住んでい
た川越の病院に通院し、ホームヘルパーのサービスと障害者年金３年以上前に支給されていま
す。夫婦そろって知的障害のＢです。２人そろって相談員の支援と障害者年金支給されてお互
いに３年以上です。夫も今は、障害者雇用です。退社して入所して今の自分が、あるのです。
これからも末永く働き青年学級スポーツ大会も参加して交流の場を広げ楽しみたいです。
（50 歳
代）
【住みよいまちづくりについて】
■歩道の整備と交通の便（バスが駅まで乗り入れる）がよくなると行動範囲が広がって楽しみも
増える気がします。（20 歳代）
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【福祉サービスの充実について】
■援助している人がなかなか１人で息抜きできる時間が少ない。いろいろサービスは有っても子
どもを預けてまで遊んだり、リフレッシュしたりすることに罪悪感を感じるため利用できずに
いる。（10 歳未満）
■こんなに沢山の支援があるとは知りませんでした。もっと分かりやすくなると嬉しいです。
（10
歳代）
■現在の障害の程度が将来どのようになっているか分からないため、問 41 の「今後」の記入はと
ても迷いました。「利用しない」予定でも「利用せざるを得ない 」状態になるかもしれないか
らです。また「利用しない」状態になるためには（であり続けるためには）若いころの様々な
体験も大切で移動支援、生活サポート、短期入所等によっても支援をしていただき、本人にと
ってとても良い刺激になっていると思います。
（自分（親）または支援者と一緒に）将来に向け
ての基盤づくりや種まきを本人が主体的にしていけるような「障害者支援計画」の策定をして
いただけるよう願っています。（20 歳代）
■グループホームをたくさん作ってほしい。（20 歳代）
■ショートステイ、日中一時預かりが、希望する日にできるようにしてほしい。
・入所施設に希望
する人が、全員入所できるようにしてほしい。
・障害者入所施設を増設してほしい。（20 歳代）
■福祉サービスの問 41 の答え方がよく分からず、関連しているものだけ返答しています。
（20 歳
代）
■入所施設に入れないので施設を増やしてほしい。 困った時にショートステイも出来なくてい
ます。ショートステイ出来る場所があれば助かります。タバコの吸い殻の入った空き缶やペッ
トボトルを拾ってきては、それに水を入れては飲むので嘔吐したり、下痢したりで仕事もして
いるのですぐに掃除や洗濯出来ず、他の所まで汚されて大変で困っています。（30 歳代）
■調査をしてみて本当に色々な福祉サービスがあり、知っているサービス、知らなかったサービ
スとその都度サービスの説明 37 項目とビックリしました。説明ももう少し分かりやすくしてほ
しかった。今回、台風 19 号で初めて避難しました。一般の方と一緒の部屋で本当に気を遣いま
した。避難場所のプライバシーや設備の方の対応を是非考えてほしい（障害者の方の部屋を設
けてほしい）
（30 歳代）
■入所施設や通所施設が少なく、他市まで行く人が多い。市ももう少し福祉に力を入れてほしい。
（30 歳代）
■入所施設建設を早急に望む！（30 歳代）
■今は施設に入所しているので特にありませんが、以前は市の職員に（ケースワーカー）相談し
ても色々なサービスやその他…ほとんどが相談出来ず、外部の方々の情報で色々な事が解かり
とても苦労しました。特に行き場がなく在宅中における日々について手あつい相談にのっても
らえなかった上に一度も家庭訪問もなく、本当に大変な日々でした。川越市最も重い重度障害
者の施設がたりないと思います。医療も含めた施設があるといいと思います。（40 歳代）
■親が高齢なると先が不安です。女性なので生理の時等とても１人で出来ないし不安です。色々
と問題行動もあり、これからは親が 65 歳以上になったら自然と（学校みたいに）入所できるよ
うな社会がきてほしい！！障害を持つ親としては本当に在宅の手当等いらないから入所出来る
社会になるよう願っています（私の場合、子供が障害が重いのと足が悪いので）とても心配で
す。一緒に行動できるなら入所させたい！！（若い頃は長く歩く事が出来ましたが、年齢と発
作のためだんだん弱くなりました。
（40 歳代）
■親がいるうちは、心配ないが、いなくなったら、自活できないので、入所施設に入りたい。
（入
れる所が有るか心配）（50 歳代）
■オムツなど市で、支給してほしい。年金だけでは足らない。（50 歳代）
■グループホームを増やしてほしい。年金を増やしてほしい。（不明）
■老養介護で毎日を過ごして居りますが、介護者の高齢化に伴って介護は課題となってきていま
す。入所施設について、身動き困難な重度身体障害者のための入所施設の充実を計ってほしい。
そのさいには医療に関する専門家を配置するなど、保健医療サービスの充実した施設にするよ
う希望します。（50 歳代）
【その他】
■アンケートが多い。（10 歳代）
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■市役所の窓口の人によって差がありすぎる。聞いた事に対してきちんとした対応、答えをして
くれる人とそうでない人（ウソの情報を教えられ、大変だった事がある）がいて、不信感でい
っぱいである。年金の事は、相談する課が違っていたりして不便を感じる。（20 歳代）
■療育手帳所持者へこの様なアンケートを送って回答が出来るとは思えない。身体障害者とは違
うのだから「どうですか？」という質問には答えられない。ふりがながあれば読めると思って
いる時点で理解をしていないのは、役所だと思う。家族が記入することが前提で送って来てい
るとしても本人には、理解出来ないことばかりで本人の意向とは言い難いものがある。同じ様
な障害者の集団の中で暮らしていれば特に不自由も感じないし、差別を感じることもない。し
かし、障害で差別しない世の中にすると言っても、人の手を借りなければ生活出来ない以上、
やはり特別な配慮が必要なわけで、差別していただかなければならない。親亡き後の生活が心
配です。是非とも厚い支援を望む。
（20 歳代）
■わけあって祖母に面倒を見てもらっています。（20 歳代）
■障害について、周りにいる人の事しか知らなかったと思いました。それぞれの立場で福祉を考
えていきたい。（30 歳代）
■親が困っていることを聞いてほしい。子供は口に出して言えない。暴力的になる事等。これが
原因で施設へは行けず家にいる。主に母親が。父親はあまり見ない。時々ストレスで死を考え
ることもある。こうゆう子を産んだ自分が悪いと思うが助けてくれる所はない。親の大変さが
分かる人はいない。（40 歳代）
■本人、話すことが出来ない、文学の表現も出来ない。（40 歳代）
■福祉関係が日々進歩しているのは解りますが、親の力量不足で子供に良いアドバイス？指導？
が出来ず子供が将来～老後、どのように生活できるのかと不安に思っています。親の年になっ
てこれからと思うと大変。もっと若い時から子供の将来を考えていなければならなかった。親
の知識不足を反省しています。（40 歳代）
■なるべく家で終わりたい。（40 歳代）
■母である私は後期高齢者であるためこれからが心配です。市役所相談に行こうと平成 29 年度か
ら考えていましたのに病気ばかりしていてまだいっていません。早く行きたいと思っています。
（40 歳代）
■もうこのアンケートは困ります。届けないで下さい。（40 歳代）
■障害児に対しての経済的支援の増額を要求したいと思います。これから先、くらしていく中で、
物価上昇し、やはりお金を支援して頂かないと生きてはいけないと考えております。皆様でご
検討及び再考をお願いします。（50 歳代）
■アンケートといっても親として大変なことです。まさか私自身にこんな障害になる、子供を持
った親でないと分かりません。自分に降りかかってくるとは夢にも思わなかったことで非常に
残念に考えました。少しでも本人が良くなって世の中で精一杯迷惑をかけないように働いてい
ただければ助かります。福祉の皆様にお世話になり助けられた事、感謝にたえません。毎日こ
の積み重ね、努力で向上していくことしかありません。本当にありがとうございました。
（50 歳
代）
■今はいいですが、母がいなくなったら不安です。これは分かりにくいです。（50 歳代）
■質問内容が多すぎ、高齢者の父には大変でした。（60 歳代）
■両親が亡くなっているので、姉である私が弟の面倒を見ています。私も 72 才なので動けるうち
は面倒を見たい。私が先に亡くなった場合、後面倒を見る人がいないので出来れば障害者支援
施設を探してみようと思います。（60 歳代）
■相談事等で日頃お世話になりますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。（不明）
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■まだまだ偏見を感じる。（30 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■障害児が入院すると、個室になり骨折などの場合２ヶ月半も入院になるととても大変な金額に
なり、とても負担です。そのような場合の補助があるとたすかります。病院によっては、１日
22,000 円もしますから。
（30 歳代）
■病院ですが、行く前は良いのですが、長く行っていると本人が奇声が多いので、外の方がとて
も嫌がり親がとても疲れますし年齢もあります。若い頃は楽しみながら行くことが出来ました
がこの頃は本当に疲れます。
（ある先生がいたころは早くしてくれました→「この子はうるさい」
と言われました）これからは弱者も楽しんで生活出来たら嬉しいです。
（私も年であっちこっち
痛い所が出てきています。皆が通る道を優しくおもいやっていける世の中でほしいものです。
よろしくお願いします。
（40 歳代）
■【父】出来る事でしたら病院に入れたいと思っています。毎日大変なのは 90 才のお母さんです。
（60 歳代）
■診療してくれる医療機関が少ないので困っている。（70 歳代）
【教育について】
■来年度、子供は小学校へ入学の年齢です。市内の全小学校に１日も早く特別支援学級が開設さ
れますよう心より願っております。
（10 歳未満）
■知的に問題がなく、発達障害でもないのに受給者証をとって習い事感覚で発達支援を受けたり、
支援級どころか支援学校にくる子がいます。支援級は落ちこぼれのフォロークラスではありま
せん。児童発達支援やデイサービスは障害者手帳を持っている子だけが受けられるようにして
ください。本当に支援が必要な障害者が枠がいっぱいではじき出されています。軽度や手帳が
取れない子には市で別の場所を用意してください。（10 歳未満）
■市内の小学校に特別支援学級がないこと。通学する小学校に支援学級がないので、車で送迎し
て違う小学校に通っています。全校に支援学級を作ってほしい。（10 歳未満）
■障害児の教育の充実、特に教員の教育（障害について充分に知識があり、色々な場面で適切に
助言できる、コミュニケーション能力が優れている等）教師の研修など、教育をどうにかして
ほしい。（10 歳代）
■特別支援学級の意味。必要性。を考えてほしい。教員の専門性や、配置数など（せめて支援員）
を、増やしてほしい。先生の数が少ないと先生達の負担がふえて、結果子供達(親も）の事が見
られなくなるのは、悲しいし、お世話になっている分、親も言えないし・・・「学校+家庭＝療
育」だと思います。支援学校に数が必要なら、校長、教頭、教務の先生が入るとか、やり様はあ
ると思います。
（忙しい中でしょうが・・・）
「予算が・・・」で数をへらすのはちがうと思いま
す。お願いします。「学校」は本人にも親にも大事。（10 歳代）
■グレーゾーンの息子は都内の通信制高校に片道１時間 30 分かけて通っています。持病もあり、
小児慢性特定疾患 自立支援医療 療育手帳を持っています。埼玉県はグレーゾーンの子供が
通う学校が少ないこと、そして給付金もほとんど出ないです。就職希望ですが、一般企業 特
例子会社 就労支援 AB 型 グレーゾーンの息子はとても悩みます。相談窓口も少なく相談して
も同じ意見が多いです。もっと働ける場所をそして自立できることを願います。
（10 歳代）
■やはり１番心配なのは、１人で自立することです。そのためには自分で働いて稼いでいかなく
てはいけません。その働く場の会社への理解や環境作りをもっともっと増やしていってもらえ
たらありがたいです。あと娘の場合、小学校の就学健診の時、受け答えが出来ていなかったこ
とを言われ、その後どうしたらいいのか普通に通わせていいのか？特別支援に行かせなくては
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いけないのか？迷いました。その時、相談窓口とかあればよかったかなぁと思いました。
（20 歳
代）
■自分の子が障害と分かってから、市役所に行くことが増えました。その都度ていねいに対応し
てくださっている事に感謝しています。要望は１つ、市内の学校の障害に対する周知や対応の
差をどうにかしてほしいです。発達障害＝多動症と結びつける知識のなさや、発達障害＝支援
級に行って下さい。ではなくもう少し認知をし、理解を市として進めて頂きたいです。それが
できないのであれば、理解のある学校への転向を可能にしてほしいです。（不明）
【雇用・就労について】
■本人は意識が薄いですが、外見上健常者で知的レベルがグレーゾーンだと誤解や偏見を受けや
すいです。今後、就労するにあたり、障害者手帳による就労では物足りなく、一般就労では他
の方と同等の仕事量が出来るか不安です。そのような立ち位置の人はとても多いと思うので、
企業・事業主の方々の理解を得られる様、市にも取り組んでいただきたいです。宜しくお願い
致します。（10 歳代）
■作業所が遠方になるので、電車に乗って通っているが、ある路線には障害者割引がなくとても
困っている。通勤定期を購入しているが、作業所から交通費がでる訳ではないので負担である。
近い所でと思われるかもしれないが、本人がとても気に入っているので変更できない。国や鉄
道会社への働きかけをお願いしたい。（20 歳代）
■やはり１番心配なのは、１人で自立することです。そのためには自分で働いて稼いでいかなく
てはいけません。その働く場の会社への理解や環境作りをもっともっと増やしていってもらえ
たらありがたいです。あと娘の場合、小学校の就学健診の時、受け答えが出来ていなかったこ
とを言われ、その後どうしたらいいのか普通に通わせていいのか？特別支援に行かせなくては
いけないのか？迷いました。その時、相談窓口とかあればよかったかなぁと思いました。
（20 歳
代）【再掲】
■現在アルバイトをしているのですが、継続して働くことが出来るか不安です。
（いつ契約をきら
れてしまうか？）相談窓口が分かりにくい（勉強不足かも？）障害者支援センターには相談に
行きました。
（30 歳代）
■障害者就労に対して低賃金なため生活していくのには困難だと思います。働く場の提供、周囲
の理解があって初めて生活していくことができると思います。もっと理解を深める事の出来る
機会をつくっていったら良いと思います。（80 歳以上）
【社会参加について】
■オアシスの障害者の為に講座がとても楽しくて良い。コーラスや水中レクやヨガ等。これから
も継続していってほしいです。（10 歳代）
■僕は、スポーツが好きだからそういう人達のスポーツなどする場がある、といいなと思います。
ちなみに僕は、今は充実した毎日を過ごしています。皆に感謝してありがとうです。
（20 歳代）
■指示しないと出来ないことが多い。友達がいないので休日は親と過ごすことが多い。青年学級
にはなるべく参加していますが、運動が出来ないので、出来ることだけ出席しています。土日
のお休みに参加出来る場所がもっとあったら良いと思います。（40 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■川越観光地の歩道がガタガタしていて危ない！！タイルがはがれている場所でつまずく！！世
界＝海外では、あたりまえだが！！日本ではまだまだ…心のバリアフリー化が全くってほどに
進んでいない！！（10 歳未満）
■徒歩での通所の為歩道が狭い（歩行者・車が多い所）（20 歳代）
■今後障害者が平等に生活し、不安なく毎日が過ごせるような市制にしていただきたく思います。
時に心無い言葉で傷ついている家族がいるのですから。宜しくお願い致します。
（40 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■いつも、広報を読み社会とつながることのできるイベントをチェックしています。ありがとう
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ございます。サービスや援助について不明な点があるので、詳しく知る機会があるとありがた
いです。（10 歳代）
■ショートの受け入れが川越にはなく、さいたま市までショートに行っている。さいたま市の援
助で建てた施設なのでさいたま市の住人優先なのでなかなかショートに入れない。生活サポー
ト 150 時間では全然足りないです。
（10 歳代）
■子どもが安心して泊まる事の出来る入所施設がない（空きもない）ので泊まる練習も出来ず、
困っています。自分が高齢になった時に、安心して子どもを預けられる（本人も嫌がる事がな
く）施設を、市が運営していただきたいです。
（今現在ある民間の所は、空きもなく入れても親
の負担もとても大きいとの事なので）（10 歳代）
■１人親なので、自分に何かあった時宿泊できるようなショートステイ場所が川越にはなく不安。
（大人はあると聞きましたが子供はないと言われました。
）生活サポートでも良いけど時間が限
られているので泊りで使うと足りなくなりそうです。（10 歳代）
■障害者福祉に関わる職員（作業所やグループホーム）の人材確保に尽力いただきたい。グルー
プホームを建てやすくする制度に変えてほしい。親（介助者）の休息のためのレスパイトを充
実させてほしい→費用負担も少なくしてほしい。（20 歳代）
■仕事をしながら本人を通所させ、日中一時を利用していますが、たいへん疲れます。代金もか
かる。入所を希望しているがなかなか入れない。障害者年金だけで、入所金がまかなえるか心
配です。母と弟ですが、弟には、迷惑かけたくない。母の死後、心配です。（20 歳代）
■タクシー券を初乗り料金ではなくて金券（500 円券、100 円券）にしてほしい。板橋区はそうで
す。ガソリン代が月 1,000 円は少なすぎる。（20 歳代）
■入所施設を作ってください。（20 歳代）
■子ども（障害者）の年齢に応じて必要とする支援は変わってくると思いますが、我が家ではや
はり親に何かあった時の本人の居場所の確保が心配です。一時的に預かって頂ける施設がある
ことはお聞きしていますが、やはり継続的に居住できる場所を、できれば親が動けるうちに探
しだしてそこでの生活のスタートを見届けたいです。（20 歳代）
■短期入所が利用しづらい→施設の数が少なく予約が取れない。障害の特性に合った施設がない。
入所施設の空きがない、グループホームが少ない→通所中の福祉施設によると、法人としては
施設を作りたいが土地の許可がなかなか下りないと言われた。行政は妨げるのではなく協力し
てもらいたい。市内、市民利用にこだわらず、災害時の協力体制なども含め近隣の市町村とも
連携をとってもらいたい。（20 歳代）
■成人してから色々検査などをして障害が分かり、家族としても今後彼にしてあげられる支援や
手続きの細詳がよく分かりません。知的障害なので家族が補足しないといけないので、私たち
の老いと共に本人がひとりで生きていけるかどうかが１番心配です。現在、支援も受けており
ますが、支援者担任者各々大変良くしていただいておりますが、私たち自身も今後何をどうし
ていったらいいのか相談実行していくすべがよく分からないのが本音です。（20 歳代）
■受けられる制度の情報提供が少なすぎると思います。自ら調べて手続きしなければいけないな
んておかしいと思います。軽度の障害の場合、受けられる制度が少ない。（10 歳未満）
■市から仕事場への訪問も、お知らせもありません。希望をして計画書を作成してくれる、支援
員さんをお願いしています。（20 歳代）
■親が死後、自宅での生活を今まで通り暮らせたらと思っています。が、まだ先のことと楽観的
ですが、不安です。福祉サービスのシミュレーションや事例等あったら、分かりやすいと思っ
ています。（30 歳代）
■福祉行政が立ちおくれているのを感じる。身近に利用できる入所施設、通所施設が少なく遠距
離で他市の施設を利用している人が多い。（30 歳代）
■タクシーやガソリン券も良いと思いますが、私どもは車を保有しておらず同じ境遇の方も多い
かと思います。自宅から外への出かける時は交通機関（バス等）が多いので、出来るならば援
助の方法に工夫をして頂ければと日々考えています。（30 歳代）
■毎日の生活の中で人の手を借りないと何もできない（生活が出来ない）言葉の対応や自分の意
思が伝えられない事、そして休日の過ごし方、朝から夜まで気が休まらない、気が重い、親も
年をとり今後の心配など…預けてくれる場所や金額の問題（もう少し安く）市の方で連絡をと
って定期的に悩み相談など話を聞いてくれるような対応をしてほしい。（30 歳代）
■高齢になって、自宅で介助はだんだんと大変になります。入所できる、施設が沢山出来てくれ
たら良いと思います。（40 歳代）
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■障害の重い人には色々取り組んでいるのは解りますが、障害が軽くても援助が必要なのですが、
中途半端軽いとあまり目を向けてもらえません。障害の程度にあった取り組みを希望します。
（40 歳代）
■本人は障害年金を頂いていますが、私は現在主人が亡くなり、収入が無く年金もおさめた期間
が短かった為無年金で収入がまったくありません。貯金をおろしながら生活していますが、貯
金もそこをつき、残金は、わずかしかありません。今後どのように生活していくかわからない
でいます。どのような所に相談していいかわかりません。生活保護を受けるには、いろいろと
条件があると思いますが。無年金の人はどうしたらよろしいのでしょうか。（40 歳代）
■ガソリン券の支給はとても助かっています。ありがとうございます。（40 歳代）
■グループホームなどに入所出来るように作ってもらいたいと思います。（40 歳代）
■母ですが、出かける時の車（タクシー）等の場合が多いのでタクシー会社の割引してくれる会
社が現在少ないので、市でタクシーの交通の割引会社がもっと多くなると良いと思っています。
（市の協力をお願い致します。）（40 歳代）
■日頃福祉サービスを利用し、大変感謝いたしております。福祉サービスの利用の組み合わせに
ついては、制度などがあり利用活用が出来ないものがあります。合理的に問題ないものは利用
出来るようご検討願います。 例：移動支援事業と生活サポート事業（往復の交通手段）
（50 歳
代）
■現在みよしの授産所に通園させて頂いています。介助者が 81 才ともなると１日１日が大変で
す。しかし本人に取っては我が家が一番住み良い処でなるべく地域で過ごさせたいと思ってい
ます。希望としましてみよし授産所に一時預かり（介助者が病気等の時）の場所を設置してい
ただければ幸いと思っています。みよしのが大好きで高等部卒業後 35 年余り通園しておりま
す。（50 歳代）
■年齢が重なるにつれて一緒に生活することの大変と感じています。本人、薬を服用しているの
で何とか気を配りながら・・・。日中一時やショートを利用して家族として生活も何とか行っ
ている状況です。今考えている事は、ショートの泊りを週一回は予定して、自分のリラックス
時間をと思っています。
（本人、余り気乗りしないので、ついついあまり利用しないのですが、
私自身疲れすぎてもと考えています。）（不明）
【その他】
■今年の４月に静岡県浜松市から川越市に引っ越してきて感じたこと。近くに専門的に診てくれ
る病院がない。通所できる児童発達支援がない。療育手帳の判定が厳しいＡ→Ｂに変わった。
ダウン症の親の会がない。（浜松は会費制の親の会があった）（10 歳未満）
■福祉関係（学校も含む）が近くにないため時間がかかる。（10 歳代）
■包括的な相談窓口がないため、市役所の窓口を行ったり来たりすることがあります。手続きも
県への申請になるものや複数の申請書を書く必要があるものが多くてとても負担に思います。
一括で相談できる先やアウトリサーチなど大規模な変革ができるとずいぶん川越も変わったと
思われます。また、専門性がある立場の人をもっと増やし担当者の負担軽減などができれば支
援の継続的な運営ができるのではないでしょうか。（10 歳代）
■家族障害児への援助はやはり自分と家族と介護者を支える事は大変なことが多くあります。障
害手帳や療育手帳を持っている人に、又、家族に、市の方からも障害者の方への状態を声掛け
えしていただく機会（福祉サービスの提案など）。不安の軽減がだいぶ違い、自立へ踏み出せる
機会（就労など他）もう少し分かりやすくあれば上昇すると思います。また、今回アンケート
を送られてきたことで色々なサービスを知ったので、サービスも利用したくても障害者の方は
知らない事が結構多くある上手に利用出来ないとも思ったからです。
（10 歳代）
■子供が小さいころからずーっと親亡き後どう生きていけるのか不安で役所へお願いしてきまし
た。20 年以上たってもなかなか先が見えません。もう親の先が長くなく、子供が孤独死となら
ないように市は早く対応をしてほしいです。障害があってもよりよく生きる権利があるのです
から…どうぞよろしくお願いいたします。（20 歳代）
■私達両親が元気なうちは面倒を見ていきたいとの思いはありますが年を重ね、なくなったりし
て面倒をみられなくなった時に、どうなってしまうのだろうという不安は強くあります。回り
からの援助がなければ、立ち行かないのは解るのですが施設等での暴力や殺傷事件も近年にあ
りました。本当に安心して任せる居場所があるのかとても心配です。
（20 歳代）
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■療育手帳を紙の物から免許書のようなものにしてほしい（カード式に）毎日のバス乗車時に見
せるためすぐボロボロになってしまいます。
（再交付をしに市役所まで行くのも大変です）よろ
しくお願いします。（20 歳代）
■何でも自分で出来ると思っている。出来ないことはしなければいいと思っている。だから、何
が不便なのか、何に困っているのかさえわかっていない。今までは助けてあげられていた親も
年を取り、突然助けてあげられない日が来る。本人が困るというより、世間に迷惑がかかるこ
とにより、犯罪者と認識されたりしてしまう。罪を犯した以上、知的障害があろうがなかろう
が、罪は償うべきだと思うが、ちょっとした援助で回避出来ることを是非理解してもらいたい。
（20 歳代）
■今のところ、本人の力で生活はできているが、今後 20 年、30 年後を考えると不安はある。友人
関係あまり多くないので交友関係を作る所があると良いと思っている。また、手帳であるが、
免許証、マイナンバーカード等と同じ大きさ＆素材にしてほしい。大きすぎるし破損しやすい。
成人になっただけでも考えてほしい。使い勝手が悪いし、手帳の種類が周囲にわかってしまい、
周囲の目が気になるようです。そんなに重くはない状況ですので川越市の援助は満足していま
す。ありがとうございます。（20 歳代）
■福祉に関する様々なことがよりよい方向に進んでいくよう願っております。（20 歳代）
■今後が心配なので安心出来るようにしてください。（30 歳代）
■我が家は私に何かあっても妹か弟が（本人の）面倒を見てくれるので何とか家族で頑張れます
が、親以外に面倒を見る人が居ない知り合いは、父親が母子を殺してしまいました。追いつめ
られている人に助けの手を差し伸べていただけたら嬉しく思います。特に知的障害者は軽く扱
われやすいように思います。（30 歳代）
■親の亡き後を心配しています。私自身体が動かなくなってきていて息子に「そうじ、シーツ取
り換え等自分でやって」というと「ハアー何を言っているんだ」他の日にも言うと「うるせー
うるさすぎる」と怒って部屋に入ってしまいます。親として不甲斐なさを感じます。災害など
避難してもうまくやれるか未知の世界です。この先色々とお世話になりますが（今もお世話に
なっています）宜しくお願い致します。（30 歳代）
■住いは川越市だが、通常法人がつるがしま市、川越市の行車への参加はどうにも少なくなって
います。（30 歳代）
■親が年を取ってきたので、親が死亡した時に子供をどのようにしたらよいのかとても心配です。
（30 歳代）
■川越市は発達障害の事業を偏った考えを持っている団体に委託をしています。もう少し、真の
専門性とは何なのか。行政は学ぶべきです。税金は有効に使ってください。（30 歳代）
■最低賃金で働いている子どもの収入に、せめて税金を掛ける（所得税）ことは、停止、やめて
ほしい。（40 歳代）
■私も年令的に弱っているので先の事が心配です。妻は認知症進行中、私も心臓病でいる。地域
の人々にお世話に成っています。ありがたいと思っています。（40 歳代）
■本人平成５年（1993 年）16 才の時の交通事故により重症頭部外傷後遺症（癲癇、高次脳機能障
害による重度の記憶障害、動作性障害、判断力障害、自己の非認識による他罰的傾向、体幹機
能障害、神経因性膀胱による頻尿等）を罹患しているため、常の一昼夜に渡る生活介護を必要
としている。本人 43 才、父親 79 才、母親 75 才なので親の他界後、或いは親の認知症罹患の場
合が非常に心配である。本人が介護保険受給資格を得られ、介護施設に入所できるのは申し込
みから決定までの期間を考慮すると最短でも 23 年後になる。その時父親は 102 才、母親は 95
才ですので、親が入所手続き等をするのは不可能である。被保険者本人は人格面、社会的マナ
ーは高い方だが、日常生活機能推進能力は低いので、身体障害者施設及び知的障害者施設は各々
施設の特色からして、精神面で無理があるように思える。本人の障害が病気からでなく、怪我
に起因する。こういうケースの場合でも、本人の状態と家族構成の緊急によっては 40 歳以上で
あれば介護老人施設、特養施設に入所できるように介護保険法に手を加えてもらいたいと切に
願っています。因みに本人がクリスチャンであるので、キリスト教老人特養施設に入所出来れ
ばと思っています。（40 歳代）
■いつも広報をよく見ていますが、なかなか方法が見つかりません。一人子供ですので大変です
ね。（40 歳代）
■この子の将来が心配。
（親が死んだら、どうなるか）（40 歳代）
■自閉症なので言葉の理解が出来ないので、自分が悪い事しなくてもおしつけられると突然の発
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作が心配です。生活して行く上で母親としては気にかけが大変なところもあります。
（40 歳代）
■福祉課の皆様に助けられ本人もここまで歩いてこられました。ありがとうございました。交通
の面でも配慮していただき少しでも親としては力になって頂き誠に重荷が助かりました。少し
ずつでも本人が向上していけば親として助かります。なんでも苦労はつきものですが、障害だ
けは困りました。ありがとうございました。（50 歳代）
■他の家族（姉妹）にも手助けをするように言ってもらいたい。１人で休日も一緒だと「あ～～
～」という気持ちになる。このような気持ちを聞いてもらいたい。相談したい。
（60 歳代）
■本人が記入するには理解しにくい。（50 歳代）
■本人が言葉の内容が理解できていません。今回のアンケートについて説明するときは大変でし
た。（50 歳代）
■知的障害＋総合失調症があり、家庭内での生活（そうじ、洗たく、料理 etc）や自分の身支度も
ままならない。年令を重ねる毎に認知症傾向も出てきて、忘れ物をしやすい。そのことで姉妹
に度々叱咤され、本人のストレスとなり、トラブルが耐えない。本人とその家族両方に相談す
る人も場所も見つからない、両者に精神的サポートが必要なのに、放置してしまっていること
に問題があるかもしれません。（50 歳代）
■【言葉】
（母）私の方から聞けばちょっとは答えたり話したりできますが、自分の方から話すこ
とが出来ないので時々イライラする。（50 歳代）
■障害関係の手続きは全て本庁での手続きになるので、本来本人が行くべき所、やむをえず職員
が代行している。出張所でも一部手続きできるようにしてほしい。福祉サービスが分かりにく
い。こちら側がある程度知識を得てからでないと聞くことさえできない。先を見越して、どん
なサービスが利用できるのか色々と提案してほしい。計画相談員は事業所ごとに対応が様々。
定期的に訪問してくれる相談員には相談がしやすい。（ほとんどの事業所が年１程度でこない）
（60 歳代）
■今後は、色々と障害者のサービスもっと交流の場がはば広くつなげられたらいいです。来年は、
56 年振りに日本での夏の東京オリンピックパラリンピックです。うるう年です。アジアのオリ
ンピックパラリンピックは北京オリンピックパラリンピックから 12 年たちます。５年後パリの
夏のオリンピック３年後は冬の北京オリンピックパラリンピック迄に日本が、景気回復めざし
ていい世の中でありたいです。（50 歳代）
■前回も送付されてきたが無作為（だからなのか？）というのに２度目？多くの意見を聞きたか
ったら前回、今回送付済みの家庭には３度目は無いように配慮してください。前回同じ様な事、
私たちは答える事もそう変わらない。高齢になっていく親、子問題はこれからのことで安心し
て終わりを迎えるためには個々で動くことは無理になっていくので行政の取り組みの柱を立て
てほしい。（不明）
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問 52 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があるとよいかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■その病気についてきちんと理解している人が、他人であってもその場にいるだけで安心できた。
■数年前、一般就労していました。しかし、配置部署が合わず（人間関係）悩んでいた時、困って
職業訓練を受け、卒業したところの先生に相談しました。すぐに職場の上司と話し合いを持っ
てくれてどうしたら働き続けられるのか考えてくれました。すぐに対処してくれ、家族ではど
うにもできない事が動いた時の事（希望の配置換え）今でもあつく思い出します。常に心細く
思って働いている人も多いと思いますので、その声を引き出し、就労が定着できるよう、援助
の方よろしくお願いします。直接指導する方で（職場）、障害について理解、配慮出来ていない
方がいます。
■病院などの待合の時に、別室に案内してもらえて助かった。
■①目の不自由な人へ声掛けをして、行く方向が同じなので一緒に行きましょうと言っている人
を見ました。声掛けは良いと思います。 ②バスの中で立っていて、よろよろしているのを見
て席を譲ってくださった。
■障害年金がいくらかでも入るので助かっています。精神手帳２級です。息子がです。母親の精
神手帳２級もっています。でも年金は貰っていません。
■仕事中、具合が悪くなった時、休憩させてもらえるのが助かっている。体調が悪く遅刻か早退
をさせてもらえることも助かっている。
■自治会の当番や役員を自信がなくて引き受けられないので免除してもらえて助かっている。
■精神科の職員の人たちが優しく接してくれる所。
■精神病院のケアマネジャーさんと看護師さんが月１回看護してくれるので心強いです。ありが
たいです。
■息子たちは知識があるので寄り添ってくれる。
■通院中では特に病院の中では安心しておしゃべりできます｡（母親も）
■合理的配慮で病院などで良かったです。
■病院でカリカリしている患者に他の患者が声をかけて気持ちを和らげてあげたこと。
■病院で話をきいてもらって安心した。
■父の会社の障害者控除が助かると言われる。映画館で割引で観られるので、外出のきっかけに
なった。通院している病院の駐車場が無料なので、親への申し訳なさが軽減されるし助かる。
■老齢年金の受給に向けて事務所（年金機構）へ行きました。細かいことや解らない言葉があっ
ても丁寧に説明して下さりました。こんな私でも話せて聞いてもらってよかったなと思いまし
た。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■もっと、自分の身になって、相談へ行ったときに、たらい回しにしないで対策を継続して、援
助を求む。
■言葉や行動が、障害があることによって遅くなることを温かく見守って、平等に言葉や態度で
接してほしいです。
■私は発達障害を持っていますが、障害者枠で週５、フルタイムで平日働いています。そのため
就労支援センターの方との面談は平日に行うのが難しいのですが、川越市では土曜日も面談し
てくれるところがあるのでとても助かっています。ただ、手帳の更新が土曜日は出来ず、場所
も限られているのでとても不便です。土曜日や出張所でも対応していただきたいです。
■周囲の人が手を差し伸べてもらえるような社会。中々理解が少ないので配慮してもらえない。
（自分みたいな軽度の場合）
■障害があるとストレスを感じやすいので、ストレスを感じない環境を作ってほしい。
■障害者を理解し、その障害者の意見をよく聞き、一緒に相談に乗ってくれること。
■障害者手帳や他の福祉手続きが郵送でできれば助かります。
■まずは市役所の人が障害について考えてほしい。
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■市内のコミュニティバス。ヘルプマーク（以前のもののシールが貼ってある）周知徹底してほ
しい。
（広報などで広めてください。高齢者の方よりヘルプマークを知らない人も多い）市役所
の方の対応が悪く、嫌な顔や態度に出され、手続きが苦痛に感じる（障害者対応でない課に多
い）川越駅には白杖をつく方も多いが、困っている時にどうして良いか分からない。私立の高
校生が手を貸して話しかけてあげていて勉強になった。対応（専用）の冊子があっても良いの
では？なんでもネットでと言うのではなく、アナログで本にあれば目についた時に見返せる。
外出した時の市で行っていること。
（他の県ですが）子育て支援のパスポートみたく、70 歳以上
と障害者の方にパスを。いいなと思った。（市のお店などで割引など）
■【職場】同じ病名でも苦手なことや得意なことは人により多様な為、病名で行動を制限するの
ではなく、個人の特性を見て適した業務に挑戦できるような体制があるといいと思う。
■すぐ手助けしてあげる、文句を言わない、すぐ否定しない、上から物を言わない、すぐ人のせ
いにしない、優しい口調で話す、みんな平等に扱う（えこひいきしない）、すぐ怒らない、腕を
組むことをしない。
■匿名希望の相談。メールやチャット対応（夜間可）。ぼくは声での会話がにがてです。字も汚い
ですし、数時間後に言いたかったことがやっとまとまったりしますのでメールやチャットの方
が安心しておちついてできます。
■バスに乗りにくく市内の移動が出来ない事が行動を制限しているし、経済的負担も大きい。精
神障害、高度機能障害の場合もなんとか助けてほしい。妻も要支援２なので長距離歩行難しく
不自由をしています。
■バスの割引き。
■家と職場の往復だけで休日も家族と買い物に出る以外ずっと部屋でゲームをしている。休日等、
年に数回でもコミュニティをはかれる場があればいいと思う。
（おしゃべりをする、一緒に出か
けてくれる人が家族以外いないので）
■私は以前看護師として 20 年務めていましたが、そのころに比べると施設、サービスが充実した
なと思います。障害はさまざま、今後も国、市町村の配慮を頂きたい。
■車イスの方へは、駐車場に車イスマークがついている所に、使用しない人は止めない。本人が
車イスではなく、同乗者が車イスの時でも文句は言わない。発達障害だと見た目はわからない
ので理解されない。先生にも。
■就業中に発作が起きた際、休養させてくれる。障害内で出来る仕事を与えてくれる。
■就労できる窓口をもっと増やしてほしい。色々な仕事が出来ることを知ってほしい。
■就労支援の充実。
■障害だと思ったら視線を送るのではなく無視してほしい。
■障害のある人に声をかけては悪いと思わないで声をかけてほしい｡
■障害者でも個性を見極め対応してほしい。
■障害者に対して、適度に話しかける、嫌いというような態度を見せない。説明するときは細か
く伝える。分かった？と聞いてあげる。
■職場で耳の不自由な方には筆談しますが、ミーティングのように早くて字が追いつきません。
良い方法があったらいいです。手話と車椅子体験を職場で受けた事があり、大変ためになりま
した。
■親が元気な時は、親が生活支援を行うことは出来るが、将来支援が出来なくなった時、生活支
援施設があること。（狭山市、入間市、所沢市にはあるようだ）
■知らない人の沢山いる場所で一人の時、優しく声をかけてくれる人。
■道案内があると良いと思います。
【その他（困っていることなど）
】
■会社の産業医の対応が厳しい。（寄り添ってくれない）
■大方の人は精神病院へ通っていると言うと、即、顔の表情が嫌な方へ変わります。中には露骨
に嫌な顔をしたり、その後の態度が凄く悪くなったり、見下げたような態度になります。今現
在では配慮は無理だと思います。
■病院の職員の対応に偏見がある。アパートなどを借りる時に偏見がある。
■病名は知っているが、どんなものか知らない。又は、アスペルガー等、人によってほしい配慮
が違うが、それをわかってもらえない。
（これは、こういう病気（障がい）なので、こうすれば
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いい）
■質問が難しい。
■書けない。
■上記の件で自分の担当となったキャリアカウンセラーの方だけは、今も味方になってくれてい
るが、それが依存として周りから映り９ヶ月も訓練を受けて周囲から「困った人」
「頭の悪い人」
と障害を持つ同じ訓練生の中でも最も警戒され、事業所の全拠点で無記名アンケートが「不満、
困り事」はあるかという趣旨で行われているのを見て、自分が追い出されるのではないかと感
じた。そうなる位なら惨めでもそれを認めるという意図にも乗らなければという弱気が頭にう
かび続ける。
■人の事をべらべら話す変な人がいる。
■頭があまり働かない症状があります。口頭で困っていることを簡潔に話すのが苦手です。病気
の症状で普段から家事を少ししかできず、父の家事援助でなんとか暮らしています。今年は１
月と 10 月に病状が悪化しほとんど動けなくなりました。父が高齢のため私が１人になった時に
どのように暮らしていけばよいか不安です。10 月に悪化した時に相談支援員さんに電話で相談
したのですが、話し方が悪かったのか病状を軽くとられました。
（手が重く、力がほとんど入ら
ない等の症状をしびれ程度に思われた）病院でもそうでしたが、頭があまり働かないと相談す
るのも一苦労だなと思いました。
■配偶者とは市役所職員の方が「すすめ」として、一緒に住むよう促してくださると助かります。
■無駄に多い設問のアンケートを送ってくること。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■自分みたいな軽度障害者は、理解されにくいので配慮が少ないと常々感じるので生活しづらい。
仕事上でも理解が少なくやりにくい。（30 歳代）
■要望です。近所の人がわざわざ外まで出てきて顔を見る人が大変います。歩いてゆくと、出か
ける時間を待っていたかのように玄関から出てくる人、出て待っている人、走って出てくる人、
ウロウロいつもしている人がいます。何をしているのでしょう。見る理由は？なぜ外まで来て
見るのでしょう。精神の病気だから悪いことをしないかの見張りですか。話をしたことはない
のに、なぜ私のことを皆さん知っているのですか。誰か広める人がいるのですか。個人情報で
す。通っているところでは個人情報は話してはいけないと注意を受けます。これは大切なこと
です。守ってください。今日も今日もだと思い腹が立ちます。ストレスになります。他の人も、
近所の人が悪口を言うので嫌だと言っている人がいます。沢山いると思います。この病気の人
はしっかり病院に通い、薬をしっかり忘れず飲み、状態を悪くしないように注意をしています。
顔を見ただけでは病気のことは分かりません。出てくる人は私たちのことをどれだけ分かって
いるのでしょう。出てきて見るのが仕事だとしたらそんな仕事いりません。（40 歳代）
■親が亡き後の本人の生活が心配です。ノーマライゼーションの精神は程遠いと思う。地域でフ
ラフラ散歩等、仕事していない等で色目で見られるのでは？（40 歳代）
■精神神経の病気は、誤解はされても理解はされない。それを自分が心の病気である事を他人に
言うと自分が生活する事に不利となる。又、その症状も証明もむずかしいし医者などのメディ
カルスタッフ以外は上記のように誤解される。アメリカやヨーロッパと日本は心の病への見方
は全くちがうと思う。私も知人から精神科に入院したことを軽々しく言わない様に注意をされ
ました。川越市は、こういうアンケートを送ってくれるだけ前にいた所より受入れてくれてい
ると思います。（60 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■困ったことは常に精神は薬をのみ続けているので、副作用により、次々と他科医療がかさなり
続けて行くばかり。医療費がどんどん積ります。この補助を長年要望してきていますが、精神
のサービス補助は、他障害よりはるか格差。この一元化を是非考えて頂きたい。財政難がとい
つも言い逃れて来ています。各担当は、その部署に当たった時は、市民の困っていることを受
けとめて、立つところに立って、真剣に向き合って頂きたい。この件は、平成 18 年より 13 年
間お願いして来ていること。今度こそ実現してほしいです。又、精神障害者専用のグループホ
ーム、前々計画に載っているはず（平成 12 年）この件についても、他障害とは別に川越市に精
神障害者のみのグループホームを立ち上げられる様、親の元気な内に（親 78 才）市と共に立ち
上げられる様、頑張っていこうと思う。（40 歳代）
■トラウマ性のパニック障害及びうつなので、人混みにはとにかく行かれません。市役所に行く
のもいつも勇気が必要です。窓口の方は親切ですが、もろもろの手続きが郵送などでできると
楽になります。・以前、医師があやまった薬を処方した為、離脱症状でかなり苦しみましたが、
病院は医師が休みだったり、診療時間外と言って対応してくれませんでした。このような時、
お薬手帳等を元に 24 時間体制で薬や体調の対処をしてくれる場所があると助かります。・災害
等の緊急時、一番こわいのが薬が切れることです。災害下で少なくとも薬を提供してもらえる
制度があるか、その為に薬を少し多めに処方してもらえると安心します。
・一見すると健康に見
える為、病院等でも１つ１つ説明しないと対処してもらえなかったり、対応できないこと等が
多いので、一目でそうとわかる手帳（症状がわる）があると便利です。（50 歳代）
■繰り返しお書きしました。要介護３という事で手当てもいただいており感謝していますが、夫
婦共に教員であったことから、国民保険３割負担となり、心臓に病を持つ夫は専門医が東京、
緑内障その他の目の障害であるうえに医療費が高額で困っています。妻もガン予後の薬代が高
価で我が家の医療費は年額 200 万円にもなります。病院にはタクシーで参りますが、せめて割
引制度が適用になれば助かります。夫のように 69 才で倒れて脳と半身が麻痺しかし助けるでは
ないかと言われても自由に歩けず困ります。高齢者の医療費が嵩んで大変だと思いますが、な
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んとか出来るだけのお手伝いをいただければ助かります。現在はリハビリディ通所とヘルパー
さん週２回、ケアマネさんが本当に親切にして下さって助かっています。（70 歳代）
■市の健診で病気の自己開示をした時に女医から心無い態度を示された時は、本当に悔しくショ
ックだった。精神の病気は目に見えず分からないと思うが、開示すると色眼鏡で見られるのが
悔しい。
（医師がそういう態度をとるのが信じられないが） 災害時、１人暮らしの人はとても
心細い。周囲の情報がわかりづらい。特に夜間、土日など連絡がとりづらいとどうしていいか
分からない。インターネットを使いこなせないのでテレビくらい。地域の情報をもっと詳しく
知るためにどこへ連絡したら良いか？（不明）
【教育について】
■我が家の子供は精神障害があり、特別支援学級に在籍して（小４）おりました。こともあろう
にそこの担任に暴力を受け私（保護者）に対しても毒づくという目にあいました。その後、私
が小学校に訴えたので校長と当教員から謝罪は受け、その教員は別の学校へ移籍になりました。
しかし、その教員は形だけの謝罪をしただけで私に対して最後まで「あなた方のやり方が悪い
からこうなった」と何度も言ってきました。それまで信頼して息子を預けていた担任の行為は
とても許せませんでした。それ以来、息子は学校へ行けなくなり、とても情緒不安定になり、
対人恐怖症のようになり、二次障害もとてつもなくひどく、いまだに人に接することや学校へ
行くことのひどい不安があり大変な毎日を今、中１になっても送っています。この３年間「大
変だった」と一言では表せないくらい、私たちは大変な思いをしてきました。息子が１番可哀
想ですが!!未来あるたった１人の息子の人生を狂わされたと言ってもよいと私たちは思ってい
ます。川越市の特別支援学級の教師陣の知識のなさと質に絶望しました。川越市の教育委員会
にですから信頼はとても置くことが出来ません。また、診断を受け療育出来る医療機関の少な
さに幻滅しました。しかも小４にもなると、年齢的に対象外と言われ路頭に迷いました。どの
子供も安心して通える学校であってほしいです。もっと専門的な知識のある人間的に質の良い
教師陣をよろしくお願いします。可哀想な子供を出さないでください!!療育の出来る医療機関
をもっと充実させて下さい。よろしくお願いします。（10 歳代）
■私は幼少の頃にＡＤＨＤと診断されました。その為、小学生の時（川越市内の小学校）、担任の
教諭の他に支援教諭が私のいるクラスに配属されていました。当時は何も考えていなかったで
すが、今思えば、あらゆる支援を川越市行政の方に頂いていたのだと感じました。ですので、
特に川越市に要望は有りません。本当に必要なのは、当事者自身が前を向く意識とその為のき
っかけに拠る所がおおきいのではないでしょうか。（20 歳代）
【雇用・就労について】
■ぼくは店長のパワハラ、モラハラでうつになり、家で吐いて外にでれなくなりました。精神障
害者は多くて、身体障害者とは違い、手帳をとっても診断書代も返ってこない。どんどん増え
てるんだから元をたつためにもブラックに対する罰則を厳しくするか、隠ぺいされないように
パワハラしたやつを（いじめも）みつけたり、報告をしたら報奨金だせばいいと思う。罰すれ
ば隠すが報奨があれば、みんなつきだしてくれるんじゃないか？５千円程度でも充分だと思う。
ぼくは９月中に無職にもどるけど、上司はまたパワハラしてくるんで、ぼくの他にもそれが原
因で仕事を辞めた人がいるのに原因の店主は何の罰もないし、ぼくはうまく言いたいことを伝
えるのも字をうまく書くのもにがてで、履歴書も面接も苦労するので、就活するぐらいなら、
いつも死にたくてしかたないので薬飲まないと、泣いたりストレスから自傷を軽度ですがして
しまいます。ぼくみたいな人がどこで就活すればいいのかも、よくわからないので、お先まっ
くらすぎてつらいです。
（母と一緒に住んでるから、会社が法律で定めた機関になぜか必要な書
類送るらしいので、失業保険でお金受け取るまで何か月もかかりそう、でもなんとかなる。た
すかる。）（20 歳代）
■見た目には分からない障害のため職場では隠している。なので年末調整は通常通り行い、職場
に分からない時期になって還付申請をする必要がある。プライバシーの為にも年末調整で会社
に分からないよう申請したい。自主的に調べないと受けられるサービスが分からないので、も
っとオープンにしてほしい。自立支援医療と手帳の申請時期が異なったため、診断書をいちい
ち各申請時に取得する手間と費用がかかるので、時期が異なってもどちらかに統一するように
してほしい。
（30 歳代）
50

調査結果 Ⅲ．精神障害者
■私は統合失調症を患っている者です。勤労意欲は非常にあるのですが。長時間働くことがとて
も難しい状態です。実家を出て自立した生活をしたいのですが、
「低所得者支援金」などが短時
間労働しか（お医者様からの診断によってですが）出来ないとされた方々の支援金制度がある
と自立して働く意欲と共に生活に希望が出来ると思った次第であります。どうかご一考くださ
りますよう宜しくお願い致します。
（30 歳代）
■働いていますが自立できるほど収入はありません。できたら自立できる収入、働く場（確実に）
がほしいです（今はパートなので）｡あと、高次脳機能障害者も同行をお願いしたい時がありま
す。（書類提出の時）（40 歳代）
■就労継続支援 A 型で、交通費を出してくれる所を作ってほしいです。働く時間を４～６時間と
か、選べたらいいと思います。障害者の人たちが集まれる場所とかが、たくさんあるとうれし
いです。（40 歳代）
■家族や職場の理解がなく（鬱について）良くなったり悪くなったりを繰り返しておりいつまで
続くのか、42 となって将来に不安を感じる。会社は休んでいる間に上司に根回しされ辞めさせ
られ、派遣で懸命に働いても契約で切られる。
（鬱を知られると）生命保険も入れず安定して働
けず生きることが苦しい。（40 歳代）
■川越市障害支援センターの方には大変お世話になっております。Ａ型作業所に良い所があれば
又通いたいと思っております。（50 歳代）
■私は障害者であるが非開示で働いて６年になります。もっと楽な仕事を探そうと思うがなかな
かままならない。（50 歳代）
【社会参加について】
■移動支援で通院や通勤が認められないので、結局、利用することも社会参加も難しいです。何
か制度を利用する時に条件や前例にあてはまらないと利用できないというのは役所ならではの
悪しき習慣では？利用者が満足できるように臨機応変に対応する姿勢がないと意味のない制度
ではないでしょうか？（40 歳代）
■ピコアは大変よいと思います（シャトルバスはたすかります） ピコアの近くに文化系もほし
いです。（70 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■災害が多くなってきている中、避難しなければならない場合、具合が悪く、環境の変化に弱い
自分にとって避難所で過ごすのは無理だと感じています。静かに過ごせる場所があればいいの
ですが…。父が二年前に他界し、家事全般を母が担っており、疲れやすく、自分自身でできる
事は少ししかありません。家事代行サービス等料金が高いと聞きました。母も高齢になってき
た為、将来が不安です。
（40 歳代）
■車さえあれば通院も問題ない｡（60 歳代）
■余所様の事は解りませんが、自分のことで言えば私自身身体障害者ではないので正しい答えに
なっていないかもしれません。ただ自分のことに関しては、今まで自分で車の運転をし、どこ
へ行くのにも出歩いておりましたが、金銭的事情で廃車になり、通院、買い物他全て徒歩に変
わり、昨年６月、転倒右足大腿骨骨折１ヶ月の入院により、歩行も正常でない様な状態、そこ
へもってバス電車等の利便性の悪さにホトホト泣きたいくらいです。タクシーでも利用すれば
良いのでしょうが、食べて暮らす生活がやっとなので辛いです。回答になっていなくてすみま
せん。（70 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■脳梗塞（高次脳機能障害）のため、普段は親にサポートしてもらいながら手続きをしています。
しかし両親がいなくなった場合、手続きが出来るか不安です。（20 歳代）
■相談窓口とか、どんなことでも話せる窓口とかあったら助かりますし、こまった時の障害者用
の本？みたいなのもあったら助かります。家の人にも精神病とか理解してもらえるような活動
とかあったら嬉しいです。このアンケートや市役所の色々な書類も言葉とか書き方がむずかし
いのと、窓口に行ってなかなか市役所の人が来てくれないと、どうしようって焦ってしまうの
で、もう少し待ってて下さいとか声かけてもらえると安心します。精神病とかって目に見えな
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いので、分かる人にはわかるマークとかがいつかできて周りの人が知ってて見守ってくれたり
助けてくれたりすると助かります。Ａ型の作業所をもう少し増やして頂けたら嬉しいです。ど
んな相談窓口があるか、こまった時はどうするとかの説明やしおりみたいなのを作ってほしい
です。手続きとかで市役所行って不愛想な人とかにやってもらうと怖くて緊張してしまって少
し笑顔とかだと気をはらずに行けます（すいません）｡境界知能なのでボーダーラインの人への
配慮もあると嬉しく思います。（20 歳代）
■私の精神病（躁うつなど）が父にとって「ストレス」で何度も「俺はどうすればいいんだよ！？」
と怒鳴られていました。父とはメンタル面で一緒にいるのは無理となり、１人暮らしです。暴
言だけではなく「暴力」もたまに受けていました。
（かかと落とし、耳をパンチ、平手打ち）ち
ゃんと家族にも「病の重さ」を知ってほしいです。
「精神病を持つ人」への対応の仕方とかパン
フレットで配ってくれると、家族の理解も生まれる気がします。なぜ、家族にまで突き放され、
暴言、暴力を受け、嫌われないといけないのか分かりません。市役所の人も「精神病の理解」
をもっと知ってほしいです。市役所の「ケースワーカー」にプライベートの事を責められたこ
とがあります。自分の交友関係に「その人と連絡を取るのやめた方がいい」と。いくらケース
ワーカーでも「その人の自由」に「口出しはしてはダメ」とちゃんと市役所の方から聞きまし
た。どうして本人の友人関係にケースワーカーが口出しするのですか？病のこともちゃんと分
かっていないのに、いつも話していてケースワーカーがイライラしているのはこちらも「この
ケースワーカーはいやだな」と思います。人として。ケースワーカーの仕事はなんですか？プ
ライベートまで縛るお仕事ですか？正直早くケースワーカーが変わってほしいです。今のケー
スワーカーと話したくもないです。疑問しかないです。（20 歳代）
■現在の就労以上はできないので障害年金が受けられればと思っています。年金の等級と精神障
害者保険福祉法の等級が異なるとの事です。親も高齢化して来ましたので本人が自立出来る経
済力があればと思います。今後ともよろしくお願いします。（30 歳代）
■市の障害者相談支援センターを利用したいが、いい加減な結果に終わる。他の人に話したら、
同じような結果になっていた。なので、もう少しは、問題が解決するまで真摯に向き合って頂
きたいです。
（30 歳代）
■身体の障害や知的の障害など、自分がほとんど関わらない福祉サービスについては良く知らな
いため要望などを言いにくいが、１人でも障害を持つ人が暮らしやすくなるよう常に改革・改
善の視点で取り組んでほしい。それと同時に私のようなぱっと見では分からない障害を持つ人
の支援にもより力を入れてほしい。何とか仕事は出来ているが、労働時間・職場環境・コミュ
ニケーションなどで人にはわかりにくい様々な問題を抱えている。仕事についてやそれ以外の
生活全般に関してもっと気軽に相談出来る場所があると嬉しい。川越の就労支援センターはい
つも予約がいっぱいで面談の日程調整が難しい。困った時もそうでない時もいつも見守ってく
れるようなすぐ連絡・相談が出来る場が必要だ。（30 歳代）
■現在、障がい者年金をもらえているが、一度体調が良くなり頑張って出来る範囲で働き、やっ
と生活できるお金が手に入るようになったとたん止められた。障がい者年金だけでは生活でき
ない。家族からの支援があって当たり前と思われているのか、一人暮らしすることは不可能な
仕組みだ。それが納得できない。（30 歳代）
■困ったことは常に精神は薬をのみ続けているので、副作用により、次々と他科医療がかさなり
続けて行くばかり。医療費がどんどん積ります。この補助を長年要望してきていますが、精神
のサービス補助は、他障害よりはるか格差。この一元化を是非考えて頂きたい。財政難がとい
つも言い逃れて来ています。各担当は、その部署に当たった時は、市民の困っていることを受
けとめて、立つところに立って、真剣に向き合って頂きたい。この件は、平成 18 年より 13 年
間お願いして来ていること。今度こそ実現してほしいです。又、精神障害者専用のグループホ
ーム、前々計画に載っているはず（平成 12 年）この件についても、他障害とは別に川越市に精
神障害者のみのグループホームを立ち上げられる様、親の元気な内に（親 78 才）市と共に立ち
上げられる様、頑張っていこうと思う。（40 歳代）【再掲】
■障害者手帳を更新する時や新しく申請をする時に診断書を病院に手続しますが、その時の費用
が高すぎます。低所得者も居るのにお金がかかってまで申請する意味があるのかと疑問に思い
ます。もう少し何か対策を考えた方が良いと思います。費用が高すぎたりして申請が出来ない
人もいるのではないでしょうか。これを機に検討をお願いします。（40 歳代）
■川越市には現在障害者（精神？）のためのグループホームがないと聞きました。私は精神の障
害手帳を持っていますが、慢性疲労症候群を併発しており、高齢の父が多くの家事を負担し、
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なんとか生活しています。将来１人になった時にホームヘルプやグループホーム、施設への入
所を必要としています。慢性疲労症候群は今まで医師にさえきちんと理解されてこられなかっ
た病気で、現在の私の状態は、通院がなんとか出来る日と、家事をほとんど出来ない日があり
ます。脳の炎症感などがあり常にあまり頭が働かない状態があるため、在宅の仕事も出来ませ
ん。頭を少し使うとひどくグッタリします。今年は１月と 10 月に病状が悪化し、ほとんど動け
なくなりました。10 月は特に移動にタクシーが必要となりました。ひじから先が重くなり、手
に力が入らなく、コップを辛いけれどなんとか持てるくらいの症状でした。また、家の中を少
し移動するだけで息切れ、動悸が激しくなり動けなくなりました。お風呂で体を洗うことが出
来ず、手を満足に動かせないのは怖かったです。どの病院を受診すればよいかも迷いました。
頭があまり働かないこともあってよい知恵が出てきません。大きい病院は予約が必要だろうし、
どの診療科に行けばよいか分かりません。長い待ち時間を病院で過ごすのは病状的につらいで
す。介助してくれる家族がいるので入院はないだろうなと考えたり。普段の通院は東京の小平
市の病院で受診したらまた１週間後（頻繁）に来てと言われるだろうし、タクシー代は片道１
万５千円はかかるだろうなと考えたり。タクシーである病院を受診しましたが、小平の病院で
診てもらってと言われました。１週間ほどずっと手の症状が続きましたが、その後改善してき
てホッとしました。息切れと動悸はまだあり、父に小平の病院に普段の薬をもらいに行っても
らいました。おそらく過換気症候群ではないかと調べて気が付きました。頭があまり働かない
ためどうしたらいいか、地元の精神病院のデイケアスタッフと川越市の相談支援員に電話で相
談しましたが、うまくこちらの話が伝わらなかったり、病状を軽めに誤解され適切なアドバイ
スを引き出せませんでした。近い将来、父の介助が得られなくなった時に、ただでさえヘルパ
ーさんに週１日くらいは来てほしいと思う体調で、さらに病状が悪化した時に、どのように対
処したらよいかを悩みます。少し動ける時とほとんど動けなくなるという病状では身体障害者
にも認定されないだろうし、施設への入所も難しいだろうし。福祉の制度はあっても私のよう
な病人はその制度をうまく利用できるか不安があります。
（40 歳代）
■パニック障害の軽い方ですが、障害者年金が多少でもでてくれるとありがたい。障害者手帳を
持っている皆様がみんな障害者年金をでるようになってほしいです。
（40 歳代）
■東京都の福祉と比較すると見劣りしてしまう。（50 歳代）
■生活費が足りないのでどうにかしてほしい。
（50 歳代）
■なんでこんな複雑なことを長々と書かされなきゃならないんだろうと思います。市からの通知
が色々ありすぎてよくわかりません。もっともっと親切にサービスを充実させて下さい！障害
は１つだけではなく重なるところもあると思うので、例えば目の不自由な人のために道路や駅
で段差解消などの親切な暮らしやすさがあるべきだと思います。また、台風や災害時に薬の無
くならないように必要な薬を配れるようにしてください。とにかく相談できる窓口とやってく
れる福祉を充実、今一層させてください。今、利用していないサービスでも先には必要になる
と思います。より一層福祉を充実させて下さい！差別のない社会にしてください！引け目を感
じず仕事が出来て社会に出られるようにしてください。結婚できる出会いの場を与えてくださ
い。（50 歳代）
■近々、市役所へ出向いて、今後や今、一人暮らしのため両親や親戚、80 才以上のため、もし入
院手続きのとき、どう行動や知識を勉強したい。今の所、市では民生員にたよるしかないとの
返答でしたが、民生員も自分より年上で、どちらが面倒を見るのかわからない感じ（将来）。市
の対応として、どこの病院に、いつでも手続きに市の職員さんも協力していただける体制を作
ってほしい｡今は、民生員さんにまるなげ状態で、とてもわかりづらいし、無責任な対応だと思
う。要は、どこの病院でも保証人なしで入院手続きが出来る様にしてもらいたい。両親は、越
谷市に住んでいるが、とても川越まで来るエネルギーやボケでやっとしたら、早死にしてしま
う。（50 歳代）
■今の所は、車で通院してますが、車が乗れなくなったら困りますので、外来受付を Tel 予約（順
番）できると良い。又、タクシー代、又は、その他交通機関で行くしか有りません。低年金なの
でタクシーは無理ですので補助金がほしい。※夫婦２人暮らしで、２人とも病気なので（３級）
通院に心配しています。
（70 歳代）
■医療と介護が一体となって障害者が安心して暮らせる様に垣根を取って取り組んでほしい。
（70
歳代）
■福祉手続きを電話や郵送でできるようにしてほしい。今は、主人が手続きしてくれているが、
年齢が増すと無理になるので。（不明）
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【その他】
■このアンケートを身体と知的や精神の方々と分けた内容の方が良いかと思う。それぞれ不便さ
がちがうと思う。それに本人が重度の場合、介助者の方の困り感や心情の方が大変だったりす
るので、そんなページもあると良いと思う。（10 歳代）
■いつも大変お世話になっております。川越市の障害支援課の方は、みなさん優しく丁寧に対応
して下さるので嬉しいです。在宅心身障害手当も有り難いです。大事に使っています。アンケ
ートが少し難しかったです。でもお役にたてたら幸いです。手帳を持つか迷ったこともありま
したが、今は取得してよかったかなと思っています。これからも、どうぞよろしくお願いいた
します。（20 歳代）
■問 41 のアンケートについて、今後の利用する、利用しないの項目について、その状況や状態に
おかれたら利用したいに○をつけても、すぐに利用するわけではないです。（30 歳代）
■家庭の都合を捨てておけず、現在通所している事業所ですっかり信用がなくなり、それでもこ
れから会社に勤める中で泣き言は言うだけ馬鹿にされ、今はどうしても、どうリラックスして
も、不安や緊張がとれなくなりました。不満を言うと他責だの社会不適だのと周囲から憂き目
に合い、殆ど感情がなくなり、自分が何を感じているのか、とらえるのも困難になってきまし
た。それでも一部スタッフ、訓練の上司役講師からは、話しかけるだけでうっとうしがられま
す。もう９ヶ月も経っているからか、直前まで行ってた４ヶ月もかかった選考を落ちたからか、
相手にされない人、話しかけても言葉も返さない人、大声で噂話をひろげる人、そういう人た
ちの中で「一番問題のある人間は自分」という認識のようです。セクハラ疑惑まであるのか、
女性の方へ事業所の管理責任者（女性）の方が、私の事を注意するよう促していることも目撃
してしまいました。それでも頭を下げて心をころしお願いして続けさせて貰うんだよと幼い頃
から自分の面倒を見てくれた祖母の言葉に答えるために頑張りたい気持ちはあります。でも入
所から自分に何かとちょっかいを出してくる、言葉もマナーも直さなかったある訓練生の方が
内定が決まったと知り少し悲しいです。他人の事を恨んだり、ねたんだり、責めたりしている
内に混乱して言葉が抑えられなくなって、そうした事をしてしまっていました。世間が酷く冷
たく感じるようになりました。自分の今日までの事、全部話せる場所なんてどこにもありませ
ん。（30 歳代）
■日本に川越市に住めていることに大変満足しております。多くの方から支えられ、何とか生き
ていけているのでそういった活動をこれからも期待するとともに自分自身ももう少し余裕がで
きたら参加出来るといいなと思います。いまだに理解が足りないと思う時もありますが、10 年
前よりもだいぶ理解者も増え、今までの障害者に対する取り組みは形になっているのだなと嬉
しく思います。苦労しているのはもちろん障害者だけではありません。普通の方でもあります
し、障害で自分よりも更に苦労されている方はおります。少しでも自分自身も理解できるよう
な人間になり、自分自身の生活の向上と、他者への支援を持てる人間になりたいと思っていま
す。 ありがとうございました！！（30 歳代）
■紙と送料がもったいない。時代にあわせてほしい。（40 歳代）
■正直こんなに時間かかって回答するアンケートはめんどうくさいし次からはやりたくない。回
収率はおそらくかなり悪いだろう。もっと簡易に回答できる内容にして多数の方から意見をも
らわないとアンケート等やる意味がないでしょう。ここまで突っ込んだ内容のアンケートにす
る必要はないと思う。（40 歳代）
■気持ちがしずみました。わからないことだらけでした。
（40 歳代）
■設問が多くて長くて疲れる。（50 歳代）
■設問が多くて疲れる。このぶ厚いアンケートが定型封筒に入ると思うか？（50 歳代）
■実はアンケート対象本人はここ数年間、通院中の病気が進行し、最近は体調が悪いせいか、毎
日寝ている方が多い生活です。この用紙も介護している親の方が記入しています。今は今後の
病気の進行が心配で市への意見、要望等は念頭にありませんのでよろしくお願いします。
（50 歳
代）
■アンケートの機会をありがとうございます。
「川越市障害者支援計画」がより良いものとなるこ
とを切に希望します。アンケートは精神障害手帳をもっている人からの抽出ということですが、
質問が身体障害をもっておられる方へ向けたもの？と感じたものが多かったです（もちろん障
害を２つ３つ…と抱えておられる方がいることは承知しておりますが）。保ゴ入院も経験したこ
ともあり、いかに社会復帰できるか、生きていけるのかがいつもいつも頭にあります。ただ不
安になってしまうこともたびたびですが、市の側でも私たちを救ってくれようとしてくれてい
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るのがわかりましたので、
「できることをやる」と考えます。ありがとうございます。よろしく
おねがいします。（50 歳代）
■現在、大腸（直腸がん）の手術を受け、便をためる力があまりありません。また、変形性ヒザ関
節症で、右ひざがなかなか治りません。そのために外出して食事をとると便のことがとても気
になります。発達障害もあり、人とあまり深く交わることも好きではありません。よって出来
る仕事がパートしかないので収入の面で不安があります。
（50 歳代）
■アンケートに私なりに本当の意見を書いたが、これを事務的に処理するのではなく反映させて
いただくよう願います！！ どうしてもいまだに日本は身体や知的障害に対しては手厚い補助
があるが、鬱など精神に対しては偏見や理解がない。先進国なのになぜ？ これだけ自殺者が
多くなってきているのになぜ防げないのでしょうか。それは誰にも話せないからです。私自身
も大事な家族にも話せない。本人のつらさは、なったことのない人に話しても解決策や当たり
前の回答だけ。そのことは言われなくても本人は分かっている事。それより、そっと寄り添い、
聞いてくれるだけでストレス発散できます。私は沢山の家族が病人でしたので言葉の暴力を受
け続け眼の手術以来、鬱がひどくなった今、同居のお嫁さんからの無視、偏見はとても耐えら
れない。自殺したら息子たちに保険金が入らないと分かっているので、自分に言い聞かせ毎日
を努力して生きています！だから精神にも優遇願います。
（60 歳代）
■私は現在 60 才になりました。精神病（統合失調症）を患って 40 年近く過ごしてきました。入
退院繰り返した若いころに比べ、今は落ち着いた症状でデイケアに通っています。ところが年
齢からくる足の膝痛も伴っているのが現状です。とても悩んでいます。精神と身体の両方の障
害がかぶってきたからです。話は変わりますが、生まれつき音に敏感な私はその特権を音楽の
道へ両親から導かれました。小さな音も気になるのが災いか、家の前の工場の騒音に何年も前
から悩まされています。夕方４時になると低音の響く音で私の身体や頭が病んでいます。お風
呂に入りたくても入れなくなる日もあります。直接申し出して出向いたこともあるのですが、
うちは 24 時間営業だからと軽くあしらわれて。そんな時、障害者だからバカにしていると思っ
たりします。何とかならないでしょうかね。柵をふさぐことができるはずだと思います。予算
がどうのと渋っている現状です。どうかお役所の方に解決できるようにどうか図らってもらえ
ないでしょうか？（60 歳代）
■10 月から年金が少し増えますが、生活保護費の枠が同時に増えなければ実質的に変わらない。
（70 歳代）
■このアンケートは精神障害者というより身体障害者のアンケートのように感じられた。今は、
親がいるから生活もなんとかなっているが親がいなくなった時、年金だけでは心配だと思う。
年金も数年に１度、審査があるので落ちたらおしまいだと思いとても気にしてしまう。年金が
なくなってしまった場合、生きる事ができずに死ぬしかないように思える。私は精神的に人と
一緒にいられないので車を運転しているが車なども運転できるからといって一般人と同じだと
思ってほしくない。（不明）
■現在は自分の名前も言えない、分からない人も夜が眠れないと病院へ行く人も、全員同じ統合
失調症と言われています。名前を変えてほしいと多くの人々の意見です。この人と同じ病名か
と思うとぞーっとします。（不明）
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■お願い。私共は精神障害者と、娘は社会人の母子家庭です。どなたかに相談したいと以前より
思っていましたので、この機会に書かせていただきます。我が家は民生委員には加入しており
ません。自分たちのことは自分たちの力で、プライバシーのことは町内の方には知られたくな
い、広まるのも嫌な考えで家庭で決めたことです。この地域は民生委員に関わっている方が多
く、近くに何人もおりますので息子同様の状態です。また静かな場所ですので民生委員の話し
声もよく聞こえます。個人情報は家の中でお願いしたいです。不注意です。家庭のことは人に
は話さず生活をしておりますが、なぜここまで広まったのかと思うほど町内中に伝わっていて
驚きます。駅で荷物がありましたのでエレベーターで上がり下がりをし、家の近くの民生委員
の人も乗ってきました。駅のトイレに入り、出ましたらその方が睨んで立っていたのです。こ
こまでと思いました。毎週出かける電車には男性が乗っていまして視線が向いているので分か
ります。携帯で写真を撮られたこともあります。写真が保管されていると思います。民生委員
の皆さんは目が鋭いです。町内理事の集まりの時、民生委員の方も出席しましてプライバシー
に関わることは知らせたくないと言い、加入しない人がいます。これでは私たちの仕事は閉ざ
されてしまい先に進めません。と皆様の前で話されました。民生委員の方だけを考えている話
でした。役員の方が、家の近くに来てこの辺で可笑しなことはありませんか、ありましたら知
らせてください。直ぐに対処しますから。同じ方ですが、避難のお話の時、病気の表がありま
して精神の病気は記入がなく、精神の病気の人がいなくなって良かったと言われました。その
場で小さくなっていました。民生委員の加入は強制なのでしょうか。生活が自ら出来るのなら
良いのではないでしょうか。大変うるさいです。彩の国便りに埼玉知事よりの一言で、障害者
のある人等を守る。日本一暮らしやすい埼玉を実現。とありました。私たちは暮らし難い。民
生委員のやり方を考えてほしいです。（40 歳代）
■何度も記載しましたが、後見人などの方法の勉強会を市役所で開催してほしい。５年後は、１
人暮らしで本当に困ってしまう。両親が死亡、親戚も死亡、いとこなどもほとんど知らないと
いうか、いとこにも生活があるので、行動してもらうことは困難だということです。
（50 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■精神障害者保険福祉手帳を取るのに診断書が必要で受診できる医療機関を尋ねた時、自分でイ
ンターネットで調べるように言われた。普通の精神科なら書いてくれると言われたが、発達障
害は診ないという医療機関が多かった。ぜひ発達障害をちゃんと診てくれる医療機関の一覧を
作成してほしい。（20 歳代）
■福祉に対して力を入れて頂き感謝申し上げます。長年、子供の病気と向かい合ってきて体調の
良し悪しに関わらず、波がある事に気が休まらない時はありますが、前向きにしっかり対処し
ていかなければと思っています。今年の５月末ごろから睡眠が浅く寝る前に飲む薬を服用して
いたのですが、６月 13 日の夜 11 時頃、体調が急に悪くなり、かかりつけの病院に電話したが、
夜間はやっていないという事で救急医療センターに電話するように言われ電話したところ、子
供の症状を聞かれ説明したところ救急車を呼ぶよう言われ、呼んだところ精神科の救急病院が
ないと言われかかりつけの病院が開くまで苦労しました。本人の行動を見ていると、胸や頭を
自分の手で押さえながら「ウーウー、アーアー」四つん這いになりながら苦しもがいている姿
を見るのが辛かったです。救急車が帰った後にあまりの苦しさに死を考えたようでベランダに
座り込んでいました。娘と室の中に入れ、少し早かったのですが、本人が救急車を再度呼ぶの
を嫌がったのでタクシーを呼び病院へ連れて行きそのまま入院になりました。今は家で療養し
て社会復帰に向け行動しております。今現在、障害年金を頂いているのですがなんとか本人も
生活が出来ているので助かっております。これからも色々とお世話になりますが、福祉に力を
入れて改善してほしいと思っています。（30 歳代）
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■関係ないかもしれませんが、身内で経験したし、また、他者からも聞きましたが、最近病院で
は簡単に拘束帯やオムツを強いる事が増えてきているように思う。特に高齢者の中にはいつも
と違う環境（入院）に入ると混乱してしまうことがあります。話を聞いてあげそれにこたえる
等、きちんと対応することで平常心を取り戻し多くは落ち着いて治療も受けられるようになり
ます。もう少し待ってあげるそういう余裕がほしいです。拘束帯、種類がいっぱいあるのを見
てしまいました。おむつでの排便、それは辛いです（ちょっと手を貸してくれれば出来る人に
は）。生きる気力を失うものです。そういう患者なのかしっかり（じっくり）と話し合ってから
にしてほしいです。一生懸命生きていた人たちが笑顔になる、優しさを持って受け入れられる
世の中であってほしいと願っています。（30 歳代）
■知人に会わない事を祈って通院しています。病気を知られるのがこわいです。病気をかくして
いますから（精神科）。書類等の手続き等は、市役所でなく保健所で済ませています。地元にば
れないようにと思っています。上記のように気づかいしています。※現時点では、ほぼ普通に
生活できていますので、困っていません。（70 歳代）
■入院費の支払いが銀行振り込み、引き落としに出来ればと思いますが。入院中ですが、病院の
方々の対応がとても良く安心しています。（70 歳代）
【教育について】
■複式学級へ通っているが、ある１人の生徒の為に、他の子が迷惑をかけられている。先生の見
ていないところで、つねる、たたく、つきとばす。先生は知っているが見て見ぬふり。先生の
方でされても、傷の確認さえしない。子どもは先生を信用できなくなり通えなくなった。話し
合いをしたが言った事はやってもらえてない。先生の教育をきちんとしてほしい。障害につい
ての理解、個々の対応、言った事をしてほしい。校長を交えて話をしたが改善はなし。学校、
地域にいじめた子がいるという、先生が信じられないというトラウマができ、いる事ができな
くなった。先生の教育をきちんとしてほしい。障害だから、障害特性だからではなく、個々の
対応をきちんとしてほしい。（10 歳代）
■現在支援学級に在籍する中学生の子供がいます。本人の進路希望は高校卒業の資格を取ること
なので今まであちこちの高校を見学してきました。特別支援学校では、高校卒業の資格を得ら
れないことから私立、通信制等も検討しましたが、環境・距離・金銭面等から厳しいのが現実
です。毎日学校に通いクラスメイトとの交流の中で対人関係、コミュニケーション、社会性を
身に付けて行ってほしいと思いますが、感覚過敏、場面緘黙、集団行動の困難さ等、今まで支
援を受けてきた分、高校で普通学級は本人にとってとても不安が大きいようです。高校でも中
学校のように支援級があり、必要な支援を受けながらちゃんと高校卒業の資格もとれたら…子
供たちが行き場を失う事の無いよう、環境やまた合理的配慮が浸透することを願っています。
（10 歳代）
【雇用・就労について】
■自分の年令が年令なので、本人が自立できるようにしてほしい。（特に仕事面で）（40 歳代）
■支援センターから紹介していただいた仕事も、おかげさまで続いており、ありがたく思ってお
ります。それまでは、どの仕事も続かず、本人も自信を失っておりましたので、本当にありが
たく思っております。病気を受け入れて、働かせてくれる企業が沢山増えてほしいです。
（40 歳
代）
【社会参加について】
■私の場合、右肩を痛めているので手を高く上げることが出来ませんので窓ガラスや換気扇の掃
除が高い所なので出来ません。ヘルパーさんには規則でやってもらえず背の小さい私では届き
ません。何とか手伝ってもらえるようになるといいなぁと思います。それから統合失調症とい
う立場（精神障害者）から感じたことですが、以前は訪問看護を受けている人たちが集まって
映画やバーベキューなどを楽しんだり出来たのですが、
（うつ気味）の人はあまり外へ出たがら
ないのでそうゆうイベントがあると看護師さんも一緒なので安心して参加できます。そうゆう
機会があると引きこもりの人たちにとっても良いことなのです。規則を変えてもらえれば大変
ありがたいことです。宜しくお願い致します。
（70 歳代）
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■老人が集まって過ごすことが出来る小集会所のようなところがあれば夫も外に出られるように
なると思います。そういう場所が確保されれば妻（私）も多少のボランティアが可能です。但
し、両肢しびれのため遠方には出られません。毎日元気にしております。ありがとうございま
す。（70 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■交通の利便性をよくしていただきたい。（70 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■支援等の情報がもう少し分かりやすくなってほしいです。（20 歳代）
■狭山市、入間市、所沢市では入所の施設を作れる福祉会があるので、川越市からもそちらの施
設に入所している方が多いと聞きます。川越市は特定の福祉会以外の福祉会が施設をつくろう
としても許可がおりないと聞きます。川越市の福祉支援を年齢が進むにつれて感じることが出
来ない広き門であってほしいです。親、亡き後、いや今も障害者の安心できる生活の場（入所
の施設）を作ってほしいです。（20 歳代）
■障害者を支援する仕組みが分かりづらい。全体像が理解しにくい。全体的な支援内容を説明し
てくれる支援を希望します。（20 歳代）
■急に働けなくなったりする都合上、自分の給料のみで家計のやりくりが辛いため、支給額がも
うちょっとなんとかなってほしい。以前、市だかの職員に「少しでも動けるなら働けるだろ」
等言われ、ショックを受けた事があった。馬鹿にしているのか、ケンカを売っているのか分か
らないが、精神面に問題を抱えている人間に、更に攻撃を加えるようなマネは止めてほしい。
（30 歳代）
■幻聴に悩まされ、いつ幻聴、妄想がひどくなるかと気が休まりません。本人が寝付くとホッと
する毎日です。自立支援医療、居宅介護などの支援をしていただきありがたく感謝しておりま
す。（30 歳代）
■職員が事務的過ぎる（支援センターの福祉の免許を持っている方）一般の人でも考えるような
障害も予想が出来ない。ただ側にいるだけなら免許がない人でも出来ます。障害者とその家族
への気遣いが全くない。とても残念です。とても悲しい経験をしました。（40 歳代）
■いずれ１人になります。心配です。精神障害の入所施設がどちらにあるのか分かりません。妄
想、幻覚などが時々あります。とても心配です。そういう子供が静かに安らげる療養できると
ころがあればと思っています（低所得者です）
（40 歳代）
■申請してから認定されるまで２～３週間かかります。助けが必要な時に間に合いません。現場
判断で動けるような柔軟な制度、仕組みがないと本当の意味での福祉にはならないのでは？職
員の方々、一生懸命ですけれど利用者の求めていることとずれていると感じることが多いです。
（40 歳代）
■これから将来の不安はかなりあるので気軽に相談出来る市の窓口があったら良いと思う。以前
に広報に書いてある相談窓口に電話したら精神科にかかっているのだからそちらにして下さい、
とのことだった。（40 歳代）
■今後もっと高齢になり手助けできなくなったらどうしたら良いかわかりません。相談できると
ころを教えて頂けたらと思います。
（40 歳代）
■精神介護施設を増やしていただきたい。（40 歳代）
■生活費の援助 減税（消費税、市県民税、固定資産税）等の金銭面の援助を特に求めたい。
（40
歳代）
■障害者（精神又は身体をとわず）が落ち着いてすごしやすい環境を作ってほしい。障害者はけ
っこう自分のことを気にするのでととのった環境があれば安心してすごしていけると思います。
それともっと話を聞いてくれる人（相談員さん）を増やしてほしい。
（40 歳代）
■ウエスタ川越の中に、市役所への申請や申告書類の届出が出来るオフィス（窓口）を作っても
らえないでしょうか。西口方面に居住している者は行くのが大変なのです（もちろん自家用車
はなく、自転車にも乗れませんので）（40 歳代）
■常日ごろ考えております。自分が運転免許を返納した時、介護タクシー等は気軽に利用できる
のかと（子供の通院中の病院が遠いので）（50 歳代）
■東京都並みの福祉サービス｡（50 歳代）
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■生活費を増やしてほしい。（50 歳代）
■川越市だけの問題ではないかもしれませんが、障害年金の申請が難しいです。今の本人の症状
とは関係のない子供のころに発達障害の診断を受けた人の想定しているような質問を空欄にし
たら「役所仕事だからとにかく全部埋めないと受け付けてもらえない」と病院で言われました。
こうして杓子定規なやり方を改善してほしいです。（50 歳代）
■これから申し上げることは、貴部の所管ではないのですが、私たちの側からはどうしても充実
していないと市の福祉サービス事業が利用しづらく改善していただきたく申し述べさせていた
だきます。それは今年度より川越市が遂行した「デマント型交通」のことです。親の意見を端
的に申し上げますと、使い勝手が非常に悪く、利用登録したが一度も利用していません。デマ
ント型交通の目的は公共交通機関の過疎地帯・障害者・高齢者等の社会弱者の交通移動の確保
が主な目的ではないかと思います。利用者の乗降場所一覧、市内及び近隣医療施設への送迎は
今の運営方法では利用できない。交通移動する弱者の観点から再考をお願いしたい。この件に
ついて貴部も「デマント交通」システムの運用について障害者の立場で意見を出していただき
たい。今までの仕事は縦割りで他部所管の風が通らず新規事業を行っても市民の役に立たない
事業が多くいまだに改善されていないように思われる。結果的に市民が利用しなければ税金の
無駄になるのみ。（60 歳代）
■送迎付きで短時間のリハビリに通える場所があるといいと思います（病院以外で）（60 歳代）
■私の場合、右肩を痛めているので手を高く上げることが出来ませんので窓ガラスや換気扇の掃
除が高い所なので出来ません。ヘルパーさんには規則でやってもらえず背の小さい私では届き
ません。何とか手伝ってもらえるようになるといいなぁと思います。それから統合失調症とい
う立場（精神障害者）から感じたことですが、以前は訪問看護を受けている人たちが集まって
映画やバーベキューなどを楽しんだり出来たのですが、
（うつ気味）の人はあまり外へ出たがら
ないのでそうゆうイベントがあると看護師さんも一緒なので安心して参加できます。そうゆう
機会があると引きこもりの人たちにとっても良いことなのです。規則を変えてもらえれば大変
ありがたいことです。宜しくお願い致します。
（70 歳代）【再掲】
■相談するのに何課ですかと聞いて、そこへ回すとなかなか電話に出てくれないで困る。電話代
が大変です。市役所が遠すぎる。（70 歳代）
■市の担当者や窓口は、大変良くして頂いておりありがたく思います｡が、介護現場の職員の質が
問題です。今少し待遇を良くし、質を高めてほしいものです。企業者の努力だけでは無理でし
ょうから行政の力を。（70 歳代）
■障害者支援、高齢者支援の両方をケアマネジャー様支援の元、利用しており充実した生活を送
れている様に思っています。（70 歳代）
■毎年のことですが、障碍者手帳の申請受付（病院の）が遅いため、医療費をいったん普通に支
払い、２ヶ月ほど遅れて銀行で差額分を受け取っています。このような二重手間を省くため、
病院側の申請受付開始時期を現行より毎年２ヶ月早めていただけないでしょうか。（不明）
【その他】
■まだ学生ですので先がどうなるか分かりませんが、将来への不安は常にあります。本人が困ら
ないように家庭で出来る事を少しずつ身につくようにやっていくだけです。学校とも連携をと
り出来る事を１つ１つやっていきます。（10 歳代）
■ぜいたく言ったらきりがありません。川越市は福祉の事について良く配慮していると思います。
今のままの継続で良いと思います。しかし不正受給、福祉の名を悪用している者には厳しく審
査願います。
（20 歳代）
■銀行や役所関係の手続きは１人では出来ず私がサポートしています。私たち（親）がいなくな
った時は１人で手続きの更新もできないのでその時はどうしたら良いのでしょうか？（20 歳代）
■いつも大変お世話になっております。アンケートの質問が多くて、正直なところ本人は疲れた
様子でしたが、休みを入れて、分かる範囲になりますが誠実に回答しておりました。また、障
害者手帳も交付していただき感謝しております。（20 歳代）
■福祉障害者に関することで分からないことが多かったのですが、市役所関係者の方々に今にく
るまで色々教えていただき、今現在に感謝しております。私自身分からないことも多く、これ
から先、市関係者の方々に相談、お世話になることとなりますが、宜しくお願い致します。息
子がお世話になり本当にありがとうございます。（相談するところがあって良かったです）（30
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歳代）
■分かりません。精神的に辛い。生きるのが苦しい。周りのにおいが気になる（トイレとか）神
経質になってしまう。自分の体を傷つけた。病院で点滴を打った。（30 歳代）
■将来１人で生活ができるか不安です。現在も買い物をすることができるのは自分のお弁当ぐら
いなので心配しています。（30 歳代）
■精神病（統合失調症）なので、毎日、本人の気持ちが変化し、それに対応するのが難しい。幻聴
がひどい時は、会話も成立しないこともある。
（30 歳代）
■家族が老齢のため、被介助者が安心して生活できる老後を希望しているのですが…。
（30 歳代）
■突然発作があるので家を留守に出来ない。他人がいると発作が起きやすい。（30 歳代）
■親が死亡した後が非常に心配です。現在も１人で日々過ごせません。薬、食事、洗濯、掃除等。
症状は日々変わって何回か悪くなる時もあります。そんな時は一緒に居なくてはなりません。
この書類も一緒でないと無理でした。（40 歳代）
■バスの乗り降り時、手帳を見せずに出来るように。スイカに割引の機能があるとよいのですが。
（40 歳代）
■前項に書きました。よろしくお願いいたします。（40 歳代）
■通院中の時では、少々要望がありましたが、ここで入院中となったため、再度ふりだしに戻っ
ている為、解答がしにくく感じました。（40 歳代）
■親がいなくなった後、１人で暮らしていけるか心配です。（40 歳代）
■毎日、事件、事故、犯罪が多い世の中ですが、１日でも多く健康で日常生活を過ごしていきた
いと思います。（50 歳代）
■ご近所の方々が理解を示して下さりとても助かっています。本来は静かな環境で日々を過ごし
たいようですが、自宅が観光地のそばにあるため、観光客の賑わいが苦痛になっています。以
前、引越も考えましたが、生まれそだった土地から離れることもできず、体調が良くなったり
悪くなったりをくり返しています。もうすぐ川越祭りがあるので気分が落ち着いていっている
ようです。どうすることもできない、もどかしさが続いていきます。援助している私自身もふ
りまわされ続けて疲れを感じています。（50 歳代）
■うつ病で障害者１級と認定されていても、買い物やバイクに乗ったりしている人を見ています。
認定の基準がよく分かりません。（50 歳代）
■私達が亡くなった後が心配です。
（50 歳代）
■私は川越市で生まれ結婚で川越市を離れていましたが、現在自立支援センターが出来ていたり
昔より市役所の方が親切であったり、川越市に戻ってよかったと思っています。障害者にもと
っても住みやすい町です。（60 歳代）
■年齢が高いので私の方が世話になっている状態です｡アンケートの事ですが、娘がお金にならな
いことは書きたくないと言っています｡（60 歳代）
■問 41 の「今後」については、本人及び支援者が、今後どのような状況になるのか不明であり、
必要により利用する相談をすることとなりますので回答できませんでした。（60 歳代）
■援助ではありませんが、日頃川越市は大変良い行政を行っていただいていていると川越の街に
住んで（42 年）いる事を誇りに思っています。私の意見①防災無線を頻繁に使用しなくなった
こと②川越駅周辺で赤い羽根の募金の勧誘をしなくなったこと、に耳を傾けて頂いてありがと
うございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。ちなみに私の病気は強迫性障害です。
病気のようで病気でない…と病院の先生は言われます。正確には父親の暴力による高圧性障害
です。（不明）
■当方は精神障害者です。このアンケートは余りに複雑しかもわかりにくいし、途中で嫌になっ
てしまいます。もう少し簡潔明瞭にならなかったのでしょうか？答えている内に嫌になってし
まいます。（不明）
■元気な時に比べて、寝ている時が多くなっている。掃除、洗濯、家事が大変です。（不明）

60

調査結果

Ⅳ．難病患者

61

調査結果 Ⅳ．難病患者
問 52 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があるとよいかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■駅のホームで黄色の線に点字がついて良いと思った。
■会話をする時に、車いすの目線に合わせてくれる人がいる。
■現在はヘルパー頼みで外出し問題ないのですが（全盲）以前は少しばかり見えてた頃、駅で迷
った時等、親切に（女性が）道案内してくれたり、途中まで一緒に行ってくれた時、嬉しかっ
たそうです。
■今、仕事をしている会社は、自分の体調を考慮してくれて、本来は１日６時間勤務で週５日出
勤だが、今は１日４時間週４日で働かせてもらっている。その会社は就職のとき、求人票に労
働時間、勤務体制を考慮する（例えば、最初のうちは、短時間での勤務可能）具体的な例文が
あったので、よい配慮だと思いました。
■障害者トイレのドアは大体が重く勝手に閉まるため辛い。見ていた方に助けられた（ドアを開
けてくれた）嬉しかった。ヘルプマークは役に立たない。駅員の方は声かけも移動方法もよく
聞いてくれるし場所の希望も聞いてくれる。
■保育園の通園時代の先生方の配慮で友達もたくさんでき、とてもよい思い出となりました。子
供にとって同世代の友達との関わりは必要です。
■トイレが間に合わず譲ってくれたこと。
■公共の乗り物で席を譲られた。動きで分かるのかイスを勧めてくれる。凄いと思うのはあるテ
ーマパークでの経験で、スタッフが階段などの乗り物でさっと手を出してくれるなど、動きを
見て行動に移せるのはすごいです。そんな教育も学校などで会っても良いかなと思う。やりた
いけど色々考えてしまい止めてしまうことが多い気がします。公で行動となど教えたら自然に
出来る事増えるかもしれない。受ける方も自然に受けられると思う。
■指定難病医療費の自己負担上限が 2,500 円だったときは本当に助かりました。病気を患いパー
ト～変更し、主人の扶養に入ると上限が変わり医療費が増えとても大変です。なんとかしてい
ただきたい。
■視覚障害者のために横断歩道や階段や段差の有る所での介助はとても良いと思います。
■電車に乗った時バギーを下すのを手伝ってくださった方がいた。車いす専用駐車場でもスペー
スが小さくトランクから車いすを出すのに大変な事が多い。
■冬季は手足の冷えから血流が悪くて、スーパー等の買い物で財布からカードや小銭がうまく出
せなくて、定員さんに手伝ってもらった。川越の町は道路の整備が悪い。商店街でも段差が多
くて困る。（タイルのはがれ、すべる）何度もつまずいたりころんでしまった。
■病院によっては、人工呼吸器をつけていることに配慮して頂き、診察の順番を早めて下さる。
また、電源を貸して下さる場合もある。
■両手に装具をつけているのですが、スーパーでカゴを運んでくれて嬉しく思う。
■仕事場で仕事内容の配慮をしてもらえてありがたいと思う。
（肉体労働より事務仕事を多くして
もらえた）
【どのような合理的配慮があると良いか】
■学校生活で理学療法士などに見てもらえる時間があるといいです。
■歩道の整備をしっかりとしてほしい。点字ブロックが壊れていたり、道が狭いために、車いす
の誘導が難しい所があるように思う。観光客が多いために、地元の人たちが動きにくい（交通
ルールを守っていただけたら）と思う。
■ヘルプマークの周知をもっとしてほしい マタニティマークのような知っていて当たり前と思
えるくらい普及して目に見えない内部障害の人たちも配慮を受けられると良いと思った。
■ぼくのような病気を持っていても、普通の高校入学が可能な学校が増えてくれる事をのぞみま
す。体育の授業に制限がある事を伝えるだけで単位がとれないからとことわられたり、病気だ
から受け入れられないと言われたり、がんばって勉強していても、そういう高校ばかりで、や
る気がなくなる。
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■街や施設の設備を行う時に、障害のある方の立場になってどうしたら生活しやすくなるのか考
える事が大切だと思います。
■私は視野が狭く階段は苦手ですが、駅など段差の部分がテープやゴム等で色分けされたものが
増え、踏み外しにくくなり助かっています。逆にタイル貼りで段差が色分けされていない階段
は滑りやすいうえ、判別しづらくとても怖いので色分けしてもらえるとありがたいです。
■場所によっては、信号機のある横断歩道で、青信号の時に音声案内が流れますが、まだまだ不
十分と思われます。より多く設置をお願いします。
■生活保護や精神障害なので、人からバカにされたり、差別的な言葉をかけられる。医療機関で
もあるため、社会全体で直してほしい。
■難病、障害があっても見た目は普通なので一緒の行動が出来ると勘違いされる。自分の言葉だ
けでは限度がある。説明するのに手助けしてくれるようなことがあったらいいと思う。
■どこに行ってもトイレの事ばかりむりとは思いますが１ヶ所急に入れるトイレがほしいです。
■バリアフリーの拡大。
■駅のホームドアを増やす。
■気軽に声を掛け合って助け助けられる社会であれば良いなと思います。が、現実にはそう思っ
ていてもかなりの勇気が要ります。
■個々人に合った内容で合理的配慮をしてほしい。
■障害者に対する公共交通での優先席の拡張とまわりの協力体制の充実。
■大げさではなくさりげない配慮。下のお世話等で生々しい言葉ではなく、可愛らしい言葉を使
用する。
■通院で休暇を取りやすい雰囲気にしてもらえる。
■点字ブロック。
【その他（困っていることなど）
】
■地域で息子が子供会に参加した時に、今年はいいけど来年からは来ないでと言われたこども会
で、障害児の子どもはこまるのでと言われました。全員でそう思っているのでとのことでした。
■オアシスのプールとシャトルバスが無料で利用できる→体力づくりに助かる。足に障害がある
ため、陸上では動くことが難しいため。
■歩道をスマホしながら歩く事。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■自分の外見から難病をもっているとわからないので、まわりの人から理解されにくい。通勤時、
お腹が痛くても座れない時が多い。ゆずってもらえない。
（特に妊婦さんのようなステッカーが
ないから）（40 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■私の娘は酸素吸入をして生活しています。酸素をつけることになってから、今まで単独で通え
ていた支援センターですら通園しにくくなりました。親子一緒ではなくてはならないことで、
私の用事や体調などで本人は元気なのに行けない事も多々あります。その時、とても娘に申し
訳なくなります。園に看護師さんがいるのにその看護師さんが酸素を触れないのは、意味が分
かりません。看護師さんは医療のプロだと思うので、保護者同意のもと、扱えるようにしても
らえると介助者の負担が減り、とても助かります。また、移植をしたことで今まで真面目に打
っていた予防接種も打ち直しです。きちんと期限内に打っていて好きでなったわけでもない病
気のために自費を払って打ち直さなければいけないことにとても憤りを感じます。その辺をも
う１度見直していただけると有難いです。（10 歳未満）
■私は現在「小児慢性疾患」の受給証を利用させていただいています。私が現在服用している薬
はとても高額であるため、この制度には本当に助けられています。ただ成人してからはこれら
が全て自己負担となり、またいつまでも親のお金に頼る訳にはいかないので、大学などに進学
し、１人暮らしになった時に、自分の生活費と共に医療費まで支払えるのかが正直不安です。
また、私はこの病気を３才から発症しており、入れる保険がないため将来が少し心配です。実
際私の母は５年前に母がんを患っており、医療費がかなりかかっていました。がんは治療に５
年ほどかかるときいているので自分も将来がんなどの病気になったらと思うと不安になる事も
あります。（10 歳代）
■私は潰瘍性大腸炎で今は軽症特例として認定されています。月に１万円弱の薬を毎日飲んでい
るので症状もほぼ安定しています。しかし、症状が安定しているので次回の認定が受けられる
かいつも微妙な診断をされます。もし認定が受けられなくなると市からの援助も受けられなく
なります。薬は飲まなくてはいけないのに認定は受けられない、援助も受けられない。いつそ
うなるかと思うと不安でいっぱいです。（30 歳代）
■現在脳死肝移植登録を県外の病院で実施し、待機中です。是非埼玉県や川越市でも実施できる
病院をお願いします。（40 歳代）
■この先も診察を受けて、服薬を続けていかなければいけないと思うので、現在助成を受けてい
ますが、医療費のことが心配です。特に働けなくなってしまってからの事が心配です。（40 歳
代）
■川越市内に血液内科がないため遠くに治療に行くのが、年齢とともに大変になる。輸血してい
るので特に市内で治療できると利用したいです。貧血、呼吸が苦しいので、タクシーでも行け
る範囲を希望します。（60 歳代）
■毎年、難病の手術の書類が来て提出するまでにいろいろしなくてはいけないのがとても大変。
医者の診断書をもらうのに２ヶ所必要な為、費用が 8,000 円以上かかる。ノイローゼになりそ
うになりながら毎年その時が来るのがこわい。外にも色々来るのでいつまで出来るか不安！（70
歳代）
■長い間病院に通っていますが、医療費が結構かかります。見舞金を支給していただきとても助
かっています。ありがとうございます！医療については難病等の専門的な治療を行っている医
療機関が増えてくれたら良いと思います。（不明）
【教育について】
■子供の学校（支援級）への送り迎え（迎は放課後等デイで助かっています）があり、体調が悪
い時は不安がある。学区内なのに遠い。
（近くの学校は支援級がない）自分の体調が悪い時は学
校を休まなくてはならない。今は体調が良く安定しているが、悪くなると車にも乗れず、外出
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できない。（トイレから出られない）
（40 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■私の住んでいる地域では、自宅～最寄りのシャトルバスのバス停までが遠いので、バスの本数
の増加と自宅の最寄りまで、バスが来てもらえると助かります。将来、親が亡くなってしまっ
たら、どうやって生きていくのか？とても不安です。難病の対象者向けに親なき後の生活が可
能であると安心できるシステム・体制づくり、冊紙などあれば、助かります。
（障害者手帳があ
る人には、割引が効くタクシーなどあると、通院の楽になると感じます。１級～３級まで、
（身
体・療育・精神どれも）
（30 歳代）
■難病でも障害区分があるのは知らなかったです。いつ制度が変わったのか不明ですが、障害者
に入っていると思わなかったです。現状フルタイムで働いています。難病の方でもトイレが間
に合わない事があったり、誰かの力を貸してほしい時用のヘルプマークではないですが、作っ
て頂けると安心できると思います。夜勤業務に入っていますのでトイレが本当に心配になりま
す。難病の方でもスムーズにトイレに入れるような設備を造っていただけたら良いです。医療
費がかさむので少しでも足しに出来るようにしてほしいです。
（喘息持ち）でもあるので調理な
ども考える時間ないのでメニューなどの情報があると良いです。（30 歳代）
■川越という町が好きです。車いすでの移動は中心街はキツイ。道の段差が多いし点字ブロック
は車いすの邪魔です。海外の点字ブロックを見習ってほしい。一般の方々達に車いす体験をし
てほしい。そしたら辛さや不便さが分かるから。市内バスの車いすも嫌な顔されたことがよく
あるので利用しません。町内の障害者用や車いすの も普通の方が停めています。モラルがな
いのもガッカリです。まだまだ日本は障害者には厳しく住みづらい国です。しかし川越の難病
見舞金、他の市はなくなっていく中で川越は続けてくれることに感謝です。病院代や入院費に
毎回充てています。ありがとう。（40 歳代）
■住んでいる所がとても不便で車がないと交通手段がありません。
（買い物も）家族も旦那と２人、
旦那は高齢に入っています。先を考えると不安ばかりです。持ち家ですので引っ越しも考えま
す。交通をもっとしっかりとしてほしい。
（無理なことでしょうが）もっと便利な川越に住みた
い。（50 歳代）
■駅前に放置してある自転車が多く、通る際に危険。視覚障害の為、電子機器や電化製品を使う
際に音声ガイダンス等のサポートがほしいが、そうした補助器具を用いるための制度が充実し
ていない。また、そのような制度についての情報を得る手段に乏しい（新聞や広報は読めない
ため）災害時、避難所まで行くのに移動の支援が必要だが、一人暮らしのため緊急時に頼れる
人がいない。また、台風や豪雨の時は窓を閉めているので防災無線の放送がほぼ聞こえない。
災害時、視覚障害者向けのマニュアルがあると良い。（50 歳代）
■健康な方や自分と同病の方の状況はだいたい分かっていると思いますが、他の障害のある方を
取り巻く環境についてはほとんど知らない事に今回気が付きました。様々な条件の方の状況を
知ることは自分のことを相対化することが出来て有意義な気がします。災害時の避難等につい
ては、在宅療養のＡＬＳ患者にとっては（特に人工呼吸器を装着している者にとっては）不安
要素がたくさんあります。人工呼吸器や痰の吸引器の電源がとれること。雨・風・水か逃れて
移動できること、移動の為に人手が最低でも３名～４名必要。コミュニケーションを仲介でき
る人間が必要であること、痰の吸引や経管栄養の注入が出来る人間がいないとだめであること、
暑さ寒さに弱い（筋肉が萎縮してしまうため自力で体温調整が難しい）こと、また関節を支え
られるほどの筋肉がないため体の支え方や持ち方を誤ると脱臼など起こしやすい等々の制約が
あります。ですから被災した場合には優先的に医療機関に運んでいただけると本当は有難いで
す。また自宅がある程度、堅固ならば自宅避難も選択肢の上位にあります。この場合は電源が
確保できることが必須です。人工呼吸器はバッテリー使用で 12 時間維持出来ます。痰の吸引器
については、電池が切れたら手動で対応します。ただ電動より吸引力が弱いです。蓄電器の設
置に補助が出たら有難いと思ったりします。防災や災害避難については、個人で考えて準備で
きることをしているという程度なので、市としてどのような計画をお持ちか意見交換なことが
出来ると有難いと思います。（60 歳代）
■歩道の自転車を禁止して。心筋症の為歩くのがきつい。なぜ歩道をはしらせるのか？歩道のか
んばん（川越市内多い）
、路駐の車・駐車場と道路の出入り。（60 歳代）
■川越をもっと住みやすい様に努力して下さい。高齢者も多くなり、安心して暮らせる町づくり
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を！！住人の意見をしっかり聞いてください。市役所の相談窓口の対応をもっと親切に分かり
やすく教えてください。
（70 歳代）
■シャトルバスの回数を増やしてほしい。医大に行くのに少ない。年金者は助かります。時間通
りにバス停に辿り着かず（10Ｍ手前）手を挙げたのに目の前で見ながらはしり去っていから身
体の動かない人間が必死で乗りたいのに…優しいバスであってほしいと心で泣きました。病気
にならなければなんなく走れたのに。もちろん時間を守れなかった私は反省しました（70 歳代）
■①公共のバスの便が少ないこと ②公共のバスで本川越駅に行かない事（川越市駅から歩って
います。病気の者が人の手を借りずに病院に行っていますが（不便）大変さを実感しています）
③オンデマンドバス、コミュニティバスは本川越駅には行かない ④1.バスの停留所が少ない。
2.遠い事。（80 歳以上）
【福祉サービスの充実について】
■将来、親が高齢になった時入所を考えているが、なかなか入れないという話を聞いて不安にな
る。高校卒業後の生活が見えてこない。（10 歳代）
■小児慢性特定疾患の補助を大学院卒業まで延長してほしいです。医療費の家計負担が大変重く
誠に辛いです。学費・医療費の負担はとても苦しく生活はギリギリの日々であります。消費税
増税の 10 月家族皆気が重いところであります故、薬代ぐらいはどうにかして載きたい所存で
す。以上。（10 歳代）
■卒業後に通える生活介護の施設がない。医療的ケアもやっていただける重度の子が通える施設
を作ってほしい。重度の子（人）は生活リズムがゆったりしている。それも考慮してほしい。
医療的ケアがあると、18 歳以降に使えるショートステイや日中一時預かりの場所がない。カル
ガモの家が担っていた場を補える所があってほしい。オムツを替えられるトイレが少ない。川
越市内では分からないが車いす用のトイレが有ってもベッドのような寝られるものがない所が
ほとんど。赤ちゃん用のベッドがあるものが多いが、それでは乗れない。これは出かける事へ
の障害となっている。先日の台風では改めて避難の難しさと不安を感じた。具体的にどうした
らよいのかまだ分からないが、今一度聞き取りなどして対策してほしい。（10 歳代）
■ミオトニー症候群は、外見は健常者と変わりがなく内服や生活環境が整備されていればある程
度の日常生活は可能であり、症状が出現した場合、「サボっている」「やる気がない」などと言
われることがあったため友人などにも伝えていない事が多い。また症例的にもまれな場合が多
く病気のことを話しても理解されない事が多くある。また手続きに関してもインフォメーショ
ンが少なく難病指定障害者認定を知ったのは最近であった。今後については施設があった場合
は医療者側から積極的なインフォメーションを行い、経済的軽減などを早期に手助けしていた
だけるような環境整備があると嬉しいと思う。社会的障害については、周知の理解を得ること
は困難であると思うが、様々な人間がいる事を社会が認める環境を作ることにより病気への理
解が進んでいくのではないかと考えている。（30 歳代）
■25 年間（現在 36 才）ずっと夜間一人対応でやっています。夜間２～３回起こされていつの間に
か朝になっている感じです。熟睡したことがありません。夜間のヘルパーさん対応はないので
しょうか。（30 歳代）
■調査の選択肢が、重度障害者向けの解答が多く、軽度や中度の難病患者にはあてはまらないも
のが多かったです。私の場合、難病と身体障害の両方を持っていますが、身体障害は等級が低
い為、日常生活等でサポートを受ける事が出来ません。通院等は、重度障害で助成を受ける事
が出来、その辺りでは、大変楽になりました。本当に助かっています。私の住居は交通の便が
ほぼなく、自家用車を使うしかありません。少しずつ体力も落ちており、バス停までも歩いて
行く事もできません。身体障害はほぼ見た目でも分かりますが、難病は体の中でおこっている
ので、見た目は普通の方と一緒です。難病は国のからみもあると思いますが、寝たきりまでい
かないと何もしていただけないのか実状ではないでしょうか。何かもう少し踏み込んだサービ
スやサポートがほしい方もいらっしゃると思います。等級や難病の種類分けでなく一人一人に
合った形のサービスサポートを切に願います。
（50 歳代）
■難病見舞金を支給して頂き感謝しています。自分は現在は生活に不自由を感じる事はありませ
んが、やはり医療費の負担は大きいです。将来、病状の悪化などの不安もあり医療費の出費に
ついても不安は拭えません。が、市がこのような取り組みを行っていることに安堵しました。
これからもよろしくお願いします。
（50 歳代）
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■障害者に受けられる福祉サービスの情報を一定期間ごとに知らせる。
（障害の状態が変化するか
ら）サービスを受けるための申請書の作成方法をもっと分かりやすくしてほしい。（60 歳代）
■拙宅の場合、妻が障害者で、夫の私が介護しています。妻は難病指定、要介護５、障害者手帳
２級で、ほぼ寝たきりで自力では何も出来ません。平日３回/日介護士さん、看護師さんにヘル
パーに入ってもらっている現状。以下気になる点等記入します。 ①障害者総合支援法、障害
支援区分なる仕組みは知らなかった。重複の場合、介護保険優先であること知ったが、障害、
介護、等の仕組みがとにかく解りにくい。
（例）先般障害者手帳２級と認定されたが、該当する
と市からオムツ５千円、ガソリン代等の支給がある事をケアマネさんですら知らなかった。
（自
分で調べて知った）もっと認知される方法、解りやすく知らせる方法ありませんか？ ②拙宅
の場合、介護士、看護師さん併用で訪問してもらっているが、役割区分（例えば看護師さんは
洗い物ＮＧ）等制約が多すぎると感じる（これらは市の要因ではありませんが） ③①に関連
して特に１人暮らしのご老人などでは仕組みが分からず申請できずに、本来もらうべきサービ
ス等を受けられていない人もいるのではないか？（50 歳代）
■一番大切なことは、窓口の対応と思う。障害は初めての経験で何をどこでどういうふうに申請
したらよいかわからない。相談したら職員によっては、知識不足で何を行っているのかわから
ない。中にはベテランの人もいますが、こんな福祉サービスがあったのかと思い損したと思い
苦情言ったら申請主義だから申請しないとダメと言われた。制度がわからなければ申請しよう
がない。①知識不足で説明のヘタな職員を窓口におかないでください。②広報等で制度の周知
を願う。しかし、中には親切丁寧にわかりやすく説明してくれた職員の方もたくさんおりまし
た。川越市民のためにがんばってください。（60 歳代）
■日本は申請主義なので、なるべく公的なところからの連絡をしっかりして、申請もれがないよ
うにしてほしい。対象者に対しても、事前の連絡が必要だと思う。（60 歳代）
■福祉サービスを受けようと思った時にどのようなサービスがあるのか（又は受けられのか）
、ど
こに聞けば（相談すれば）よいのか？について公報活動を充実してほしい。（60 歳代）
■障害のある人にばかりお金をだすわけにはいかないでしょうが、最大限の配慮をお願いします。
（60 歳代）
■川越市のデマンドについて、友人が東松山市、鳩山にいます。話を聞きますと、当日でも電話
しますとタクシーが家まで来てくれて目的地まで送ってくれる。帰りも駅でタクシーに乗り家
まで送ってくれる。料金は約 500 円位だそうです。川越市は前もって電話で予約し、決められ
た場所まであるいて行かなければならない帰りは不安です。体調が悪いからデマンド利用する
のに苦痛です。川越のデマンドは乗り合いですし、他の人に気を使う様になる。
（60 歳代）
■私は補装具を使用していますが、自分からインターネットで調べたりしないで怠慢とは思いま
すが、その関係を良く分からず知人から教えてもらうことが多かったです。経験上、そんなな
ので古い装具（型）で苦労したことが長く続きました。昔のような人間もいるので年に１回で
も良いのですが、福祉全般の冊子で現在の状況となり未来なり載せるようなものがほしいです。
（60 歳代）
■通院の先生の対応をもう少し患者にとって有効に手助けがあるといい！！先生は、一般に患者
の目を見て話を良く聞かず、パソコンにむかったままで終わることが多い。書類等何でも更新
の時、手続きが毎年あり、そのたびに現地まで足を運ぶが、身体が痛くて、歩くのが大変なの
で市等が自動的に更新をしてほしい。（70 歳代）
■年に１回の難病の手術が年と共に資料を役所に取りに行くのが大変になり、難病という直しき
れない病気なのに期日までに申請するのが大変になりましたもっと手続きがかんたんになれば
うれしいです。（80 歳以上）
■医療的ケアがあると放デイや通所、入所が難しくなるので、ケアがあっても簡単に通えるよう
になればいい。高校卒業後の入所施設、通所の充実。川越市は施設がない（少ない、もう満床）
ので、卒業後も安心して生活できるようにしてほしい。居宅介護ヘルパーの充実。ケアが有っ
ても受け入れ可能な事業所が少ない。（不明）
【その他】
■自身の疾患が潰瘍性大腸炎であり、身体障害が有る状態でない為、答えにくい、合わない設問
が多かったように思う。
（40 歳代）
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■少し書いたが、難病の受給者証や自立支援の受給者証などを更新するときに、医者に診断書（意
見書）を依頼するが、１枚 4,500 円もするので、高すぎる。通院している病院は、東京都だが、
なんとかならないものか？また、職場で仕事をするにあたって、主治医からひと言助言という
か仕事ができる状態かどうかという見解を記入する文書を提出する機会があって、そのときも
医療機関に 4,500 円も支払っている。また、仕事をしているが障害の状態で長時間勤務がむず
かしく、収入がどうしても少ないので、障碍者は一般の人より時給を高くしてほしい。（40 歳
代）
■アンケートが長すぎる、後半嫌になってくる。（40 歳代）
■病院、市役所、家族だれからも優しい態度や言葉がなく、責められる一方。今もこれからも孤
独のまま死んでいくだけ。（40 歳代）
■毎年見舞金や難病して（特定疾患）の補助をしていただけるのは助かっているのですが病気に
なってから眼振が出ており歩くのもまっすぐ歩くのが大変で書類などの提出物も字が細かくぼ
やけて見えるので書くのも大変になっています。自分で書いている字もちゃんと書けているか
わからない時もあるので読みにくかったらすみません。（40 歳代）
■今、現在は、不安もなく過ごしていますが、将来、病気が重なったり、むずかしい治療が必要
になったりする事に不安が有ります。（50 歳代）
■アンケートの対象が難病患者見舞金を受給している方の中から無作為との事ですがアンケート
の内容に考え込んでしまう所がありました。難病といっても認定されている数が多いと思いま
す。個々の病名によって障害の程度、場所も違う中でもっと対象を絞り質問内容も考慮して頂
きたいと思いました。（60 歳代）
■私は、11 年前に心臓弁膜症で弁置換術をしました。結果として、障害者手帳１級（赤表紙）で
す。又、昨年は頚部後縦靭帯骨化症で長期入院をしました。退院しても箸は持てませんでした。
行動は杖を使用しての歩行です。二週間で箸が持てるようになり、車の運転もするようになり
ました。今年からは埼玉川越から、奈良県まで毎月車で出かけています。又、３月からは岐阜
県、滋賀県へも出かけるようになりました。毎月東京へも４～５回行っています。自宅では生
垣せん定、雑草除草野葉、花などを育てて楽しく日々を過ごしています。（60 歳代）
■アンケートは必要であるが、今回分は内容が盛り込みすぎと考える。自立と依存をどう捉える
かであるが、個人～個人の障害の程度、環境が異なるので一律に回答するのが困難だと感じる。
その時の切実感は、時の経過と共に失われてしまうのでアンケート回答に反映し難いのではな
いか。せっかくなので「川越市障害者支援計画」の行政に役立たせるだけのものでは勿体ない。
公表が無理なら新たに該当のホームページを設けて障害者支援を啓蒙し、全員参加型にして、
より良いものにしてもらいたい。毎月更新できない。工夫で障害者支援のエッセイ（募集）掲
載があっていい。（70 歳代）
■問 55 の質問で、あてはまるものが 28 個ありましたが、
「特に５つまで答えて」とかの制限を設
けないと優先順序がボケてしまうと思うのですが？（70 歳代）
■書類の記入時に問い合わせをしましたが、ご親切にお話頂きありがとうございました。（70 歳
代）
■台風 19 号の時、市外の実家にいたのですが、避難準備の時では雨も風も強くて、とても歩いて
行けないと思いました。普段でも手ぶらで歩くなら大丈夫ですが、荷物が重いとバランスを崩
すので、用意してあるリュックも重くて、移動できるかわかりません。家族が入院し、しばら
く実家にいてバタバタしていたので、返信が遅くなり申し訳ありません。今は、医療費も上限
が決まっているので、本当に助かっています。ありがとうございます。もし、再発したらとい
う不安もありますが頑張ります。（不明）
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■難病により外からでは症状が理解しづらく支援の難しい部分がある（人より痛覚が鈍い、軽度
の麻痺があるため）（50 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■Ｉ型糖尿病は、今現在完治しない病気です。毎月医療費がかかります。息子は 11 月で 20 才に
なるため、小児慢性特定疾病が使えなくなります。これから医療が発展し、もっと良い治療方
法が出来ると信じています。その時に医療費が負担となり使うことが出来ない、とならないよ
うにしてほしいです（今でもポンプ治療は高額となるため出来ないでいます）毎月の負担をど
うにかしてほしいです！今のところ一生ですので！（10 歳代）
■うちの子供は重症筋無力症という病気を３才から患っております。しかし症状は生活にあまり
支障がないため軽度の判定により難病医療費は適用されません。しかし長期に渡り、ステロイ
ドや免疫抑制剤といった高額な薬を服用する治療が必要です。川越市は中学３年生までが医療
費の助成があり、大変助かりました。ですが娘も今年高校生になりその制度も終了致しました。
現在は、小児慢性特定疾患の受給証を発行してもらい助成を受けています。ですがこれもやは
りずっと保証してもらえるものではないので、これから先、高額な医療費が払っていけるのか
本人も私もとても不安に感じております。入れる保険もありません。特に子供が自分の将来に
不安を感じているという事が心配です。親として、母として健康な体に産んであげる事が出来
ず申し訳ない気持にもなります。（10 歳代）
■難病医療給付は継続申請書のお知らせが届くと大変です。病院の臨床調査個人票（書類が出来
るまで遅い）に各種の書類にコピー。住民票に課税証明書等いつまで手続きができるかとても
不安です。本年提出済みのリストを大事にメモ記入を増やして来年度に向けて保存しているの
です。福祉に関しては特に不安・不自由はありません。（40 歳代）
【雇用・就労について】
■目に見えない障害への認識をしてほしい。就職窓口の拡大。（10 歳代）
【社会参加について】
■市立小、中学校の車いすマークの駐車場の充実をお願いします。小さい子供の車いす使用者の
交流会などあれば助かります。市立小、中学校に通学している障害児への自立の時間の充実（専
門の方の指導など）（10 歳未満）
■兄弟の学校行事には、福祉サービスを使い、参加できますが、ＰＴＡ役員の仕事を受ける事が
出来ず（夜の時間帯に集まるため）地域のお母さんに申し訳ないと思っています。（10 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■病気や障害のある子供たちが住みやすい環境になれば良いと思っています。（10 歳代）
■市の各施設の中には、和式トイレしかない所があります。洋式トイレ（可能な限り温水洗浄便
座）の設置をお願いいたします。（60 歳代）
■電車の中で若者がスマートホンを見たり、足を広げて座ったり、マナーが悪い。電車の中で高
齢者に席を譲るようアナウンスをするか、音楽を流すか、行政でもっと取り組んでほしい。
（70
歳代）
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【福祉サービスの充実について】
■前ページにも書かせていただきましたが毎日の介助がとても大変です。なかなか預けられる所
も少なく、経済的負担も多く働きにでたくても出られる状況にありません。自分の時間もなく
息抜きが出来ず、毎日必死に過ごしている方も多いのではないでしょうか。働きに出たくても
いつ入院するか分からない子がいると出る事も出来ません。そんな方の為の働き口や子供の預
け先などを充実させていただけると希望が持てます。また、兄弟、姉妹がいる場合、その子達
の事は自分たちで何とかして下さい、みたいな感じもすごく嫌です。通院の時、兄弟が長期休
みに入って通園する時、兄弟姉妹を預ってくれる、見てくれる所があるととても良いです。
（欲
を言えば無償で）。インフルエンザの予防接種も福祉施設に通っている子は少しの風邪で重症化
しやすい子が多いと思います。なかなか予約が取れなかったりするので、市の方で優先的に接
種してくれるとか、福祉施設で接種可能にしてくれるとか、してくれると安心します。
（10 歳未
満）
■重度知的障害者が入所できる施設を増やして下さい。（10 歳代）
■日頃より大変お世話になっております。補装具や日常生活用具の支給、また様々な支援をして
いただきながら暮らすことが出来ています。今現在、特に困っていることはないですが、やは
り学校を出た後のことが不安です。市単位では難しいことも多々あるかと思いますが、一方、
市独自で出来る事もあるだろうと思います。障害児者が増えていくと言われている中、障害児
者も末永く川越市で暮らすことが出来るよう１つでも多くの声をすくいあげていただきたいと
思います。今後とも宜しくお願い致します。（10 歳代）
■就労支援をへて会社でなんとか働き、生活は親が面倒をみています。病状は徐々に悪化してお
り、高齢となった親の亡き後のことが心配です。安心して生活できる場があるといいのですが。
（40 歳代）
■在宅医療をしていますと、紙おむつや衛生用品に費用がかさみます。せめて紙おむつ代の補助
がいただけたらと思うのですが、尿意や便意があるという事で対象になりません。夫の場合は
病の影響で自律神経の不調があり、便器への排尿、排便のコントロールが難しいのですがその
場合でも補助の対象になりませんか？ 外出時の移動費用についてはタクシー券などの利用が
あったとしてもやはり高額だなあと思います。ついつい活動量を抑え気味になってしまいます。
川越では社協も大きな福祉車両の貸し出しはされていません。他の自治体で社協から車を借り
てガソリンだけ満タンにして返せば良いことになっていると伺うと、川越では無理なのかなあ
と思ってしまいます。（60 歳代）
■行政サービスを受けられるのは声を上げた人が中心。声なき声を拾い上げるのも行政の仕事か
と思います。
（60 歳代）
■色々は出続きが近くの出張所で完結するようになればありがたいです。（70 歳代）
■障害者福祉話と介護保険話との連携をしてほしい。要介護２級で車イスを借りていたが、何年
か前に２級の人は車イスを借りる場合医師の診断書が必要とケアマネジャーから言われたが身
体障害者２級で（両下肢機能障害で歩行困難）車イスが必要なのは分かるはずなのに医師の診
断書が必要と言われた。理由は話が違うからとのことだが同じ市役所内なら連携を密にして診
断書は省略できると思います。（70 歳代）
■毎年指定難病医療受給証の更新手続きを行っていますが、入院前はとある病院に主治医がいた
ので証明依頼→申請を行っていましたが、現在長期でリハビリテーション施設に入所しており、
実質主治医が存在しないため（今年の更新時は１年以上行っていないとある病院の元主治医に
証明を頼まざるを得ない）←リハビリの病院では証明を断られた。証明を出してくれたとある
病院も当初通院していた時と現在では明らかに症状が重くなっており、診察も行っていない先
生に証明してもらうという形式だけの証明をもらうため、また障害のある子供の収入証明まで
そろえて提出するという手続きが非常に大変なので状況を踏まえた手続きを考えてほしいと思
います。（70 歳代）
■指定難病医療受給はなぜ毎年必要なのか分からない。難病は治らないのだから一度申請すれば
良いと思うのですが？（70 歳代）
■介護保険要介護の認定通知後、通所施設に入るまで２ヶ月要した。早急にリハビリが必要なの
でスピード感もって対処してほしかった。（70 歳代）
■現在妻は、病院に入院して８ヶ月になります。昨年（2018）６月に階段から転落して大腿骨を
骨折して入院し、その後リハビリなどで転院しているうちに認知症を発症して、以前からパー
キンソン病を患っていることもあってなかなか治療してくれる病院がなく、ケアマネジャーは
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「介護ではなく医療だから」ということで手を引きました。途方に暮れてあちこちの病院を探
しているうちに、ある病院へ入院出来、そこから転院しました。全く介護のことなど無知であ
れよあれよと現象に追いまくられているうちに今のような形になったのです。初めから市など
に相談すべきでした。それでもこれまで相談した人たち（専門家）は見事に場当たり的で振り
回されてしまいました。もっと自分もしっかりしなければと反省しています。これからの問題
もあります。１番の問題は私どものような立場に落ち着いた時に（不意になる）大所高所から
問題を見てこういう解決方法があると言って下さる。そういう相談が出来る所が分からなかっ
たということかと思います。今でも「これからどうしたらいいのか」悩んでいます。介護する
私自身も５月ごろから食道に癌のあることが分かり、放射線治療を８月から受けていました。
自分が動けるようになったら、計画相談支援などに行ってみたいと考えています。
（80 歳以上）
■市役所から来る手紙が課によって本人だったり家族だったり。１ヶ所の所に「これから先家族
に送ってほしい」と届を出したら全部の課の人が出す書類は、そのように統一してもらえたら
良いと思う。本人が見てなくしてしまいしめ切り期限が過ぎてしまうと手続きが出来なかった
りするので困ったことがあるので。窓口に行っても机のところに職員が居てもまったく無視さ
れることがある。わざわざ窓口に行かなくて、いけなく時間を作っていたのに対応を早くして
ほしかった。公務員がえらいのかわからないが、上から目線での対応気になる。
（80 歳以上）
【その他】
■アンケートは無作為でとの記載があるが、毎年提出している。特定疾病に該当する疾患ではあ
るが、現在は薬の投与のみで現状を維持することが出来ている。アンケート内容に疑問があっ
た。以前は仕事をしていたため、保育園を利用していたが、今年度から家庭での育児に変更し
ている。一部、返答に迷うものもあったのでご了承を。（10 歳未満）
■すみません、19 ページに書いてしまいました。（10 歳代）
■疲労困憊です。（10 歳代）
■もう少し難病の情報を知りたいです。難病でもヘルプマークみたいなものや、トイレの譲り合
いのものを作って頂くと良いです。
（30 歳代）
■なにごとも不便である。（50 歳代）
■アンケートご協力しますが、少し多すぎます。（50 歳代）
■いつもお世話になりましてありがとうございます。（60 歳代）
■昨年倒れた時は手足が全く動かなかったのが、いまでは好きなことができるようになり、あり
がたく思っています。今も援助して下さっているケアマネジャーやリハビリの先生も良くして
もらっているので感謝しています。
（60 歳代）
■私は月に一、二回位しか母の所へ行けませんが通院の時は会社を休んで行っています。私から
みれば川越市は福祉に関しては良い方だと思っています。もう少し本人の家へみまわりに行っ
ていただけたらと思います。月に一回ケアマネジャーが行く位ですので。（70 歳代）
■目の見えない人はそれを基準に物事を判断し失敗も”見えない”の一言で終わり。見える人と
の意見は常に平行線で解りあえません。仕事とはいえヘルパーさんは本当に偉いと思っていま
す。（70 歳代）
■現状は普通に生活できるが治る見込みのない病気で今より良くなる事は望めず悪くなることは
確実で、その際どのような段階を経て援助（介助）をお願いできるのか動けるうちに勉強する
機会がほしい。（70 歳代）
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問 39 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■外出先で、無言で席を離れるのではなく「どうぞ」等の一言があって席を譲ってくれた時は気
持ちが良かった。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■多目的トイレはあるが使い勝手が悪いので、利用者が使う事を考えた広さ、手すりの付け方を
考えてほしい。
■災害時に避難所に避難することになった場合、他の一般の人と一緒に過ごすことは難しいので
はないか。安心できる場所を用意してもらえると助かる。
■車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。高い所に陳列された商品を取って渡す。段
差のある場所のバリアフリー化する。筆談読み上げ手話などによるコミュニケーションを取り、
分かりやすい表現を使って説明をする。
【その他（困っていることなど）
】
■誤った診断で命が危ぶまれる事が二度ありました。医師の判断でわからないのなら、他の専門
病院を紹介すべきだと思います。親が様子の変化に気づいて専門病院を依頼して一命を取り留
めました。障害者の対応に配慮が足りない。
■外出など他の人の手を借りたい時に嫌な顔をされた。

最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【教育について】
■成年学級の受け入れ人数を増やしてほしい。
（30 歳代）
【雇用・就労について】
■今のお給料少ない。（30 歳代）
■作業場の建て替えの補助金全額負担を願う。
（40 歳代）
■障害者は中々社会に認められません。その一番の部分は賃金にあると思います。例えば同じケ
ーキやお弁当を作り販売するにしても金額が安くなったり、給与にしても気持ち程度のものし
かありません。福祉の充実を市で図り助成金制度を見直してもらいたいです。（40 歳代）
【社会参加について】
■体の不自由な方などが安心して生活が出来て外出や余暇活動などで楽しく過ごせるような街づ
くりを進めて頂きたく思います。（40 歳代）
【住みよいまちづくりについて】
■身体機能障害者が安心して街を歩けるように道路の段差、点字ブロック等の整備に市は力をい
れてほしい。健常者のようにしっかりした給与体制と確立してほしい。（50 歳代）
【福祉サービスの充実について】
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■①提出書類の簡素化。②提出先は、本庁だけでなく、出張所でも出来るようにしてほしい。③
提出書類の添付書類をなくしてほしい。
（書類の年度と添付書類の区切りの年度が異なっている
統一してほしい）（40 歳代）
■施設での職員が不足しているために入所者への対応が粗末になっている様子が見えます。例と
して入所者への心の触れ合いが不足している。私が施設の訪問時に入所者に声をかけると、多
くの入所者が寄ってきて話かけて来て後をついてくる。（40 歳代）
■私達同年配（80 歳代）の親が集まると自分が他界した後の心配がよく話題になります。我が家
では入所できましたがそれでも子供を残して逝くことの思いははかりしれないのです。できれ
ば自分より早く逝ってくれないかとの思いがたびたび語られます。ひどい話と思われるかもし
れませんがこれが本音です。グループホームではどうしても無理な子を安心して預けられる入
所施設を早く作ってほしいです。（40 歳代）
■やっぱり金銭のこと。費用など。
（50 歳代）
■生れ育った街川越で将来にわたって安心、安全な暮らしを続けていきたいと考えています。理
解ある地域で働きながら余暇を楽しむことができる普通の生活をおくっていけるよう行政サイ
ドの支援を今後もよろしくお願いします。（40 歳代）
■生れ育った街川越で将来にわたって安心、安全な暮らしを続けていきたいと考えています。理
解ある地域で働きながら余暇を心から楽しめる普通の暮らしをおくっていけるような施設を希
望します。まだまだ埋もれて隠れている福祉ニーズの掘り起こしのため相談窓口の充実を希望
します。（50 歳代）
【その他】
■言葉が難しすぎてわかりませんでした。そういうことはお母さんに聞いて下さい。
（10 歳未満）

ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■目に見える障害を持っている方への援助も大切ですが目に見えない又は見えにくい障害を持つ
方が周囲の助けを得づらく援助が求められるのでは、と思うことがありました。
（40 歳代）
【雇用・就労について】
■一般就労を希望されています。どこに相談窓口があるのか障害者の方、施設職員に周知頂ける
とありがたいです。本人の所まで出向いてくれるサービス等ありますか？（30 歳代）
■仕事内容には厳しい面もありますがやりがいのある職業で社会貢献をしたいと考えている方は
多いと思います。しかし、仕事がハードであるとか給料が安く離職率が高いというマイナスイ
メージがあり不安を感じている人が多く、そのため、慢性的な人員不足となっているために外
出や様々な余暇活動など充実した支援が出来ないという葛藤を感じながら仕事に携わっている
ので早急に何かしらの対策を希望します。（40 歳代）
【社会参加について】
■障害者が安心して見られる映画会があると良いと思います。映画館で本格的に映画が見られた
ら良いと思います。上映中に声を出したり立ち上がったりしても大丈夫な環境がほしいです。
（30 歳代）
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【住みよいまちづくりについて】
■施設から家の移動手段が将来とても心配です。（40 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■入所している人達も援助支援サービスが利用できるといいと思う。親も高齢になり外出もむず
かしくなるため大変だと思う。障害の重い人、軽い人関係なく利用できる制度も必要、重い人
ばかり利用できるのはおかしいと思う。（30 歳代）
■施設を利用する障害者も年々年をとっています。年金等についても見直したり人生最後まで暮
らせる施設がある事を望みます。（40 歳代）
■施設を利用する障害者も高齢化が進んでいます。人生最後まで安心できる制度が必要です。福
祉サービス面、金銭面での充実を望みます。（40 歳代）
【その他】
■職員の処遇を改善してほしい。給料が安い。
（30 歳代）
■重複障害者の我が子ですが、親の高齢化もあり改めて入所施設のありがたさを感じています。
入所時から週末帰省を行っていますが、その度指導員さんを初めお世話になっている方々の大
変さを痛感させられています。福祉に携わる方々への多方面での憂慮を是非行政へ働きかけて
頂けるようお願い致します。（40 歳代）
■自閉症で知的障害がある人が、災害時に避難所で生活することになった場合、当事者も一般の
人もお互いにストレスが大きくなると思うので、できたらいざという時はこんな感じでとりあ
えずは生活できる等具体的に安心できる配慮があることを知っておきたい。（40 歳代）
■利用者ご本人が日々の労働と余暇を通して、充実した地域生活をおくれるようまた安心、安全
な生活を継続できるよう行政支援をよろしくお願いします。（40 歳代）
■利用者ご本人が日々の労働と余暇、休養を通して充実した地域生活をおくれるようまた安心、
安全な暮らしを継続できるよう行政支援をよろしくお願いします。（50 歳代）
■日頃の支援にいつも感謝して居ります。息子が 16 歳の時に父親が亡くなり、途方にくれました。
縁あって、今の施設に入所させて頂き、その理念の元に作業につかせていただき、これが息子
の天職となりました。持っている少ない能力を見事にひき出していただいたと思って、本人の
日々を見てて、本当に感謝しています。一方で施設内の時間（余暇等）利用者さんの個性は様々
で、障害者故に、そのストレスの消化の仕方は本当に難しいと思います。言い訳も説明も通用
しません。同じ屋根の下で過ごす利用者さん達、これはどの施設で過ごす多くの方々に言える
本当に難しいことだと思いますが。一人一人の個性の扱い方に留意していただきたい。（50 歳
代）
■施設利用者に情報を提供しても理解してもらえない事が多いです。また経験したことがないこ
とを嫌がる子が多いです。（60 歳代）
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問 17 今後、あなたは、一般の会社などで働いてみたいと思いますか。
（卒業してすぐにではなく、将
来、さまざまな条件・支援が整った場合を想定してお答えください。
）
（○は１つ）

一般企業での就労意向については、「一般企業などで働きたい」が 52.0％と最も高く、次いで
「一般企業ではなく、施設などで、同じ障害のある仲間といっしょに働きたい」が 24.0％となっ
ています。
0%

20%

40%

一般企業などで働きたい(n=13)

52.0%

一般企業ではなく、施設などで、同じ障害のある仲間といっしょに
働きたい(n=6)
働きたくない(n=0)

60%

24.0%

0.0%

その他(n=2)

8.0%

わからない(n=2)

8.0%

無回答(n=2)

8.0%

n=25

［問 17 で「一般企業などで働きたい」または「一般企業ではなく、施設などで、同じ
障害のある仲間といっしょに働きたい」に○をつけた方におききします］
問 18 そのような働き方をするためには、どのような環境が整っていればよいと思いますか。また、
どのような支援が必要になると思いますか。

■ある程度の専門知識を持ったスタッフがいること、可能な範囲での送迎車がでることが整って
いたら良いと思います。
■ストレスを少しでも減らしながら「普通に生活」をモットーに安心して過ごせる環境。
■どこにどのような事業所があるのか、わかりやすくしてほしい。
■わかりやすい内容の仕事やそれを見守ってくださる方がいると安心です。
■一人では通えないので自宅又は自宅近くまで送迎のお世話がしてもらえる。一人では働けない
ので近くでサポートしてもらえる支援の方がいてくださる。
■何でも話せる環境になっていると安心できる。
■企業のトップだけでなく現場等実際障害を持った人と一緒に仕事をする方々への理解が定着す
ることを願います。何か困った時にすぐにフォローして頂ける支援が必要だと感じます。
■給料を上げてほしい。安すぎる。せめて１日千円くらいは稼ぎたい。
■実際に一緒にお仕事される方々の理解が一番重要です。
（いくら企業が理解してくれていても）
仕事上で困った時フォローして頂ける環境になることを願います。
■就職先で丁寧に教えてくれたりほめてくれたりしてほしい。沢山話をしてほしい。仲良くして
ほしい。楽しく仕事がしたい。
■障害者と一般の人に差別されないか不安です。
■障害年金をもらいたいです。そのための必要な事がわからないです。自立して暮らすには必要
だと思う。
■情報保障を完備してほしい。障害者に対する理解度。
■全盲重複の作業所が少ない。バスの送迎も少ないので増えると良い。多くの人達と関わり視野
を広げてほしい。
■知的障害者に対してのまわりの理解。
■働くまでの親の支援。学校とのつながり。
■わかりません。
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問 19

将来（今後）
、あなたはどこで暮らしたいと思いますか。
（○は１つ）

将来（今後）、暮らし方の希望については、
「自宅で家族といっしょに暮らしたい」が 76.0％と
最も高くなっています。
0%

20%

40%

60%

80%

自宅で家族といっしょに暮らしたい(n=19)

76.0%

アパートなどで一人で暮らしたい(n=2)

8.0%

夜間や休日、介護や日常生活の援助を受けな がら共同生活する
住居で暮らしたい(n=2)

8.0%

施設に入所して暮らしたい(n=1)

4.0%

その他(n=1)

4.0%

無回答(n=0)

0.0%

n=25

問 20 そのような暮らしをするためには、どのような支援が必要になると思いますか。
また、不安な点などがありましたら、自由にお書きください。

■お金が必要。
■みんな（家族）と一緒ならさびしくない。
■家族がなくなった後、不安。
■家族が仕事や他の用事などで外出する必要がある時は一時的に預かってもらえるような場所が
あること。
■自分らしく生活を築いていく際、日常生活での不安、悩みを解決できるよう一緒に考え相談助
言等を行ってくださる支援。
■出来る所は自分でやるけれど不十分なところ（お風呂、洗顔、洗髪、洗体）の支援が必要。一
人一人の出来る所、支援が必要な所を把握し支援してくれるスタッフがいるのか不安です。
■職場や生活面をフォローしてくれる世話人さんや相談員さんがいてほしい。
■親が亡くなった後は不安です。
■震動目覚まし時計、ランプなど目で視るもの。
■働いたら親と一緒に住んで悩みを聞いてくれるから。
■母が死んだら１人になるので不安です。
■わからない。

問 30 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■支援籍学習の制度を利用させていただいたが良かった。また某高校の学食を作業所がやってい
ると聞きました。高校生はお腹がすいているので必ず食べると思いますので売上はもちろんの
こと関わりも持てる機会になると思いました。学生にとっては共生社会を学んだり、将来福祉
の世界にも関心をもっていただけたらと思います。
■行方不明者の発見のためのアナウンス。 知的障害の人の水泳教室やオアシスなどの教室。
知的者のイベントなど。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■スムーズなコミュニケーション、目で視える情報保障。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■将来障害者の人と一般差別ないことや障害者にいじめがない優しくしてもらえればいいと思い
ました。
【福祉サービスの充実について】
■このアンケート自体、知的障害者への配慮が見受けられません。介助者の助けがあっても本人
の本意を表せる内容ではない。本人に伝わりません。
■結局お役所仕事で申請しなきゃ何もしてくれない。障害者は役所になんか行けません。申請書
に記入するのもできません。役所の人にこの気持ち理解できますか？
■学校生活が充実しているので卒業後の生活がとても不安です。親は年を重ねていき動きが鈍く
なる一方、子供は意気盛んな青年期。余暇を一緒に楽しむにも限りがあります。また老後を考
えると親もできる所まで働いて貯えておかないとという不安もあります。そうなるとやはり余
暇の過ごし方、今の放課後デイの大人バージョンのようなものがあるととても助かります。生
活サポートは高くて利用するのにためらいます。又、いざという時に預かってくれる所がある
と助かります。どうかご検討のほど宜しくお願い致します。
【その他】
■卒業してからの生活。障害年金や母子家庭なので不安がいっぱいです。

ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【福祉サービスの充実について】
■どのようなサービスが受けられる。どこにどのような事務所があるのか。知らなすぎる事が多
すぎる。
■前ページに記入してしまいました。計画見直しで実際の対象者の声をこういった形で聞こうと
するその姿勢がありがたいです。市の窓口に行った時もいつもわかりやすくこちらが納得する
まで説明して頂き助かります。まだまだわからないことだらけですが、正直面倒な手続きも本
人や家族のためを思っての策なのだと思いありがたく受けております。今後とも宜しくお願い
致します。
■当事者は福祉サービスや手続きの内容を理解することは困難です。川越市は相談できる施設や
事業が非常に少ない。ほとんどセルフプランをしいられている。何のための支援計画なのか、
計画相談を受けられている方でも形式のみのモニタリングで本当のサービスを受けられていな
い方もいる。相談員さんの育成と増員。福祉サービスをわかりやすく（知的障害者にも）。福祉
サービス事業所の増設の支援（行動援護、ショートステイ、などのサービスが受けられない）
をお願いしたい。
■台風などの災害で避難するとなった時にその場所まで一緒につれていくことはできますが、お
そらく集団が苦手なのでその場所にじっとしている事はとても難しいです。障害の方たちが避
難できる別のスペースがあったらありがたいと思います。
【その他】
■障害者本人にこのアンケートは難しいと思います。
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問９ どのような目的で外出するときに介助・援助を受けていますか。具体的にお書きください。

■お金の管理、公共交通機関の利用。
■お金の管理が難しい。
■お金の使い方とか、交通費とか調べてもらっている。初めていく場所も一緒に調べてもらって
いる。
■カフェやごはん。旅行のとき。
■カラオケ、買い物。
■これから先、移動支援を使っていろんなところに行きたいと思っています。
■プールに行く。映画をみに行く。買い物など。
■ヘルパーステーションにより水族館やお祭りに連れて行ってもらっている。
■移動支援。
■遠くに外出する時は必要とします。
■遠出の外出など、普段行かない所。
■外へ散歩する際や外食する際に見守りの援助を受けている。
■外食（レストランや飲食店（ラーメン店など））に出かけ注文をしたり会計する時、余暇活動で
ドライブにでかけたり行事で旅行に出かける時。
■外食事や外出時には、必ず介助者が同行します。
■休日の過ごし方。お医者さんに行く時。
■行楽、ドライブ時の食事の内容。
■車いすでの移動の為常に介助が必要です。
■車いすを使用しているため車の乗り降り車いすでの移動など。
■車が必要な場合の外出（運転手、見守り役として援助）
■弱視のため外出時は常に付き添いが必要。
■受診。
■知らない場所に行く時。公共機関の使い方が分からないため、支援してもらっている。
■通院、外食、買い物、余暇活動。
■都内や遠くに行く時に、一緒に行ってもらっている。また、携帯電話の購入の時に一緒に行く。
■日用品、食品を購入する時、外出時。
■買い物。
■買い物（日用品）
■買い物、趣味の事（本屋など）
■買い物、趣味の事（本屋など）遊びに行くときの付き添いとして。
■買い物に行く。買うものを選ぶ。遊び。どこに行くか決めてもらい連れて行ってもらう。
■買い物に行く時（コンビニ、スーパー、他）
■買い物に行く時（全盲のため）、遊びや旅行など、外に出ること全般。
■買い物や映画を観る時やボーリングなどの余暇、行事やお祭りに参加する時。
■発作が起きやすい為常に見守りが必要。自分で公共交通機関の利用が難しい。お金の管理が難
しい。
■病院などの通院・・・１人で通院と症状の説明ができない。買い物・・・販売店で会計がスムー
ズにできない（お金の計算や支払いができない）。
■病院へ通院する時最寄りの駅まで送ってもらう。
■余暇。買い物。
■余暇を楽しみたいとき。
■余暇活動、病院等に診療に行く時。
■余暇支援。
■特になし。
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問 10

将来（今後）
、あなたはどこで暮らしたいと思いますか。
（○は１つ）

将来（今後）の暮らしについて、
「現在と同じように暮らしたい」が 59.5％と最も高く、次いで
「アパート等で一人で暮らしたい」が 16.7％、
「自宅で家族と一緒に暮らしたい」が 10.7％とな
っています。
0%

10%

自宅で家族と一緒に暮らしたい(n=9)

20%

40%

50%

60%

70%

10.7%

アパート等で一人で暮らしたい(n=14)

16.7%

現在と同じように暮らしたい(n=50)
施設に入所して暮らしたい(n=3)

30%

59.5%
3.6%

その他(n=4)

4.8%

無回答(n=4)

4.8%

n=84

問 11 問 10 でお答えいただいたような暮らしをするためには、どのような支援が必要になると思い
ますか。また、不安な点などがありましたら、ご自由にお書きください。

■グループホームに暮らしたい。
■結婚して家を買って住みたい。
■結婚して新しい家族と暮らしたい。
■まだわからない。
問 33 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■駅員さんが電車に乗せていった事。座らせてくれた所までやってくれた。
■挨拶が返ってくることが嬉しい。
■看護師さんが病気の手配をしてくれている。
■私は一人暮らしをしたいと思っています。今のグループホームの担当スタッフさんが一人暮ら
しをすすめてくれなかったら、私は一人暮らしをするってことに前に進めませんでした。私は
一人暮らしをすることは夢の話みたいに思っていました。まだ、一人暮らしできるかわからな
いけど、現実になるようにすすめていけることがうれしいです。あとグループホームのスタッ
フさんは、みんなが優しいです。
■声掛けしてくれたこと。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■もう少し知ってほしい。
【その他】
■障害者も健常者と同様に普通の生活がいつまでも遅れるように努力を心掛けていきたいと思い
ます。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。
（自由記入）

【社会参加について】
■ヘルパーさんと外出して余暇を楽しみたいです。ヘルパーさんが少ないので難しい。
（40 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■年金を増やしてほしい。生活ができません。職員をもっと増やしてほしい。
（すぐ人がやめてし
ます。）（不明）
【その他】
■Ａ型事業所で働いてお給料をもらって、年金ももらっているが、一人暮らしできるお金はもら
っていないので、なぜ、働いてお給料もらっている人は生活保護を受けられないのでしょうか。
（20 歳代）
■はっきり言って、川越市から出て行きたい。川越みたいな都市のどこがいいのか、ぼくには、
全然わかりません。ケチな人しか川越にはおらん。地元だとも、住んでいる所とも思いたくも
ない。というか、ぼくが生まれた場所は違うし。作業所、グループホームに居ても、イライラ
して、嫌気がわいてくる。とにかく、川越から、こんなまちなんかから、戻りたい！！ ぼく
は、全てが川越に引っ越してから、全てがおかしくなった！！ 古さにこだわってばかりいや
がって、まったくケチだわ川越は！！ 観光客が多く、有名地で地名とか高く盛り上がってい
るからって、調子にのってるんじゃねえよ！！ 盛り上がって栄えてる。じゃあ、もっと他に
やることあるだろ！！（20 歳代）
■大丈夫です。（本人談）（30 歳代）
■仲の良い人が一人いる。この方が入院してしまった時一人でいるのがつらい。支援員さんに理
解し助けてもらいたい。
（40 歳代）
■質問の内容が難しい。もう少し誰にでも分かるように、配慮してほしい。（40 歳代）
■私自身の実家のある千葉県銚子市では、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）や就労移行支援が不十分
な福祉施設のサービスが設立されなかったのが、全く判断できませんでした。なお、工賃が１
時間働くと￥100 なので、就職活動（一般企業への）が本当に難しくなることが初めて判断でき
ました。いつかは私もグループホームを卒業し巣立って、普通自動車運転免許の取得をし、い
つか合格できたら、自分の車で運転できる喜びや生きがいを持って頑張っていけたらいいなと
思います。他のグループホームの利用者には、迷惑がかけられない必要性も極力わかってきた
からではないでしょうか。取り敢えず、ゆっくり自分のペースでゆったり過ごしていきたい。
（50 歳代）
■難しい。（50 歳代）
■難しい、わからないことがあった。（50 歳代）
■質問が難しく、答えに困っていました。（60 歳代）
■自宅に帰った時一緒にいてくれる人がいるといい。（60 歳代）
■質問の内容がとても難しい。（不明）
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■ＧＨ、地域生活支援を行う上で地域との関係構築の重要性や、市民の障害に対する認識（理解）
等について困難さを感じることがあります。一人の市民として当たり前の生活を送る権利を擁
護できるよう川越市の協力を頂きながら取り組んでいきたいと思います。当法人に限らずＧＨ
利用者の重度化、高齢化が進み介護度が増すなかで人員面、設備面でも課題が多く緊急的な対
応が必要な状況です。一般住居を利用するＧＨの二階へ階段で昇ることが難しい方が多く一階
が必要な方がいる為開かない状況があります。
（平屋の）ＧＨの建設や空き家の物件探しなどを
行う上でご協力を頂けたらありがたいです。宜しくお願い致します。
（30 歳代）
■障害があってもあたりまえに働き、暮らし、余暇を楽しむということが保障されなければ、い
つまでたっても、障害による差別を受け続けなければなりません。親亡き後も、働き続けるた
めには、土台である暮らしの場がなければ不可能ですし、人生を少しの潤いを持つためには、
余暇も見過ごせません。障害があることを家族や本人の責任におしつけることなく、制度の充
実を願っています。（40 歳代）
【雇用・就労について】
■若い方なのと、就労意欲はあるのに、現在行っている作業はこの方にはちょっと細かすぎても
っと適切に提供できればと悩み所です。（40 歳代）
■特になく、現状頑張って職場に通っています。（40 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■移動支援事業所の充実。就労継続支援事業所の充実化。
（20 歳代）
■職員が少なくきめ細かい対応が出来ない現状があり個別ニーズに対応してあげられない事や必
要と思われる訓練が出来ないまま生活している。（40 歳代）
【その他】
■ＧＨ、地域生活支援を行う上で地域との関係構築の重要性や、市民の障害に対する認識（理解）
等について困難さを感じることがあります。一人の市民として当たり前の生活を送る権利を擁
護できるよう川越市の協力を頂きながら取り組んでいきたいと思います。当法人に限らずＧＨ
利用者の重度化、高齢化が進み介護度が増すなかで人員面、設備面でも課題が多く緊急的な対
応が必要な状況です。一般住居を利用するＧＨの二階へ階段で昇ることが難しい方が多く一階
が必要な方がいる為開かない状況があります。
（平屋の）ＧＨの建設や空き家の物件探しなどを
行う上でご協力を頂けたらありがたいです。宜しくお願い致します。
（30 歳代）【再掲】
■親が亡くなった後も、人としての生活をきちんと送れるように、市でも出来るだけの援助をし
ていただき、有意義な人生を送ってもらえればと思います。（30 歳代）
■名前しか書けず知的（区分６）の為、難しいので代筆です。何を聞いても「大丈夫です」
「わか
りません」と答えるため記入できる範囲で申し訳ありません。（30 歳代）
■質問そのものが難しく理解してもらえないので「わからない」
「特にない」の選択しかなくなる。
（40 歳代）
■自分の考えや要望を表に出しにくいところがあるので出来る限り選択肢を示して押し付けにな
らないような配慮が大切になる。（40 歳代）
■妄想痛や持病があり状態観察が必要な方。ＧＨでは落ち着いて過ごせている。通所では自身か
らの自発的な活動が見られない方。性格が控えめでトラブルはない。
（40 歳代）
■利用者との信頼関係ができることで要望やニーズも生まれてくる。他人の考えが自分の考えに
なっていることも多い。
（40 歳代）
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■失禁の処置等、介助や促しに拒否はあるがおおむね穏やかに本人は過ごせている。他利用者へ
の干渉が過ぎ、本人は悪気なく対応困難な方である。
（理解が欠如）ご家族が病院付き添いして
いる。担当者会議をご家族交え、市の職員の方の出席もお時間があればお願いしたいです。
（40
歳代）
■セルフプランのまま２年経過しようとしていた方。３か月うつが酷い状態でもＧＨのみでは対
応できず床ずれが出来る様な状態。その為、ご家族の放置（面会や通院の送迎はたまにしてい
る）と見直し、計画相談員を依頼した。入院等も認めないご家族に市の職員の方の介入が必要
と思われます。（50 歳代）
■現在、グループホームで生活しております。私も今は、元気でサポートできていますが、私の
亡き後が心配です。障害者達へ川越市からの熱き援助を願うばかりです。（70 歳代）
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問 10

現在の生活で困っていることや悩んでいることはありますか。
（○はいくつでも）

現在の生活で困っている事や悩んでいることについては、
「気軽に相談するところがない」が４
件、「働く場がない」、「外出がしにくい」、「周りの人の理解が少ない」が２件となっています。
項目
介助してくれる人がいない
十分な教育が受けられない
気軽に相談するところがない
訓練が十分にできない
住んでいる家で使いにくいところがある
働く場がない
生活費が足りない
結婚について
外出がしにくい
公共の乗り物の利用が難しい
医療費が多くかかる
診療してくれる医療機関が少ない
周りの人の理解が少ない
休日の過ごし方
その他
特にない
無回答
回答者数

度数
1
0
4
0
1
2
1
0
2
1
1
1
2
0
1
1
0
7

構成比
14.3%
0.0%
57.1%
0.0%
14.3%
28.6%
14.3%
0.0%
28.6%
14.3%
14.3%
14.3%
28.6%
0.0%
14.3%
14.3%
0.0%

問 11 問 10 のようなときに、どのような支援があるとよいと思いますか。自由にお書きください。

■個々に相談窓口を設けるのではなく、一元的な管理をしてもらうことが相談・支援をスムーズ
にしてくれると思う。
問 53 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

（回答なし）
最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【社会参加について】
■高次脳機能障害の本人や家族の集まりの会があればよいと思う。他の地域では何年も前からや
っている所がある。（40 歳代）

ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【その他】
■高次脳機能障害を理解している職員やスタッフが少ない。10 年以上前は、ほとんどいなかった。
やっと今頃になって動き出している。（40 歳代）
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問 10

現在の生活で困っていることや悩んでいることはありますか。
（○はいくつでも）

現在の生活で困っている事や悩んでいることについては、
「生活費が足りない」、
「周りの人の理
解が少ない」がそれぞれ 37.3％となっています。
0%
介助してくれる人がいない(n=2)

10%

20%

50%

9.0%

気軽に相談するところがない(n=16)

23.9%

訓練が十分にできない(n=7)

10.4%
4.5%

働く場がない(n=22)

32.8%

生活費が足りない(n=25)

37.3%

結婚について(n=14)

20.9%

外出がしにくい(n=17)

25.4%

公共の乗り物の利用が難しい(n=9)

13.4%

医療費が多くかかる(n=19)

28.4%

診療してくれる医療機関が少ない(n=15)

22.4%

周りの人の理解が少ない(n=25)

37.3%

休日の過ごし方(n=8)

11.9%

その他(n=17)

25.4%

特にない(n=8)
無回答(n=2)

40%

3.0%

十分な教育が受けられない(n=6)

住んでいる家で使いにくいところがある(n=3)

30%

11.9%

n=67

3.0%

問 11 問 10 のようなときに、どのような支援があるとよいと思いますか。自由にお書きください。

■￥2,000～3,000 以内のカウンセリング。
■うちは家族が障害者２人と難病が２人の為、スロープやてすり、庭の手入れが出来ず困ってい
る。病院代が多くかかり大変。母子家庭で母を扶養している。
■シャトルバスの路線数、便数を増やしてほしい。電車運賃を半額にしてほしい。フードバンク
の支給を受けたい。
■バスの利用に関してもう少し本数を増やすことです。
■以前はカウンセリングで気が楽になる事が出来た。
（９年間続けていたが、年齢が理由で辞める
ことになり、以後新たに関わる人の負担や大人からスタートするということに不安があり受け
ていない）
■医療費軽減の対象の幅を広げてほしい。
■家庭のことについて支援があれば良い。どうしたら夫婦２人で仲良く暮らせるか、将来どうし
ても結婚したいと思っている。
■気軽に相談できる場を用意してもらいたい。
■気軽に働ける場があれば生活費の問題と共に解決すると思う。
■元気そうに見られがちだが、文字の障害や精神の障害が重く、働けたり働けなかったりする。
安定して働けない事が辛い。コミュニケーションによる障害。
■現在、障害であることを隠して一般枠でパートアルバイトとして働いている。障害枠が少ない
のと理解のある職場がなかなか無く、給与面に不安があるため。もう少し”働きたい”という
意思をくみ取ってくれるような職場がもう少し増えてほしい。私自身ゆくゆくは障害者枠で正
社員として働く予定です。
■雇用してくれる企業がもっと増えるとよい。会社全体で発達障害を理解するべき。
■行政で手当等が支給されるとよい。
■在宅でできる仕事があればよい。その賃金で生活費の”足し”に出来る。
■思いつかない。
■思いつかないです。
■思いつきません。
■自分で意見を言えるようになると良い。周りもそうできるよう促してくれると助かる。
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■周りの理解。
■就労までの期間の給付（身なりを整えたり、交通費など就活にもお金が必要）就労支援を受け
たあとの就職の保障及び就労支援期間の延長。
■将来、両親が介護及び死亡の際、インフラの支払いで手いっぱいになると思う。公共割引があ
ると嬉しい。
■障害がある児童が通える学習塾や運動教室。
■障害がなぜ起きるか会社の上の方々に教育していただきたいです。１人の方の発言でうつ病は
架空、障害は思いこみ、甘え、医師が適当に言っていると言われ、都合の良い、悪いで障害者
扱いされてしまいます。その１人の人数が多くて困ってます。全ての人にテストや診療をさせ
ていただいて、発言者にも心療内科を身近にと思います。厚生年金が別の初診日を中心にされ
てしまい、天と地の差により困った時に障害厚生年金がもらえません。
■障害者が働ける場の拡充・開設、障害者雇用を広げる。相談所の紹介と拡充。
■障害者の方の結婚の情報や状況を教えてほしい。
■障害者同士の交流の場、情報交換会。
■昔、情報の交換が、気軽に出来たり、他の事業所と交流できる場所があって、そのような気軽
に情報の交換できる施設を作ってほしい。
■専門医が少ないので交通費がかかります。行政で近場の医師などが分かるようになると助かり
ます。患者の会などあると嬉しいです。
■地方にも発達障害の病院が出来るといいと思う。
■東武東上線、ＪＲ、西武新宿線、川越駅から徒歩５分圏内で通院治療ができるクリニックがあ
ると助かります。
■働いていける場所がなく社会から孤立しやすい。社会的孤立状態が続く。障害者の誰もが社会
参加から初めて活動できる”場”があるといいと思う。また、精神障害者の人たちも活躍出来
る環境があるといいと思う。社会の人たちが冷ややかな”まなざし”ではなく、温かさややさ
しい”まなざし”を向けてもらえるように願う。
■発達障害がある人の職場（大学）を紹介してほしい。５人に１人くらいは発達障害があると思
う。
■発達障害の特徴についてもっと周知してほしい。
■面白くて気持ちのいい場所が近くにあるといいな。プールが近くにあるといいな。
■役所・病院（精神科に通院←発達障害に理解のある医師が少ない）などの他に、どこに相談に
行ったらよいのか分からない。発達障害に特化した窓口があると行きやすい。
■役所に出向かなくても、公的支援を受ける手続きが出来る仕組みがあると助かる。無理のない
内職あるいは家でＢ型作業所的な訓練の出来る仕組み。引きこもりの人が安心して思いついた
時に集える場があると助かる。

問 54 経験したり、見聞きしたことのある、障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮が
あって助かったこと、また、どのような合理的配慮があると良いかについて具体的に教えてくだ
さい。

【経験したり、見聞きしたことのある良いと思ったことや配慮】
■蔑称として障害者や障害の名前を使わない配慮。迷惑だと感じた障害者を不特定多数で攻撃し
ない。気軽、身近に相談出来る場所がある、それを作ったこと。
■ヘルプマーク→席を譲って頂けた。疲れやすいので助かった。
■ヘルプマークを持っていると安心できる。
■手帳を持つことで経済的に少し軽減されること。
■障害の配慮として１番良かったのは、川越生活支援センターさんの職業相談、支援の体制が合
理的で且つ、とても良かった。それによって私は就職できたのでありがとうございます。これ
からも私は利用をしていきたいと思います。宜しくお願い致します。
■障害者と会社の間に入ってサポートをしてくれる企業があり、現在そのような形で働いている。
会社と障害者という関係では理解がないと長く働くことは難しいと思う。
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■「大丈夫か」と度々声をかけてもらえたり気遣いを感じられること。
■うまく言葉が出ない時に友人が代弁してくれた。（障害があると知っている友人）
■大学で自分の障害について開示したところ心理の先生をはじめ、多くの人が助けて下さったお
かげで無事卒業することができた。教習所で私が障害を持っているにも関わらず普通に扱って
くれた。うつ病で服薬していたのですが、笑顔が素敵で励ましの言葉を下さったおかげで元気
になった。就職活動は無事内定を頂いたが、職員の言葉があったから頑張れた。とても感謝し
ている。彼らのように頑張りたいと思っている。
【どのような合理的配慮があると良いか】
■私が上手く話せない事が分かったうえで話を聞いてくれる。
■鉄道の駅のエレベーターに関して「障害者優先」とあるが、一般の人も利用する。ただ大きい
駅に関しても１ホームあたり１台しかないのが問題。乗降客が多ければ複数台は確保すべき。
エスカレーターに関しても車いすの為に止めるのでなく、介助者（駅員でもよい）が普通に着
くだけでそのまま乗れる形にすべきである。
（小道具を提案）昔からバリアフリーの駅をわざわ
ざ大きく改築すべきでない。（ホームと並行になっているのを二階様式にすること）
■困っている時に声をかけてあげる事が必要。介助が必要な障害者が身につける「マーク」をも
っと多くに人に紹介。
■沢山の精神障害者の人たちが、社会で活躍できる環境があればいいと思う。就労できる人はチ
ャレンジできるような制度の整備があればいいと思う。精神障害者の人たちも社会の人と同じ
様に社会参加できる機会を沢山増えてほしいと思う。多くの障害者の人たちと社会をつなげて
くれる人々や環境の”わ”が広がっていくことを願う。
■担任の先生が発達障害に理解がなく、いつも怒られてばかりでつらかった。発達障害に詳しい
先生がもっと必要。
■オウム返しをしても、嫌な顔をしないこと。話の内容を分かるまで教えてくれる人がいること。
■バリアフリーなど。あと連絡するなどのコミュニケーション。障害のある人への配慮、考慮。
■会社内に障害者相談担当の人はいるが、出張などあまり会う機会がなく相談しにくいので、常
駐の人などが担当者になってほしい。
■学校、職場でイヤホンをしている事への注意をよく見聞きしますが、私のように自閉スペクト
ラム障害で聴覚過敏の者は多く”音の精査”が困難であり、
『ノイズキャンセラ』機能付きのイ
ヤホンを随時していても、そうしていないと頭の中を剣山でかき回されるほど辛いことを理解
していただけるとありがたいです。道理を欠いて音楽を聴いているわけではないのです。
■上司が精神保健福祉士の免許を所持しており、そのおかげで自分にどのような配慮をしてもら
ったら長く働き続けられるのかを理解していたこと。
■自分の場合、視覚・聴覚的な情報が多すぎると気が散ってしまい、本当に必要な情報を得られ
ない事がある。情報過多で注意力が散ることを防ぐための配慮をしてもらえると助かります。
■障害があると分かった時点で障害年金が出る。
（勝手に打ち切られない）毎月６万程度の補助が
出る。（ベーシックインカム）「発達障害」の手帳がある。
■障害がある人を差別しない事。
■職場での合理的配慮。
■民間による自発的な障害者のための開発、発明品のテクノロジー向上。障害者に対しての過度
なポリティカルコレクトレスについて発言した人々。海外、特に欧米におけるＡＤＨＤへの対
応。
【その他（困っていることなど）
】
■思ったことはなし。
■施設外先で、工場長がリフトに乗っている時にぶつかりそうになったことが度々あって怖いで
す。こっちがスミマセンって言いました。そしたら、イラっとした顔されました。
■病院での金銭的な支援が助かった。
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最後に、この調査を通じて、選択肢や自由記入欄だけでは表現しきれなかったことや、ご意見・ご要
望、計画に盛り込みたいことなどがありましたら、自由にお書きください。

【差別解消および権利擁護について】
■未来のことは分からなくてこの発達障害は人それぞれですが、私は頭の中の処理が難しく時間
軸や計画、つまり人生設計を立てる事が苦手です。それどころか今行っている日常生活で例え
るときれいにした部屋はイメージ出来ても何と何を片付けるとそうなるかという工程がでてく
るのにエネルギーを消費します。いま相手に特性を伝達するためにどの言葉を出したらいいか
でエネルギーを消費します。つまり１日を積み重ねるだけで精一杯なんです。このことを大勢
の人に分かってもらえるだけでも随分と救われます。（20 歳代）
■発達障害については、障害の度合いや個人差などから１つのパターンに絞ることが出来ない。
そのため、特定の症例に決めつける事はやめてほしい。又自分は、目から耳からの情報を全て
受け入れてしまうためあることの説明を受けていても、視覚聴覚的な他の情報が入ると、本来
聞いたり見たりしたいものの情報が入ってこなくなってしまう。そのような状態の人も世の中
にはある程度存在しているということを分かってほしい。
（40 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■大人の発達障害への地域医療政策が全く出来ていません。子供の発達障害への取り組み、対策
はよく手を尽くしていますが、氷河期世代など国等の犠牲（少子高齢化、失われた世代と言わ
れ、社会的に不利益を被った世代）になった世代への医療。メンタルケアの充実をしてほしい
と思います。当時、あわよく就業できてもブラック企業と言われる残業代なし、朝８時出勤で、
よくて終電帰宅、週２～３回泊まっての作業が当然のような劣悪な環境で 20 年弱働いてきまし
たが、あまりの過酷さに、複数回の転職をし、中には福利厚生がでたらめな会社も何社かあり
ました。同業者・同世代のバブル世代の人間との年収差は３～５倍です。それでは、自分が辛
うじて生きているのが精一杯、ささやかな資産構築で、家族を持つことなど、とても考えられ
ませんでした。精神論、根性論だけで無理を長らくした結果、
「自閉スペクトラム障害」の二次
障害が発症し、当面社会復帰の想定が覚つかない心身の状態です。今後、川越市では氷河期世
代を中心とした大人のメンタルケア、治療に力を入れていただきたいと思います。また、書式
記入が必要なフォーマット、ＰＣで入力できるものを用意していただけるとありがたいですね。
（40 歳代）
【教育について】
■小さいうちから障害の訓練を受けられる場所があると良かった。療育の場が今はあるが、前は
なくどうしていいのか手探りの状態での子育てで、しかも発達障害のため、何をしてもグレー
ゾーン。高校を選ぶのが１番難しく、特別支援学校に行けず、公立も難しく、私立だと入れて
もお金が必要となり、色々な問題が出てきています。学校も少ない（受入）為、必死です。
（10
歳代）
【雇用・就労について】
■発達障害の人はひきこもりになりやすい。社会適応しやすくなるよう①親の交流、②当事者の
交流、③当事者の居場所として常にある場の確保、④生活力向上の学習が出来る所、④就労意
欲を持たせる機会、場、⑤就学に自信を持たせるような機会、場、⑥就労の練習…などのよう
な段階的な支援をお願したい。◎ある自立（生活）訓練の事業所が出来て嬉しかったし、Ｂ型
作業所が増えたことも嬉しくありがたく思う（今後、利用したいと思う施設の選択肢が増える
と前へ進もうという意欲が出てくると思えるので）（20 歳代）
■将来的に非正規でしか働けない人たちへの安定した収入と職場が出来ればほしいです。最終的
に自立できるようになった人は希望があれば自立支援？（20 歳代）
■特にありません。周囲の方々も障害に理解があり、障害を持った仲間も出来ました。今のまま
で充分です。現在、職が無く、就労移行支援事業所に通所している人は多いです。ですので、
雇用する機会を多くいただけないかと思います。（20 歳代）
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■沢山の精神障害者の人たちが社会で活躍できるような世の中になってほしいと思う。就労をす
る機会や社会交流をする機会を積極的に増やしてほしいと思う。精神障害者の人たちも普通の
生活をする権利があるのでそれを実現するためには支援が必要だと思う。精神障害者の人たち
も就労できる環境を整えてほしい。社会交流をする機会が増えてほしい。社会から孤立しない
ような切れ目のない支援が必要だと思う。また、ひとりひとりにあった支援計画やそれを作成
する人も必要だと思う。沢山の障害者の人たちが「誰もが社会で活躍できる」そんな世の中に
なりますように願い申し上げます。
（30 歳代）
■求職中に感じたことだが、民間企業は発達障害を持つ人の採用を避ける傾向があるように思う。
身体等、他の障害に比べて配慮が多いことも理由であると思うがまだまだ理解が進んでいない
ことが大きな理由であるように感じる。私自身、去年就職が出来たが、発達障害については会
社も勉強中である。理解されるにはまだまだ時間がかかると思っている。最近やっとテレビで
発達障害が取り上げられ始めたように思うが（ＮＨＫぐらいか？）正直言って遅すぎる。行政
も大変だとは思うがこの障害について（特徴など）もっと周知してほしい。自身と同じ様な経
験を他の人にしてほしくはない。（30 歳代）
■川越市での障碍者雇用をもっと増やしてほしい。障害者委託訓練などの実施もしてほしい。障
碍者の為に企業間などの実施の機会を設けてほしい。発達障害のある人が安心して暮らせる社
会を目指してほしい。相談出来る（気軽に）所があるといいと思う。そういったところをもっ
と増やしてほしい。（30 歳代）
■就労継続支援Ａ型に通っていますが、職員の態度に不満を感じることがあります。施設外の送
迎時に赤信号で渡りそうになったりドアが壊れた車で走行中にドアが開いたり、作業の指示が
上手く伝わらず職員同士で喧嘩したり、他の利用者のことで相談しても「そうなの」で終わっ
てしまい具体的な事は聞いてくれなかったり、まじめに仕事しない人を注意しなかったり、何
のためにＡ型なのか分かりません。見て見ぬふりで事を大きくしたくないようです。ある利用
者の態度に迷惑している人が沢山いるのに、その利用者は福祉協議会に守られているらしく一
向に改善しません。働いていて疲れてきます。
（40 歳代）
■アンケートが複雑だし 61 問は多すぎ。（発達障害者には辛いでしょう）アンケートは任意提出
にした方が良いのでは。書字障害、読字障害も持つ場合があるので、ネット回答もＯＫにして
みてはいかがですか。
（パソコンが得意な人は多いため）身体障害者以外も市役所で雇用してみ
ませんか。発達障害者向けの講座がウェスタデータあった時に目で見て分かるレジュメがなく、
スマホやケータイでの撮影も禁止だったことがありますが、川越市役所側がＮＧを出したので
残念でした。
（ゲストさんはＯＫを出したがっていましたよ）シャトルバスが無料なのは助かり
ます。（40 歳代）
【社会参加について】
■発達障害の人は引きこもりになりやすい。社会適応しやすくなるよう①親の交流、②当事者の
交流、③当事者の居場所として常にある場の確保、④生活力向上の学習が出来る所、④就労意
欲を持たせる機会、場、⑤就学に自信を持たせるような機会、場、⑥就労の練習…などのよう
な段階的な支援をお願したい。◎ある自立（生活）訓練の事業所が出来て嬉しかったし、Ｂ型
作業所が増えたことも嬉しくありがたく思う（今後、利用したいと思う施設の選択肢が増える
と前へ進もうという意欲が出てくると思えるので）（20 歳代）【再掲】
■沢山の精神障害者の人たちが社会で活躍できるような世の中になってほしいと思う。就労をす
る機会や社会交流をする機会を積極的に増やしてほしいと思う。精神障害者の人たちも普通の
生活をする権利があるのでそれを実現するためには支援が必要だと思う。精神障害者の人たち
も就労できる環境を整えてほしい。社会交流をする機会が増えてほしい。社会から孤立しない
ような切れ目のない支援が必要だと思う。また、ひとりひとりにあった支援計画やそれを作成
する人も必要だと思う。沢山の障害者の人たちが「誰もが社会で活躍できる」そんな世の中に
なりますように願い申し上げます。
（30 歳代）【再掲】
【住みよいまちづくりについて】
■これから先の未来、様々な人が暮らしていきやすい環境を願っています。（20 歳代）
■川越市霞が関付近及び的場付近の歩行者または自転車用の道路の幅を広くして改善してほしい
ですね。宜しくお願い致します。（30 歳代）
94

調査結果 Ⅸ．発達障害

■災害時の避難所問題が切実に悩みです。発達障害があり、ひどい不眠、不快な音が聞こえすぎ
る。人がいる場所ではトイレを我慢してしまって苦しいなど避難所にはとてもいられないであ
ろう事情を抱えています。 自宅でも災害に備えて缶詰め、トイレットペーパー、テント、災
害用トイレなどを家族と用意しているのですが、食料は足りなくなりそうなので、避難所に行
かなくても餓死しない程度の食料配給を受けられる仕組みがほしいです。発達障害以外に重い
紫外線アレルギーがあり（膠原病になりやすいようで、時々、血液検査をしています）、外に並
ぶこともできません。災害時にこのような困難を持った人間の対策、支援があれば本当に命が
助かります。
（30 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■本人の居場所がほしいです。その中で調子の良い時に数時間働くことが出来るシステムがある
と助かります。本人は自覚がないまま無理をして症状が重くなることも多いと思います。そう
なってしまうと服薬の意味なども分からなくなり、ますます悪い方へ行ってしまうのはいつも
のことです。子供の頃は事故や犯罪に巻き込まれることを心配していましたが、ここ数年は事
故や犯罪を引き起こすのではないかという心配を強く感じます。引きこもりや障害のある子供
が大きくなり親が殺してしまう事件などをニュースで見ると、自分のことのように感じます。
そのときいつも思うのは「じゃぁ、どうすれば良かったの？」ということです。相談機関に本
人が相談することはないですし、親が相談に行っても専門家でもないので精神病や障害により
認知が大きく歪んでしまった当事者を導くことは難しいです。ここまでひどくなる前に本人が
社会の一部に入れるような居場所作りを希望します。１人１人症状は違うと思いますので。画
一的な物ではなく、１人１人が利用の仕方を選べるような居場所を多く作ってほしいです。よ
ろしくお願いします。（母の意見です）（10 歳代）
■小さいうちから障害の訓練を受けられる場所があると良かった。療育の場が今はあるが、前は
なくどうしていいのか手探りの状態での子育てで、しかも発達障害のため、何をしてもグレー
ゾーン。高校を選ぶのが１番難しく、特別支援学校に行けず、公立も難しく、私立だと入れて
もお金が必要となり、色々な問題が出てきています。学校も少ない（受入）為、必死です。
（10
歳代）【再掲】
■就労している障害者の為、または促進を促すためにも、障害者福祉課を月１回でも土曜日に開
所してほしいです。発達障害に関しては、更新の必要性をなくしてほしい。
（手帳）手帳を出す
際、精神の手帳を出すのをためらう場面が多い。障害ごとに色分けするのをやめてほしい。
（20
歳代）
■障害者福祉の制度は自分から動かないと成人の場合、特に情報が得にくく困っています。生き
辛さを抱えていても、どうしたらいいのか分かりません。子供・大人の発達障害のピックアッ
プ機能がもう少し充実するといいと思います。
（30 歳代）
■発達障害は病気ではなく生まれつきの障害なので２年に１回、精神手帳や年金診断書（医師に
頼む）などの提出は不要かと思います。
（とても手続きが負担です）本人の抱えている発達ので
こぼこの不便さは変わることがないので、１度認定して下さったなら一生変わらぬ援助を希望
します。親が亡くなった後、自分で手続きなどが更新出来ない心配が大きく不安しかありませ
ん。（30 歳代）
■福祉について、川越市の対応に感謝しています。ある障害者団体に所属していますが、親の関
心事は親亡き後の子の生活のことです。私ども親は自分たちの年金がギリギリ切り詰めてなる
だけ子へ残そうと、決して贅沢はしていません。どうか障害年金を生活できる（生活保護に対
応出来る額）額にアップしていただけるよう援助をお願いします。そのためには法的な制度の
充実を計り、残された子達が安心して生きていけるよう宜しくお願い致します。
（30 歳代）
■平日しか市役所を開所しないのは困る。障害があってもどうにか働き納税までしているので、
土曜だけでも全ての部門を開所してほしい。あとうつ病への支援をもっと行ってほしい。
（40 歳
代）
■自身の障害を理解してくれる施設が川越市にはなかった。（10 ヶ所くらい施設を行った）同じ
質問を何回も聞かれてウンザリ。
「なにをしにここに来たのか」という目で見られてイライラさ
せられた。施設職員の再教育が必要に感じる。
（50 歳代）
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【その他】
■自分が出来る事はドナー登録だけです。今や家族優先があったとしても両親しか自分は出来ま
せん。私には兄がいます。マザーテレサの言う言葉では「あなたは近くの人々、自国の人を助
けましたか?」と言っています。兄弟であれば弟が脳死すれば死亡扱いになり、弟へ香典を兄は
出します。おそらくその香典が臓器売買としてみられるのでしょうが。ドナーとして他の臓器
で多くの人を救えることは知っています。兄へのドナーになれるのは、１/4 です。最大 11 人の
苦しみ、将来を考ええれば。登録者も増え、多くの人を幸せに出きます。１/4 の確率、法の問
題よりドナー登録者を増やし、3/4 で【最大 11 人】の人々を救うことを観ていただきたいです。
障害厚生年金、ドナー登録のルールに対して理不尽に思っております。法で多くの方々を救い
求めていただきたいです。（20 歳代）
■川越市は障害者にとても親切で助かっています。市役所も保健所も分からない事は教えてくれ
ます。色々な援助があってバスの割引、美術館の割引など利用しています。自分がもっとたく
さん働けたらと思いますが、なかなかうまくいきません。今は訪問サービスと病院の連携のお
かげで少し安心出来るようになりました。
「将来一人になったら」という事が何よりも気がかり
です。（20 歳代）
■このアンケート自体「発達障害のある方を… 」とあるにも関わらず、身体障害者より設問が多
いと感じた。発達障害者に関しての理解が足りないのでは？（20 歳代）
■意見・要望等 行政（市政だけでなく）に対する不満が多すぎてまとまる文章が書けそうにも
ありません。現場や障害者やその保護者などの目線に立って福祉を考えていただきたいと思い
ます。（20 歳代）
■数字を〇で囲む数を制限しないでほしい。（40 歳代）
■アンケートが複雑だし 61 問は多すぎ。（発達障害者には辛いでしょう）アンケートは任意提出
にした方が良いのでは。書字障害、読字障害も持つ場合があるので、ネット回答もＯＫにして
みてはいかがですか。
（パソコンが得意な人は多いため）身体障害者以外も市役所で雇用してみ
ませんか。発達障害者向けの講座がウェスタデータあった時に目で見て分かるレジュメがなく、
スマホやケータイでの撮影も禁止だったことがありますが、川越市役所側がＮＧを出したので
残念でした。
（ゲストさんはＯＫを出したがっていましたよ）シャトルバスが無料なのは助かり
ます。（40 歳代）【再掲】
■障害アンケートに関して、問 43 の福祉サービスについて「サービスの説明」とアンケート欄を
そのまま続けて参照させようと思わせること自体、サービスに欠けている。アンケート欄と「サ
ービスの説明」をアンケート本体を開いた時に番号と照らし合わせる事がどうして出来ないの
か。これは一般の方でも同様と言えることだろう。（50 歳代）
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ご家族や援助（介助や手助け）をされている方へ
毎日の援助の中で気づいた問題点や、市へのご意見・ご要望などがありましたら、自由にお書きくだ
さい。

【差別解消および権利擁護について】
■一口に発達障害といっても困ることや不安な事も人それぞれ違います。少しでも多くの方々に
障害を抱えている人たちの大変さ、不安さを正しく理解して頂けるような社会になってほしい
し、理解していただきたいです。発達障害は生まれながらに抱えてしまったもので、本人たち
は何も悪くないのです。もっと堂々としていていいのに自分たちは小さくなっていないといけ
ないという生き方を見ていると本当に辛いです。生まれてきて良かったと思える社会を望みま
す。（20 歳代）
■前の頁にも書きましたが、行政の行っている支援に対し、要望等不満が多すぎて、まとまった
文章を書くことができません。しかしながら、障害者一人一人に見合った支援は非常に難しい
ですから、私たち、障害者本人も家族もたくさんのことを諦めてきましたし、社会の厳しい非
難も受けてきました。これを改善するには、一個人でも市政でも出来ることではありませんが、
発信するのを諦めてしまうわけにはいかないのではないか。と考えています。障害者はもちろ
ん、どんな人も平等に生きていけるような国になるには、小さな声を大きな声に変えて発信し
ていただける市政であってほしいと思います。 まとまらなくて書きたいことが煩雑になって
しまいましたが、なんとか汲み取っていただければ・・・と思います。（20 歳代）
■発達障害は目に見えない障害であり、個々によりその症状は様々であるが由に誤解されやすく、
理解されにくい障害です。１番苦しみ、困っているのは本人なのですが、その困り感を相手に
伝えるのが出来ない事が多く、また誘導的な話はそのまま”yes”を頷いてしまうのも障害の特
徴の一つなのでトラブルの一つに発展しかねない状況になってしまうこともあります。今まで
出来ていたことも何かのきっかけで出来なくなってしまったり、何度やっても習得できない事
もあります。よりきめ細やかな配慮が必要な障害としてもっと理解を深めていただきたいと感
じております。特に就職が出来ないという点においては経済的な問題も含まれており、健康保
険、年金の支払いは大きな課題の一つです。障害年金を支給できない障害手帳の受給者には社
会保険料、医療機関への支払免責を強く望みます。（20 歳代）
【保健・医療サービスについて】
■メンタルが弱いため、病院の受診も相手のドクターが厳しい方だったりすると歯医者ひとつ行
けなくて困っています。発達障害に理解のある病院や医院を探しています。（20 歳代）
【教育について】
■援助の中で気づいた点は、教育機関についてですが、発達障害や精神病のことを全く理解して
いない指導者が数多くいる事です。特に年配の先生方には最新の知識を取り入れてほしいと思
います。先生も自分の指導に自信がある方などは、保護者の話はまともに聞いてくれません。
実際に見たことですが、泣き叫ぶ子供の口に歯ブラシを押し込んだり、聴覚過敏の子供の騒が
しい場所への強制参加などは普通にあります。本人の特徴をお話したいとお願いしても「私は
23 年間やってきました。お母さんは１人だけでしょ」と話を聞いてくれない特別支援学級のベ
テラン主任もいました。このようなタイプの先生に理解していただくのは難しいと思いますの
で、子の方以外の方に精神病や発達障害の人への理解を拡げるキャンペーンをしてほしいです。
ポスターを作り、学校や病院など公共施設に掲示し障害者が困っている具体的な内容を広めて
ほしいです。身体障害者の方と同じ様に、それ以上に目に見えない障害者の苦しみがある事を
多くの方に広めていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。（10 歳代）
■教育現場であの障害に関する認識の向上。
（教師・生徒共に）パッと見は普通なので周りの生徒
には伝わらずいじめにあうこともある。市の制度は健常者でも分からない事があるのでもっと
分かりやすく。援助者の精神的なケアやもっと身近に相談等出来る窓口を増やしてほしい。手
続きをするにあたり、平日のみ対応ではなく休日も月に何日か対応していただけると助かりま
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す。（20 歳代）
■自信を持つための研修（コミュニケーション、知識ＵＰ）（20 歳代）
■問題点-１：本人の思い通りに行動できない。例えば公共交通は１人で乗れない。 問題点-２：
本人の思いを他者へ伝えられない。例えば、困っていてもそれを伝えられない。 意見-１：10
年以上前であるが、教育委員会のリベーラが担当していたスチューデントサポーターの事業は、
不登校の息子に非常に有効でした。小・中学生へのサポートの継続と、それ以降の年代へ同様
な事業を行い、障害者を持つ本人の引きこもり解消を計ってはどうか。 意見-２：市内の不登
校者及び経験者の学んだ範囲を調査し、学べていない部分や経験や不足している成人の障害者
へのフォローをしてはどうか（引きこもり防止と能力活性化） 意見-３：市役所業務全体で、
問題を持った市民が窓口に来たら、関連する手続きやサービスの存在を一括して案内するよう
に業務の内容を改善してはどうか（息子が小１の時に失業し、国保の手続きをした時は、教育
に関する援助についても存在を教えていただいた。組織が分かれているからこそ、１つの問題
に関する対処の水平展開の案内をすべきと考える） 要望-１：本人に該当するあらゆる手当の
通知を役所側からしてほしい（子供が生まれた時に住んでいた町田市では収入が平均より少な
いから手当を申請して下さいと案内がきました） 要望-２：障害者が利用しやすい、市役所側
と障害者のパイプを作ってほしい。また、家毎に専任の窓口担当者を設定し、相談しやすい体
制にしてほしい。障害毎に要件は違うのでハードルは高いと思いますが、検討をお願いします。
更に我が家は父母も精神障害と支える方も弱いので、親子共に障害、家族に複数障害者の時は、
よりサポートをお願いします。 要望-３：障害者向けの川越市役所ホームページ上でのまとめ
たページの提供をお願いします。協等外部の連携期間についても外部リンクとして一緒にお願
いします。 要望-４：上下学校間でのフォロー継続を守るよう指摘をお願いします（小３で不
登校となった息子が、小６より特別支援学級となり何とか通えた。中学へは本人の情報を小学
校から伝えたが、
「こちらはこちらで見ますから～」という感じで継続性がなかった。中２の秋
に再び不登校となり、自宅生活のまままもなく 24 才になろうとしている） 要望-５：障害者
手帳所有者は投票時につきそいを認めてほしい。
（選挙管理委員会へ電話した時に、障害があっ
ても親がついてはＮＧと言われた。障害者が投票する権利を守るためにも、障害者手帳を示し
たら付き添いを記入してほしい。２回くらい、親に続いて期日前投票で一応投票できたが、ハ
ードルを下げてほしい） 要望-６：市役所と外部機関の連携をもっと根本的に強化してほしい。
特に社協。例えば障害〇〇級向けの室内の紙を渡してほしい。渡すのが法的にＮＧなら資料コ
ーナーを作り、自分に必要な情報を持ち帰れるようにしてほしい（非課税世帯、且つ３人全員
精神障害２級の我が家は、年末の助け合いの対象？になる？らしいが、社協の仕組み等が分か
らないので何も出来なかった。市役所の窓口でもフォローしていただけると助かります） 以
上。（20 歳代）
【雇用・就労について】
■毎日普通に生活をしていて、家の事もよくやってくれています。私も夫も外へ働きに行ってい
て半日は１人で過ごしています。病院には私が娘と一緒に行っています。以前は１人で行って
いたのですが、病院が変わって家から近くなったので私も一緒に行ってもらいたいのかなと思
います。娘も働く場所がなかなかないので、どこか障害者の人が働ける場所があればいいと思
っています。そして人と話し合えればいいと思います。（30 歳代）
【福祉サービスの充実について】
■息子の将来が心配です。生活していくためのお金を働けない場合、どうすれば良いのか？と不
安です。どこに相談すれば良いか？も分からず困っています。うちは私（母）も障害があり、
祖母も難病の為、大変困っています。死んでしまうしかないとみんなで言っています。息子は
難病（膠原病）と自閉症があり、社会性がありません。（10 歳代）
■はじめて今年になり（中学卒業で医療費もかかることもあり）、障害者手帳の申請をした。県立
病院やもろもろもっと早くに申請出来れば補助を受けるも出来たのかと残念でした。保健所や
ら市役所やら足を運び聞いてみるがやはり聞き漏らした点もあり、二度三度と足を運んだ（も
う少しまとめて教えてくれる所はないのか？）現在、週２のサポート校に通学しているがなか
なか通えず（体調も不良であり、精神状態も波がある）とても母子家庭で働くのは必須だが、
学校への送迎が必要で、通院もありパートで働くだけで精一杯。生活を維持するには大変であ
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る。就職できそうもない我が子をいつまで養えるのか不安である。私（親）自身、体調不良で
働けず国民年金も何年か払えていない期間があり、老後は生きていけるのだろうか。
（10 歳代）
■教育現場であの障害に関する認識の向上。
（教師・生徒共に）パッと見は普通なので周りの生徒
には伝わらず、いじめにあうこともある。市の制度は健常者でも分からない事があるのでもっ
と分かりやすく。援助者の精神的なケアやもっと身近に相談等出来る窓口を増やしてほしい。
手続きをするにあたり、平日のみ対応ではなく休日も月に何日か対応していただけると助かり
ます。（20 歳代）【再掲】
■発達障害は目に見えない障害であり、個々によりその症状は様々であるが由に誤解されやすく、
理解されにくい障害です。１番苦しみ、困っているのは本人なのですが、その困り感を相手に
伝えるのが出来ない事が多く、また誘導的な話はそのまま”yes”を頷いてしまうのも障害の特
徴の一つなのでトラブルの一つに発展しかねない状況になってしまうこともあります。今まで
出来ていたことも何かのきっかけで出来なくなってしまったり、何度やっても習得できない事
もあります。よりきめ細やかな配慮が必要な障害としてもっと理解を深めていただきたいと感
じております。特に就職が出来ないという点においては経済的な問題も含まれており、健康保
険、年金の支払いは大きな課題の一つです。障害年金を支給できない障害手帳の受給者には社
会保険料、医療機関への支払免責を強く望みます。（20 歳代）【再掲】
■障害があるといっても１人１人その度合いが違うので一律に○○サービスがあると言われても
利用出来たり出来なかったりで使いにくい。障害の種類、程度などで関連サービスが分断され
ているように感じる。ワンストップ窓口のように障害があることで生じる様々な困りごとを１
ヶ所で集約相談出来るような制度、場所があると良い。地区ごとにあるとなお良い。80-50 問題
が人ごとではないので。
（20 歳代）
■息子が高校生の時、市の発達相談チューリップが開始され、たまたま相談員さんが友人だった
こともありしばらく親子で利用し、手帳と年金の手続きをすすめられ、今に至ります。今年に
入って、通いなれた児童精神科から大人のメンタル外来に転院しましたが、長年支えてくれた
治療者を失って孤立感が強いです。手帳があるので通所/家庭訪問での相談や外出援助も本人が
望めば受けられる事は話してありますが、知らない人が家に入ったり、知らない人と出かける
のには抵抗があるらしく、今は利用したくないそうです。本人が望まない限り出口がない、と
いうのもどうなのでしょう？アウトリーチはもっと考えても良いのでは？と家族は思います。
本人が不安なく生活することが第１なので種々の援助の制度があっても利用に不安が伴ううち
はそのメリットを受けられないのは残念です。
（20 歳代）
■問題点-１：本人の思い通りに行動できない。例えば公共交通は１人で乗れない。 問題点-２：
本人の思いを他者へ伝えられない。例えば、困っていてもそれを伝えられない。 意見-１：10
年以上前であるが、教育委員会のリベーラが担当していたスチューデントサポーターの事業は、
不登校の息子に非常に有効でした。小・中学生へのサポートの継続と、それ以降の年代へ同様
な事業を行い、障害者を持つ本人の引きこもり解消を計ってはどうか。 意見-２：市内の不登
校者及び経験者の学んだ範囲を調査し、学べていない部分や経験や不足している成人の障害者
へのフォローをしてはどうか（引きこもり防止と能力活性化） 意見-３：市役所業務全体で、
問題を持った市民が窓口に来たら、関連する手続きやサービスの存在を一括して案内するよう
に業務の内容を改善してはどうか（息子が小１の時に失業し、国保の手続きをした時は、教育
に関する援助についても存在を教えていただいた。組織が分かれているからこそ、１つの問題
に関する対処の水平展開の案内をすべきと考える） 要望-１：本人に該当するあらゆる手当の
通知を役所側からしてほしい（子供が生まれた時に住んでいた町田市では収入が平均より少な
いから手当を申請して下さいと案内がきました） 要望-２：障害者が利用しやすい、市役所側
と障害者のパイプを作ってほしい。また、家毎に専任の窓口担当者を設定し、相談しやすい体
制にしてほしい。障害毎に要件は違うのでハードルは高いと思いますが、検討をお願いします。
更に我が家は父母も精神障害と支える方も弱いので、親子共に障害、家族に複数障害者の時は、
よりサポートをお願いします。 要望-３：障害者向けの川越市役所ホームページ上でのまとめ
たページの提供をお願いします。協等外部の連携期間についても外部リンクとして一緒にお願
いします。 要望-４：上下学校間でのフォロー継続を守るよう指摘をお願いします（小３で不
登校となった息子が、小６より特別支援学級となり何とか通えた。中学へは本人の情報を小学
校から伝えたが、
「こちらはこちらで見ますから～」という感じで継続性がなかった。中２の秋
に再び不登校となり、自宅生活のまままもなく 24 才になろうとしている） 要望-５：障害者
手帳所有者は投票時につきそいを認めてほしい。
（選挙管理委員会へ電話した時に、障害があっ
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ても親がついてはＮＧと言われた。障害者が投票する権利を守るためにも、障害者手帳を示し
たら付き添いを記入してほしい。２回くらい、親に続いて期日前投票で一応投票できたが、ハ
ードルを下げてほしい） 要望-６：市役所と外部機関の連携をもっと根本的に強化してほしい。
特に社協。例えば障害〇〇級向けの室内の紙を渡してほしい。渡すのが法的にＮＧなら資料コ
ーナーを作り、自分に必要な情報を持ち帰れるようにしてほしい（非課税世帯、且つ３人全員
精神障害２級の我が家は、年末の助け合いの対象？になる？らしいが、社協の仕組み等が分か
らないので何も出来なかった。市役所の窓口でもフォローしていただけると助かります） 以
上。（20 歳代）【再掲】
■だんだんと母親である私も年をとってきて、入院、又、親（本人から見ると祖父）の介護問題
とかもあり家を空ける事が多くなりました。その折の本人の居場所、見守りをどうするか、と
ても困りました。気軽に声掛けしてくれる近隣の親子共通の友人がいない。そういう環境を作
ってこなかった私（母親）の責任でもあるのですが。両隣家の生活音に敏感に反応するので関
係は良くないので頼めません。父親はまだ会社勤めをしているので、そういう生活音の話は分
からない。二次障害のひどい時の本人を落ち着かせる緊急時のサポートがほしい。親が入院な
どした折の本人の一時的な見守りや身を寄せられる場所がほしい。前記についてすでに制度が
整っていて私どもが知らないのかもしれません。顔見知りになる→声をかけてもらえる→誘っ
てもらって行ける場所がある→場所に慣れて自由に行ける→生活面での困りごとが話せる→困
りごとの解決が出来るサービスやサポートが受けられるとこにつながる→職についたとしても
ふらりと立ち寄れてしゃべらなくてもいていいんだという場所、これから先の息子の人生にこ
ういう場所があればきっと社会の中で生きていけるのではないかと思っています。（30 歳代）
■問 12 の本人の回答が５、介助援助は受けていないをチェックしていた。実際は促すが実行でき
ず家族が援助している。本人は家族だから援助してもらっている意識がない様子。でも家族が
亡くなった場合、不安はあるようだがどうしてよいか分からない様子。在宅で生活している障
害者の場合、家族を亡くした時点で、その何かしらの援助がスムーズに出来るようになってい
たら安心致します。（30 歳代）
■（1）精神や発達障害があると物事の考え方や食事、生活面での片寄りがあるのでそれを幅広く
教えたり直すのに時間がかかる （2）理解力が弱いので１度に沢山のことを言ったり、早口で
言うと理解しにくい。更に重要な書類等は難しいため１つ１つ分かりやすく説明しないと理解
できない。今は親が手助けできるが１人では無理で介助者は必要である（特に重要な障害者へ
のお知らせ、申請書、提出物には神経を使う） （3）金銭、生活面での援助は親がしているの
で負担が大きい。他、諸々ありますが１人の老親が障害のある子を支えて行くのは限界があり
ます。遠方の家族にお願いするのも無理があり、１人になった時の事を考えると心配すること
ばかりです。川越市障害者福祉課様には是非これからも障害者がよりよく過ごせるようにご支
援を頂きたくお願い致します。（30 歳代）
■金銭のことが不安ですが、相談するところが分からない。（30 歳代）
■医療費控除の対象枠を拡大してほしい。
（公共施設やカウンセリングなどの公的補助） 精神障
がい者の福祉が他の障がいに比べて十分でない。
「社会保障の充実」と言っているのだから、実
行してください。（40 歳代）
【その他】
■中の方書きました。（10 歳代）
■両親は書くことが多かったのか（今まで）、特になしとの事です。（20 歳代）
■現在は親がいるが、いなくなってしまったら保健所の手続きやお金の管理、医療への伝え方な
どが分からない。書字障害があるため、文字を書くことに限界がある。縦文字のものは読めな
い、など手続きはすべて文字なので、親がいなくなった時の事が心配である。どこに相談して
良いか分からない。（20 歳代）
■娘は広汎性発達障害です。知的レベルも低いので難しい話が分かりません。アンケートは進ん
で答えようとしていたのですが、文字の量に圧倒され１人で読み進める事が出来ませんでした。
読み聞かせながら答えさせましたが福祉サービスの所で利用してみようと提案しても他人と関
わることを嫌うので答えがほぼ「利用しない」になってしまいました。これまでいくつかの相
談機関、デイサービスの体験にも行ったことはありますが、興味のないことには取り掛かろう
ともしないので、相談だけは行けても次につながらず困っています。健常の姉がいますが、将
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来、姉１人に負担をかけることになってしまうことも不安です。体だけ大きくなって、手のか
かる子供と同じなので娘を置いて夫婦旅行も出来ません。なんとか自立してほしいのですが、
10 年以上ほぼ成長がありません。自発的に活動が出来ないので、時々訪問に来て頂けたり、仕
事を経験させていただいたりと第３者の手をお借りしたい気持ちはあるのですが、本人が動か
ないので将来がとても心配です。（20 歳代）
■お陰様で就労移行支援や就労定着支援を受け、現在は職に就くことが出来ており、親として少
しホッとしています。本人に対して親として特別な援助はしておりませんが、今後自立に向け
増々成長していってくれることを望んでおります。（30 歳代）
■本人は１日のうちでパソコン７Ｈ，テレビを２Ｈよく見ている。本、新聞はほとんど読まない。
テレビ（録画済の科学もの、歴史もの）を見て一度で理解できないのか繰り返し見ている。１
時間ものが２時間かかるのである。ものによっては数週間後にまた同じものをみている。関心
あるものには何度も繰り返し見ている（十分な理解、記憶が出来ないらしい）。親から見ると集
中して行うことが出来ていると思えるのに本人は納得できるまでこだわって見ている。勘どこ
ろをつかんだ発言もあるので、全く理解力が無いわけでもない。（40 歳代）
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