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福岡市に障がい者   
差別禁止条例をつくる会 

障がいがあるから 

 嫌な思いをした 

 悔しい思いをした 

 理不尽な対応を受けた 

 不利益にあつかわれた 

1,000 人を超える人たちの想い 
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アンケート事例 

設問：障がいがあることを理由に、あなたや障がいのある人が、「いやな思いをした」「悔しい思いをした」「理不
尽な対応をうけた」「不利益にあつかわれた」などがありましたら、ご記⼊ください。背景事情がわかるように、で
きるだけ詳しく書いてください。 

 凡例  
ＮＯ 差別分類/年代/性別/障がい者手帳（診断名）/回答者 

事例（時期） 

1.福祉の領域 

No.1   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ（メンケス病）)/⺟ 

市役所に格納式ベッドを設置してほしいとお願いしたら「状況をみながら」と言われた。(10 年以上前) 

No.2   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

介護福祉士、ホームヘルパーの資格を持って、福祉作業所のボランティアをしようとしたが、施設長が行政の人に相談したら、精神障害者に責任

のあることをさせて事故でも起きたらだれが責任をとるのですか？と言われ断念した。１０年ぐらい前のこと。(10 年以上前) 

No.3   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障がい)/妻 

子どもは今、障がい児通園施設に通っていますが、なかなか他の同じくらいの子どもと接する機会がないので、ふれあいができるようにしてほし

い。 

No.4   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障がい)/妻 

子どもが２歳（１年前）、通園施設に行くのに公共バスに乗っている時に、いつも座る椅子がない時にぐずりかんしゃくを起こす。泣いていた時

におじさんに「次で降りろ！うるさい！」と言われ、悲しくバスを降りました。うるさい気持ちもわかりますが、もう少し見守ってくれると子育

てしやすい環境になります。(10 年以内) 

No.5   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

福祉や医療関係の方は全員ではないと思うが、弱者を相手にしている仕事でありながら、障がい者の心の内面までは知ろうとせず、マニュアルに

従った事務的な対応の人が多い。「難聴者です」とこちらから言っているのに、声は「ぼそぼそ」「筆談」はしてくれない。マスクをしたままな

ので、よけいに聞き取れません。(10 年以内/10 年以上前) 

No.6   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

最近は生まれた病院で赤ちゃんの聴覚に異常がないか検査されます。ろうあとして生まれた子は早期から言葉を覚える為の訓練をして、ろう学校

に進み手話を覚えます。難聴中途失聴者には、言葉が話せるために障がいを軽く見られている。難聴者に対する社会の細かい対応を急ぐ必要があ

る。 

No.7   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/療育手帳(知的障がい)/兄弟 

入所施設で入浴は隔日実施。せめて夏季だけでも毎日入浴又はシャワーを使いたい。（外部施設の清掃等の後特に感じる） 

No.8   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/父 

障がいが重度で親が一生懸命療育して発達が良いと、療育に熱心でなく放置したために発達が良くない障がい児の療育手帳の等級よりも低いこと

が納得できない。努力して発達が良い事が療育手帳においては報われていない。 

No.9   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

療育手帳がＢの判定の時、Ａの判定の人と福祉を受けられる範囲が大幅に狭かったこと(10 年以内) 

No.10   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢障がい)/本人 

区役所の福祉事務所に手帳の申請に行った時、あなたの手は本当に動かないのか？もっと動くでしょうと言われとても憤りを覚えた。(10 年以上

前) 

No.11   1.直接差別/3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

以前通園していた園から「てんかん」「発達障がい（当時はグレーゾーン）の可能性があり、落ち着きがない」を理由に、人手不足だからと延長

保育を断わられた。当時、私は妊娠中～新生児を抱えていたが、周囲がリフレッシュ等で延長ＯＫだったのに、何か理不尽だと思った。(10 年以

内) 

No.12   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

福祉課の新人職員の人、もう何を言われたか覚えてないが・・・。(10 年以内) 

No.13   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

児相の担当者、判定の時（３回目の頃？）療育手帳に該当しないが今回は大マケして付けてやると言われた。その次は中度（Ｂ）の判定だった。

(10 年以内) 

No.14   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

保健福祉士の人、病院代や福祉具が必要でお金ないなら貧乏らしくしたらと言われくやしかった。(10 年以内) 

No.15   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

精神障害と身体障がいの手帳でサービスに差があること。 
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No.16   未分類/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

「スタージ・ウェーバー病」は東京都では母斑症として医療助成金がでると聞いています。ですが福岡県ではまだ独自で医療助成金は出ないと聞

いています。(10 年以内) 

No.17   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・入所施設でペニスを２回も鋭利なもので切られた。（職員によるい

やがらせ）訴えたかったが発作が多くてガマンした。(10 年以内) 

No.18   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/無し(発達障がい)/⺟ 

障がい者扶養共済制度について知りたくて区役所をたずねましたが、窓口のスタッフはあまりご存知なく、口頭で説明されただけで、資料もパン

フレットも用意されておらず、しかも加入はすすめませんということでした。制度を必要とされるのは一部の少数の方かもしれませんが、対応の

お粗末さに差別を感じました。(10 年以内) 

No.19   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/無し(発達障がい)/⺟ 

適切な医療と、心ある福祉機関での対応を受けることができず、一般社会だけではなく医療・福祉関係機関も拒否するようになりました。難しい

特性をかかえる障がいですが、一人一人の能力を活かし支援を受けながら社会の中で生活できないのも差別の一つではないでしょうか。(10 年以

内) 

No.20   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

私は、精神障がい者の施設で、一人で寂しそうにしている仲間がいると、無理のない範囲で、さりげなく声をかけることがある。が、その話を聞

いた保健師から「あなたも病気なんだから、そんなことしなくていい」と注意された。「ピアサポート」という言葉があるが、私もいままで何か

と仲間に助けられてきたし、障がい者同士は無理のない範囲で仲間に力を貸すことが自然発生的に起きる。ピアサポートに理解のない行政職員か

ら冷たく注意されて、不快だった。同じ境遇に置かれた人同士でお互いに気をかけるというのは、普通の人でも起こること。病気だからと抑圧さ

れて、理不尽だと思った。(10 年以内) 

No.21   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(顎髄損傷)/本人 

移動支援の支給時間や利用について、制限を設けることは国連による障がい者権利条約に反することになる。(10 年以内) 

No.22   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

２，３時間おきの巡回型の夜勤があるが、なぜ自分の好きな時に体位交換ができないのか疑問だ。(10 年以内) 

No.23   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

ガイドヘルプを利用して外出している。しかし、制約が多く行きたい所に行けない(10 年以内) 

No.24   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

習い事に行きたいと思ってもガイドヘルプは利用できない。また、一人暮らしのため介助者がいなく行くことができず諦める。(10 年以内) 

No.25   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

ヘルパーさんの時間数など、その人（本人）の環境や体調はもちろんですが、他の人との関係もあって（他の人にはそんなに時間数を出していな

いので）そんな時間数は出せないと言われた。(10 年以内) 

No.26   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

施設入所中、地域で自立生活をするため、Ｃ市役所の担当者に居宅介護の支給量について相談したが、「そんなに支援が必要ならば施設にいて下

さい」と言われた。また、生活保護の相談の際も、１０年以上もあっていない絶縁状態の父について「生活保護を考える前に父親との関係を直し

なさい」と言われ、なぜこんなことを言われなければならないのかと悔しかった。(10 年以上前) 

No.27   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

現在、障がい福祉サービスの外出支援は目的による利用制限が多い。障がい者権利条約では移動の自由を保障することとなっており、権利侵害だ

と感じる。(10 年以内) 

No.28   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

厚労省管轄のリハビリセンター等の施設で十分に点字や音声による説明、テキストデーターでの提供などの情報保障が受けられなかった。(10 年

以内) 

No.29   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

携帯電話を買い替えたいとか、家でのクーラーが故障したので、修理しに来ていただくために手話通訳手配依頼したら、公的派遣でなく、ボラン

ティア派遣だった。携帯電話買い換えや修理に関しては、日常生活に関わる問題なので、公的派遣でなくボランティア派遣にするのはおかしいで

はないか？(10 年以内) 

No.30   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両眼視神経委縮)/本人 

外出の際、ガイドヘルパーを利用することが多くなったが、公金が支出されていることが最大の原因と思われるが運用上かなり制限を受け非常に

使いにくい制度になっている。その際提出する計画書などはあらかじめ行動を規程し提出するとは大げさに言えば行動の自由を制限されたような

感じがする。(10 年以内/10 年以上前) 

No.31   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

身障者トイレにベッドタイプのおむつ替えスペースを増やしてほしい 

No.32   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

区役所の福祉課に行った時、窓口に出てくる人が人によって言う事がちがう。何度も出なおさなければならなかった。(10 年以内) 

No.33   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

福祉訓練事業が本人たちに対応する能力がないと分かった状況の中で、手当であれ収入源、訓練であれ仕事を次の収入源、仕事をなにも保障せ

ず、解散させたことは一般の社会でも通用することではないと思います。親がどう対処すれば長い間の慣れた仕事を続けさせられたのかと今でも

考えることがあります。一般企業の倒産ではないのですから。(10 年以内) 
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No.34   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(上肢障害・視野狭窄)/本人 

一人暮らしの為、ヘルパーさんの援助時間を増やしてほしい。(10 年以内) 

No.35   1.直接差別/10 歳未満/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/⺟ 

福岡市では、平成１４年から全認可保育園で障害児受け入れを謳っていますが、○区の○○保育園で「うちの保育レベルについてこられる子だけ

しか預からない」と断られました。(10 年以内) 

No.36   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/⺟ 

また、「うちはノーマライゼーション園で、障害児をたくさん預かって来たから見ただけでわかるけど、お子さんの障害は軽度ではない。中度か

重度です」と断定され…。医師でもない、ましてや入園させてもくれない保育園が、そんな言い方で親を傷つけるなんて…とショックで、園をで

た瞬間に号泣しました。（後日、福岡市保育課に報告）(10 年以内) 

No.37   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/⺟ 

保育園に預かってもらえなければ、母親は働くことができません。障害児の親は我が子に少しでも多くのお金を遺したい、子どもに頼れないため

老後の蓄えをしなければ、と思っているのではないかと思いますが、単独通園施設（１０時～１５時預かり）で働く事は困難です。(10 年以内) 

No.38   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/⺟ 

我が子に障害があることで、親は障害の苦悩を背負うことに加え、働く権利までも奪われていると感じました。(10 年以内) 

No.39   1.直接差別/10 歳未満/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

保育園に通っています。健常児として６ケ月から通いだしました。１歳の誕生日を迎えるころ、障害があることがわかり、園に伝えました。１歳

児の入所申し込みは通常通り行えましたが、１歳児の秋、個人面談があり、園長先生より専門の方がいる園に移られてはどうか？と言われ保育課

に相談しました。それ以外にも療育キャンプに行った方がいいと言われたり、加配の障保の付けられる時間以上にあずけているから、園が困って

いる。みたいなことも言われました。その時には保育課より指導が入っています。翌年の２歳児の秋の個人面談では、以上児に進級するにあたっ

て、園外活動には保護者同伴でないと連れていかないと言われました。現在３歳児ですが、散歩すらお留守番、川遊びや芋ほりは親同伴になりそ

うです。これも保育課に相談しました。保育課から園に指導が入って、数日後園長より「いくら保育課に言っても、保育課は現場を知らないのだ

から、現場が無理なものは無理」と言われました。行事としての園外活動は親同伴なら加配もつけるとのことでした。障保は中度です。(10 年以

内) 

No.40   1.直接差別/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚)/本人 

ケアハウス入居の際の差別:施設入居の際、福岡市より施設一覧表をもらって見学にまわった。その後３ケ所に絞り、書類を出した。その中で特

に希望していた施設は、点字ブロック、音声案内などもあり良いと思ったが、障害者ということで話もしてもらえなかった。障害者は自立が認め

られないという理由で。(10 年以上前) 

No.41   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚)/本人 

緊急通報システムに関して：現在○○園に入所している。最近半身不随の方が入所されたが、施設内で転ばれ、自力で起き上がることができな

い。緊急通報システムはベッド付近にあるが、立ち上がる事もできず、自力では押せない状態です。私の家内も施設内のトイレで転び、何時間後

に発見された経緯がある。福祉課に話したら施設入所者は、対象ではないと回答された。なんとか施設入所者にも必要な方には個人貸出して頂き

たい。(10 年以内) 

No.42   1.直接差別/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症候群)/⺟ 

1～２歳：フルタイムで働いており、育児休暇をとっていましたが、自分たちの生活のために酸素吸入が外れた１歳の頃から保育園を探しまし

た。はじめに電話でダウン症がある事を伝えると「園では障害児を受け入れたことがない」や「ダウン症にくわしい保育者がいませんので、他園

で受け入れ可能な園も沢山あります。他をあたってください」と子どもに会わないうちから４～５件断られた。障害＆ダウン症→マイナスイメー

ジという固定概念をもった人が多いことにショックを受けた。(10 年以内) 

No.43   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

療育手帳の判定の際、判定の内容（社会性はどのくらい、言語はどのくらいなど）を教えてほしい。自分のこどものことなので知りたいし、療育

に活かせるのでは？なぜ秘密なのか・・・？またＢ１とＢ２は実生活ではほとんど差はないのに、受けられるサービスに差が大きいと思います。

(10 年以内) 

No.44   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(頭頸ガン)/本人 

ＥＬ発声にもっと興味をもってもらって、少しでもコミュニケーションをとりたいと思う。（ＥＬ：電気式人工咽頭） 

No.45   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症候群)/⺟ 

兄弟児の幼稚園に同行した時に、その園の未就園児から「気持ち悪い」と言われたので、その事実を改善して欲しい旨を手紙に書いて出したが

「手紙を読んだ」という回答すらなかった。(10 年以内) 

No.46   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(先天性水頭症)/父 

障害者用マークの付いた駐車スペースに、よく健常者がとめていて、苦労した事がなんどもあります。（コンビニ、大型施設など）(10 年以内) 

No.47   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(先天性水頭症)/父 

障害者用トイレでのオムツ交換スペースがなく困ったことがあります。またトイレの数も少ない。(10 年以内) 

No.48   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育・精神保健福祉手帳/本人 

療育手帳が発行されたとき、親父に療育手帳が発行されてどう思うかと聞いたら、なんとも思わないと言ったので悔しかった。(10 年以内) 

No.49   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

今現在必要な生活の場（ケアホーム・グループホーム）が増えていかない事、整わない事に対して、とても不安を感じます。(10 年以内) 

No.50   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/兄弟 

施設が良いが長いので、いつも周りの人に助けていただいて過ごしてきたように思います。 
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No.51   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟/支援者 

精神障害の子どもには移動支援がなかった。（不服申し立ての後、２年後に認められた）→教育委員会の人に電話で「支援級の人は、親が送り迎

えするのが当たり前。出来ない日は休んではどうですか？」と言われた。仕事をしている身なので、大変苦労しました(10 年以内) 

No.52   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/無し(うつ病 アスペルガー症候群)/本人 

介護事業所で体験したことを述べます。福岡市の移動支援では公園やプールの支援が出来ません。これは自由に制限を受けずに利用できる障害の

ない人と不平等・不公平だと思われます。差別です。ぜひ「つくる会」で取り上げていただきたい。(10 年以内) 

No.53   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/無し(うつ病 アスペルガー症候群)/本人 

同様に事業所関係者の車両を使用することも、白タク行為として認められていません。一人が運転し、一人がきちんと支援に入る（請求は一人分

しかしない）ことは白タク行為ではないと陸運局で回答をもらいました。認めないことによる、障害者の移動が制限されています。これは差別政

策ではないでしょうか？(10 年以内) 

No.54   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/精神保健福祉手帳/本人 

児童相談所で「この子はダメな子だから、障害者の施設に入れなさい。一般社会では通用しない」と母親が言われた。自分の可能性を否定された

ことが悔しい。(10 年以上前) 

No.55   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚)/無記⼊ 

手話講習会での講義の時、手話通訳が十分に通訳出来なかった事によって、講師の品格が低く見えるように誤解されて、差別であると思うので、

聴覚障害者情報センターの運営主体のあり方が問題である。(10 年以内) 

No.56   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/療育手帳(⾃閉症・精神運動発達遅滞)/⺟ 

保育園通園中（２歳時）に園長先生から、ある日突然来年はどう考えていますか？歩行が不安な娘に「〇〇ちゃんがフラフラしてお友達がぶつか

った時傷つくのは〇〇ちゃんではなく、怪我をさせたお友達の方です。そして最も傷つくのはそれを避けることが出来なかったと責任を感じる保

育士です。保育士はそうやって辞めていくのです」とそういった事実がおこっていないにも関わらず突然言われたこと。(10 年以内) 

No.57   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/⼥性/療育手帳(⾃閉症・精神運動発達遅滞)/⺟ 

こちらはまだ診断名が付いたばかりで動揺し、今後はどういった選択があるかもわからず、必死で障害児保育の申請や通園施設などをさがした。

障害児保育が通らなかった時も、あとは自分で考えて…という態度をとられ、てんかんもヘッドギアが必要な状態ではないと主治医から説明され

ても、してほしいと言われ、てんかんに対しても、理解が十分にされなかったこと。(10 年以内) 

No.58   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(側頭葉てんかん)/本人 

「精神保健福祉手帳」というだけでも変な顔をされる。名前を変えてほしい。（てんかんでも私は手術しても「完治は無理です」と言われた。な

のに手帳をわざわざ更新しないといけないのは不満）(10 年以上前) 

No.59   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

同じマンションの人から（誰かは不明）ポスティングされて、「障害のあるきちがいを静かにさせろ」と書かれたメモが入っていてゾクッと怖く

なった。障害があると生きていくのは大変です。本人も、家族も。理解されないってとても辛いことです。(10 年以内) 

No.60   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

保育園、小・中学校は、地域の学校で兄弟や近所の子供達と共に過ごすことが出来、高校は養護学校へ行きました。その後入所施設や限られた場

所で生活しているならば不都合はなかっただろうけれど、手帳が「A」で障がいが重度である娘が公共交通機関を使って移動するには困難が多々

あります。その場合、ヘルパーの移動支援で出来ること。施設の支援で出来ること。それ以外でどちらも利用できないことが生じるので これは

とても困っています。(10 年以内) 

No.61   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障害)/⺟ 

今、４歳になる広汎性発達障害を持つ子供の母です。３歳６か月の時に、その診断を受けました。まだ診断を受けていない頃、やはり言葉の遅れ

は気になっていたので少しでも同世代の子どもたちと関わりを持って言葉の発達を促せようと、ある幼稚園の未就学児クラスに入園させました。

言葉の遅れだけで、その時には周囲の子供達ともコミュニケーションもとれていたので幼稚園の先生方も「ただ言葉が遅いだけでそのうちにしゃ

べるようになる！」と何度も励まして下さり「年少の春からは是非わが園に入園してください」と猛烈なアピールで入園を勧めて来てくれまし

た。その後（数か月後）あいあいセンターで診断を受け、子供の障がいがはっきりと分かったのですが、障がい児の通園施設も希望者が多く入れ

るか分からないという話をされて、未就園児クラスで通っていたあの幼稚園にもし障がい児通園施設に入れなかった場合、こちらの園に入園させ

てほしいと懇願したところ「もう診断名のついた障がい児なんだから簡単には入園できない」と掌を返したように冷たく言われました。障がい児

枠ならなんとか入園できるが、希望者が多いのでくじ引きにしますとの事。まだその時点で子供が発達障がいである事を周囲のママ達に話してい

なかったので「障がい児という事が、みんさんにバレますが、それでもくじ引きに来て、当たったら入園しますか？」と確認されました。結局、

こちらからお断りをして、その幼稚園には行きませんでした。障がい名を正直に園に話した事がいけなかったと後悔しました。勇気を持って正直

にお話したのに、こんな事になるなんて障害というのはとても厄介なんだと気づかされた瞬間でもありました。(10 年以内) 

No.62   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

療育の先生方に日々お世話になり、親子の今があります。差別「嫌な思い、悔しい思いをした」など、色々と時にはあったと思いますが、先生方

に相談、支えていただきながら乗り越えていけたと思います。感謝申し上げます。(10 年以内) 

No.63   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(知的障害・⾃閉症)/⺟ 

小学生の頃に息子とタクシーを利用した時には福祉タクシー券を出したら、その運転手さん（個人タクシーだったからなのか）に「こうゆうの

（タクシー券）使われると、こっちはいろいろめんどくさいんだよねー」と言われたこともありました。(10 年以上前) 

No.64   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・⾝体障害)/⺟ 

区役所に手続きに行ったとき、記入の仕方がわからず質問すると「あんたたちのことだろう。わからないなら手続きできない。」という言葉が返

ってきました。最近はていねいに答えていただけますが・・・。(10 年以上前) 

No.65   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両側感音性難聴)/本人 

補聴器があれば聞こえると思われている。(10 年以内) 
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No.66   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(ろうあ者)/本人 

いじめ、病院で待ってまたされた。つうやくほしい(10 年以内) 

No.67   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

本人が思ったり感じたり説明したりしても 100％上手に相手ヘルパーに上手に伝えることが出来ない為、ヘルパーが全然理解できていない。娘が

とても嫌な思いをしているのが全員のヘルパーではない。事業所を変えたいが変更するには又手間がかかるし、どこがいいのかも良くわからな

い。(10 年以内) 

No.68   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/本人 

前の職員から首を絞められたり、送迎中に僕がのっているにもかかわらず前の車をあおったりパッシングしたり、車がいなくなるとその人から

「親や所長に言わないように」と言われ、「もし言ったら君が痛い目にあうよ」と脅された。また、うちの家の近くに「痴漢多発、注意！」とい

う看板が貼ってあり、その人から「犯人は君やろう。早く警察行き」とか「このまま警察に連れていこうか」などと言われた。怖くて誰にも話す

ことができなかった。あれからもう２～３年経つけど忘れることができない。(10 年以内) 

No.69   1.直接差別/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度の知的障害と軽度の精神障がい)/本人 

○○の支援員さん。忙しいのか私達に関わりたくないのか？分かりませんが、今はほとんど連絡が無く、絶縁状態になっています。市政だよりと

かには障がいを持っている方で、お悩みを持っている方は遠慮無くご相談ください！とかかっこいい事を書いてる割に、現実は全然違うんだと痛

いほど感じます。最後まで責任がもてないのなら、始めから支援員になんてなって欲しく無かったです（涙）。支援をしてくれない支援員なら、

こちらから願い下げです！！まともに支援をしてくれないのに、支援員と名乗ってる事が不思議でなりません。(10 年以内) 

No.70   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害、脳性マヒ)/⺟ 

特に今までで、いやな思いをしたというのはこれといってありませんでした。ただ小さい頃、下の妹を保育園に連れて行くときに、息子も連れて

いったのですが、息子の他の人からみれば変なくせが、保育園の子どもに｢バカ｣と言われ、｢バカがいる｣とひそひそやっているのをみて、くやし

かったです。でも、相手は小さい子どもでしたので、特に気には（その後は）しませんでした。(10 年以上前) 

No.71   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

ガイドヘルプは車両が使えないので雨天の外出は困難 

No.72   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

小人・大人関わらず、すれ違う時にクスクス笑っていく。(10 年以内/10 年以上前) 

No.73   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

つたえ歩きの頃、外食でテーブルに登ろうとして（口では「登っちゃダメよ！」と言っていましたが、筋力や歩きが遅いダウン症の赤ちゃんは登

れないので、登ろうとする行動は療育時にはよいで、心で頑張れと思っていましたが・・）いた為、他のテーブルの人が「あんな育て方をしたら

ダメやん。どんな大人や！」と言われた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.74   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

子どもの時、友達がいたけど、両親は健聴の保育園に入れたかったけど、園の方からろう者はだめと断られた（子どもの頃） 

No.75   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

今から施設入所を考えなければなりません。動けない子がどのような生活をするのか心配です。今年度開設したグループホームでは、ガイドヘル

パーが利用できないようで外出の楽しみがない。 

No.76   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(知的障がい)/⺟ 

近くの認可保育所にこどもを預け、パートで働いていたのですが、正職員で保育所へこどもを入所したい人が増えてきたら、園側からできるだけ

退所するようにというニュアンスの事を言われ、仕事も辞めて退所しました。(10 年以上前) 

No.77   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

精神障害者で介護福祉士の私が、福祉作業所のボランティアを正式にしようと、作業所の所長さんが行政の人に相談したら、「精神障害者に責任

ある仕事を任せて、事故が起こったら誰が責任をとるのですか？」といわれ断念した。車いすの所長さんと差別だよねと言い合いました。しか

し、所長さんとしては、指導を受けるたちばなので、そうするしかなかったそうです。悔しかったです。(10 年以内) 

No.78   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・難治てんかん)/父/⺟ 

子供の外来時、病院の身障者の駐車場に止められなかったこと。警備員さんに、運転者が障害者じゃない場合は、お断りしますといわれた。(10

年以内) 

No.79   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/療育手帳(うつ病、アスペルガー症候群)/本人 

アスペと診断された翌週、ヘルパーを対象としてアスペ支援の専門家という人の講演会があった。講師はアスペの人たちについて、「偏った価値

観」、「偏った人格」、「歪んだ社会性」、「典型的なジコチュ―」と何も知らない（であろう）ヘルパーたちに説明していた。聞いているうち

に、「オマエは生きていてはいけないんだ」と言われた気持ちになってしまった。あまりにもひどすぎる。こういう研修を受けたヘルパーたち

は、その後アスペの人たちを支援するとき、適切な支援ができるのだろうか? シロートさんは障害者を避けるだけかもしれないが、プロは専門

性をひけらかしながら（といってもこの講師には専門性のカケラもなく、単なる誤解と偏見あるいは無知なのだが）「突っ込んで！」否定する。

市民への周知・広報よりプロに対する教育が絶対に必要だと思う。プロを自称する人たちに痛めつけられる当事者は多いですよ。このケースは

「差別のばら撒き!」。もっと当事者に学べ!! （＊アスペ＝アスペルガー症候群）(10 年以内) 

No.80   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(アスペルガー症候群)/父/⺟ 

福岡市は IQ70 以上あると療育手帳の取得ができない。他県では取得できるのになぜ？との質問にもそんなの知らないと役所の窓口で言われた。

特別児童扶養手当も「精神障害児」として申請するのに毎回腑に落ちない。(10 年以内) 

No.81   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/療育手帳(⾝体障害、知的障害)/支援者 

現在通院しているが、移動支援ではヘルパーは医者とのやり取りはできない。本人は症状を言葉にする事が困難な為、１人で診察を受けてもその

場での適切な説明は出来ないし、適切な対応を聞いて実行する、又はヘルパー、支援員に伝える事も難しい。健康を保つ上で不利益であると思

う。現在、通所している作業所の支援員が、一緒に通院しているが、それが不可能な人々の健康をどう保っているのか問題に思う。(10 年以内) 



7 

 

No.82   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

現在、生活保護を受給中だが、本人の自立のため早めにｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑや一人暮らし等を考えて保護課に聞くと「世帯分離はできない。だから、ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾎｰﾑや一人暮らしは難しい」と言われた。親がいなくなってから、自分たちで手続きをするのは難しいし、親戚がそばにいるわけでもないの

で、理解者がいなければ何の行動もとれないと思う。制度自体が理解できないし、友人が亡くなったとき、障害（身体・知的）のある息子さんが

一人になり、見た目ではうちの子供たちより障害が重いのに身体障害者手帳の取得もされていなかった。親が生存中なら成育歴などの申請書に記

入できるが、第三者は一緒に生活したわけではないので書けない。本人も知的障害なので、いつごろ発語したなどわからない。障害がわかった

日、最初に通院した日などちょっと診断書と相違しただけで年金を受け取ることができなかった。親が残した貯金や、保険金を切り崩してﾍﾙﾊﾟｰ

さん等が入り（これも私たちが手助けして手続きをするのに２か月かかった）生活しているが、こういう家庭を把握して対応できるようなｼｽﾃﾑを

作っていただけるといいと思う。(10 年以内) 

No.83   1.直接差別/10 歳未満/男性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/父/⺟ 

障害を理由に保育所に入所を断られ保護者の就労継続が困難であった。（平成９年頃）やっと入所できても障害を理由に断られ３回も保育所が変

わった。（１０年以内） 

No.84   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/父/⺟ 

子供が小さい頃、補助具（クツ）を付けていました。子供は成長していくもので、当然足も大きくなります。補助具の作り直しの為、区役所の福

祉課に行くと、対応に出てきた男性職員の方は「作り直しが早すぎる。あなた達はこれは何のお金を使ってできているのか知ってるのですか」と

言われました。結局は指先の部分を伸ばす事を何度か繰り返しました。当時はそのような補助具を付けている子は何人もいました。私は歴史で習

った「纏足（てんそく）」のようではないかと心の中で思いました。昔の福祉課はいつも上から目線の態度で一番行きたくない所でした。(10 年

以上前) 

No.85   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひ(上肢・下肢)による不随運動、および難聴障がい)/本人 

まず、移動支援・家事支援サービスにおいて事前にスケジュールを計画しなければ余暇にて自由に外出が出来ない時がある。ヘルパーさんと利用

者さんの都合もあるため気を遣い、インドア中心の生活となる。プライベートで自意識を管理されるのではなく、基本的に、自由に主体性をも

ち、本来あるべき責任感と人間関係を感じながら、様々な人の生活の場に溶け込みたい。(10 年以内) 

No.86   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひ(上肢・下肢)による不随運動、および難聴障がい)/本人 

補聴器について：障がい者総合支援法に対応補聴器の機種が限定されている。防水式など色んな機種にも対応すると嬉しい。(10 年以内) 

No.87   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害者)/支援者 

盲導犬を連れていると、仕事をさせられて犬がかわいそうなどと陰口をいわれることがあった。(10 年以内) 

No.88   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(両側上下肢不⾃由)/兄弟 

介護用タクシーに、ガイドヘルパーさんが同じ車に乗ることができないそうですが、何のための介護かわかりません。ふつうのタクシーを利用し

た際に、降車時の車いすへの移乗を急ぐよう、運転手さんからせかされた。(10 年以内) 

No.89   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(肢体不⾃由痙直性脳性麻痺)/父/⺟ 

市の福祉課に行くととても対応が悪く、いつもいやな思いをして帰ってました。「あなたたちに してやってる」といわんばかりの対応でした。

この４・５年、急に親切になってびっくりです。(10 年以上前) 

No.90   3.合理的配慮の不提供/10 代/⼥性/療育手帳(知的障がい（ダウン症）)/父/⺟ 

私の娘は現在 19 歳なります。10 歳から家庭の事情で入所施設に入り土日は父である私の家に帰省しております。私の介助によってダンスを習い

に行っており本人の一番の生き甲斐となっております。今までに 2 度私の都合で介助できないときがあり、区役所および市役所に連絡し移動支援

を申し込みましたが入所を理由に断られております。娘のみならず施設入所の障がいを持つ人は、習い事をする上で大きな制限（差別）があり普

通の人間らしい楽しみを奪われております。それは大人の施設に入っても同じです。切に制度の変更を願っております。(10 年以内) 

No.91   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/支援者 

観に行きたい映画とかミュージカルとかあるけど、一人では行けない。療育手帳 A の人は移動支援が使えて楽しそうで羨ましい。私も使いたいけ

ど、B だから使えない。病院もてんかんの通院とか、歯科、皮膚科などありお金がかかる。A の人は医療証があるからいいけど、B はお金がかか

る。お金の心配をせずに通院したい。(10 年以内) 

 

2.医療の領域 

No.92   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

病院で名前を呼ばれた時、補聴器に入った言葉が違って聞こえて、先生から、「何回も呼びましたヨ、今は補聴器という物があるでしょう」と強

く、きつい言葉が返ってきました。悲しかったです。 

No.93   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

病院で告知を受ける時に、マイナスなことばかり告げられて絶望的な気持ちになった。バランスよく伝えてほしい。(10 年以内) 

No.94   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ（メンケス病）)/⺟ 

 「この病気で長く生きた人はいない」と言われた。(10 年以内) 

No.95   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

精神病院の中で懲罰として拘束を受けた。３０年位前(10 年以上前) 
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No.96   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

精神病院の中で、スタッフにいやがらせ、いたずらを受けた。何十年も人に言えなかった。３２年位前(10 年以上前) 

No.97   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(発達障がい)/父 

病院に行く時、病院に人が多いと人のおもちゃをとったりする事がある。診察中暴れたりすることが少し困ることがある。 

No.98   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障がい)/⺟ 

保健所の休日診療でインフルエンザの薬を出してもらう時に障がいのことと、飲む事が難しいと伝えても聞いてもらえず強引に処方されたことが

あります。(10 年以内) 

No.99   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

手が震える事  出産時の後遺症 

No.100   3.合理的配慮の不提供/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

病院では、こちらは難聴と伝えても、こちらが話せるので少しは聞こえると思われ、大きな声で言われるだけ。病気の事だから詳しく知りたいが

不安になる。（看護士より医師の方が筆談してくれない事が多い）(10 年以内) 

No.101   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

病院の呼び出しが聴こえないこと。病状説明、書いてもらっても細かいニュアンスが伝わらないこと。(10 年以内/10 年以上前) 

No.102   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両・感音性難聴)/本人 

子どもが幼児の頃、病院の受付で「難聴で呼ばれてもわかりませんので手まねきなどの合図でおねがいします」と伝えても、カルテに書き込みは

無いと思うんです。看護婦さんはわからず呼ばれても行けないで、何人も後まわしにされました。今は、大きい病院は番号制だけど、ない所は配

慮がほしいです。(10 年以上前) 

No.103   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳/⺟ 

医者にかかる時、親が同席し知的障害のある事を伝え受診します。本人に向き合いていねいに話を聞き説明してくれる医師がいる一方で、あきら

かに軽くあしらう態度の医師も多くいます。医師会を通じて知的障害者を理解し、一人の人間として敬意をもって医療行為を行うよう強く働きか

けてほしい。 

No.104   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

こだわりが強くなかなか切替ができない子で、医院で診察後、おもちゃコーナーからなかなか帰らず、私が気持ちの整理がついてから・・・（５

分位）と思っていたが、スタッフの方に「ここは病院です。遊び場ではない」と言われた。子どもの事を説明していなかったこちら側にも悪い事

はあるが、強く言われ、泣く子を引きずって帰って、それ以来その病院に行くのが怖くなった。(10 年以内) 

No.105   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

スタッフ（看護師さん）に、予診の際、子どもが発達障害の可能性があり、落ち着きがない事を説明していたが、先生（医師）には伝わっておら

ず、「お母さんのしつけが悪い」の言葉から診察が始まり、すごく悲しくなった。(10 年以内) 

No.106   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/無し(てんかん)/本人 

飛び降りてきた猫にひっかかれて、頭のてっぺんが痛み、少し血が出るので皮膚科に行った時のこと。「どこですか？」と言いながら私が書いた

予診票をちらっと見ていた医者が突然「何もない、どうもない」と言って見ようともしなくなった。その後看護師に別室で傷の処置をされた。予

診票を見て私がてんかんとわかったからだと思っている。(10 年以上前) 

No.107   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/無し(てんかん)/本人 

同じようなことが他の病院でも２回あった。いつも病院でてんかんを知らせるべきか迷う。(10 年以内) 

No.108   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/⺟ 

病院（精神科）で自分の症状がうまく言えず、薬が増えかえってしまい、状態が悪くなり病院をやめてしまいました。（ｈ１４ぐらい） 

No.109   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/⺟ 

別の病院の待合室で他の患者さんに注意をされたら怖くなり、病院に行けなくなった。(10 年以上前) 

No.110   1.直接差別/40 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/父 

デイサービスに行きたい為に市内のデイサービスを実施している精神科医約２０ケ所に架電するも発達障がい者と言うと２ケ所しか検討できると

回答があった。受け入れ先が非常に少ない。(10 年以内) 

No.111   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひによる肢体体幹障がい)/本人 

マッサージを受けに行き、やっかみで（同じ障がい者ということで）肋骨を折られた。(10 年以上前) 

No.112   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(フリードライ氏病による四肢経性マヒ)/本人 

医療関係で受付の事務員・看護士など言葉づかいにおいて子どもに対する言葉づかいをしてくる。カウンターが高いので相手からは見下ろす態勢

になるので。(10 年以内) 
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No.113   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

大学病院などの総合病院では、聴覚障害であることを伝えても理解が乏しく、呼ばれて聞こえないために、後回しとなる。(10 年以上前) 

No.114   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

任意入院だったのに、何の説明もなく閉鎖病棟に入れられた。初めて鍵のかかる病棟に入れられて怖かった。精神科病院の入院患者の権利の知識

もなく悔しい思いで過ごした。(10 年以上前) 

No.115   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

療養所に入所している時に、トイレ介助をしている看護士さんから「私だったらこんなカーテンだけのトイレは使えない」みたいなことを言われ

た。その使いたくないトイレを使うしかない私たちは何なんだろうと思ってむかついた。また、入浴の時も同じようなことを言われた。(10 年以

上前) 

No.116   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

生後すぐからずっと子ども専門病院にかかっていますが、息子は２５歳。難治性てんかんをもっているので、神経内科の受診は欠かせません。こ

ども専門病院（小児科）は１６歳までと聞きます。重心の人たちにとっての診療を受ける病院が少ないのではと感じています。九州大学病院・○

大病院などありますが、大人の神経内科受診、入院時の対応（本人の体が小さいため）など大丈夫なのでしょうか？子ども専門病院からの転院者

が両大学病院に行き、そのため患者が多くなって対応しきれなくなっているとも聞いています。重心児の１７歳以降の病院・医療機関の体制は今

の最大の課題になっていると思います。重心者はこども病院で責任をもって大人になっても継続して診て行くことを考えてほしいです。(10 年以

内) 

No.117   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

入院をしたら「誰か付き添いを」と言われる。(10 年以内) 

No.118   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

子どもの頃入所していた国立病院で職員からみんなの前で悪口を言われたり、「あんたは嫌い」と言ってきちんと介護をしてもらえなかった。

(10 年以上前) 

No.119   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

手術の前に受診した際「入院時の付添はいるのか。付き添いがいないと入院は難しい」と言われた。(10 年以内) 

No.120   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

窓口で「聴こえない」と言付けていたのに名前を呼ばれ返事がないのでとばされて順番が後回しになった。ずっと待たされた。診察の際も医師と

のやりとりに通訳者が制度として整っていない時は困った。筆談のやりとりもスムーズにいかず医師の理解もなかった。(10 年以上前) 

No.121   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

病院へ受診する際、必ず手話通訳を手配しないといけない。病院内に手話通訳者を配置してほしい。緊急な時の対応が困難。(10 年以上前) 

No.122   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

病院を受診する際、必ず手話通訳を手配しないといけない。病院内に手話通訳者を配置してほしい。緊急な時の対応が困難です。 

No.123   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

病院：医療関係者はほぼマスクをつけているため、いつ呼ばれるかもわからないため、気を緩めることができない。 

No.124   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

自分の病気について知りたい場合、直接医師からの説明がない場合がある。病気を知りたい時、どんな病状かを知ることが出来るインフォームド

コンセントについては、本人が障がいの程度によるが、障がい者に対しての保障が十分になされていないことがある。 

No.125   1.直接差別/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(全⾝性四肢まひ)/本人 

入院時、洗顔・歯磨きが遅いことについて、嫌味を看護士が言っているのを聞く。(10 年以内) 

No.126   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

総合病院の夜間救急外来へ行ったが、本人の拒否が強く外来の場所にたどり着けず言いにいったら「ここまで来られないなら診れません」と言わ

れた。緊急でヘルパーさんを呼び一緒にどうにか連れて行くと別室を用意してくれた。(10 年以内) 

No.127   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

子ども専門病院で初めて告知された時、若いドクターが淡々と精神発達遅滞です。早くわかるほどに重度だと思って下さい。言葉はしゃべれない

でしょうと言われました。まだわからないことだし、もう少し言い方があると思います。(10 年以上前) 

No.128   1.直接差別/40 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

内科の受診した時（風邪のため）、精神科を受診していることをいうと、診察を拒否された。(10 年以内) 

No.129   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(知的障がい/⾃閉症)/父 

腹痛でかかりつけのＡ病院へ行き、食あたりと診断されたが、翌日（日曜）に強く痛みを伝えるのでＢ病院で救急外来を受診した。血液検査もレ

ントゲンもやらず、かかりつけのＡ病院が食あたりと言うなら間違いないでしょうと言って帰された。月曜になって、ふるえながら耐えがたい痛
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みを訴えるのでＣ病院へ行った所、盲腸で緊急手術が必要となり手術したが、一部癒着し、腹膜炎を併発、１ケ月の入院となった。①Ｂ病院の看

護士は”あの子は入院だね”と話しており”障害者”を入院させたくなかったのではと考えられる。②あと数時間遅れたら命にかかわったとＣ病

院で言われ、Ｂ病院の当直医の無責任さに提訴も考えた。(10 年以上前) 

No.130   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(うつ・統合失調)/本人 

薬局でひどい扱いを受け、しばらく人間不信になった。(10 年以内) 

No.131   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

こども専門病院から通・入院先を変えるようにと紹介状をもって中規模の病院へ行きました。子どもの状態は聞かず、ヘルパーは訪問介護は？っ

て聞かれ、今から頼みたいと考えています。と言ったとたん、院内の電話で何も知らん、勉強もしとらん人がきているんで、時間がとれしだい下

に降りてきてくれんねって誰かと話しだしたんです。親ができる内は人の手をかりるのが悪いと思っていた私はびっくりでした。胸のレントゲン

をとられ、薬を出され、リハビリ室につれていかれ、その後は２人のケアマネージャ-という人に呼ばれ、どうしてこの病院、障害がある人の相

談する場所とはちがうし、入院してもいろんな人がいて大変だとか、まくしたてられました。だまって聞いていたんですが、すみません、相談や

今すぐ入院させてくれできたわけでもなく、病院を変えなければいけないので、紹介状をもって受診しただけですと言って帰ってきましたが、も

う二度と行きたくありません。(10 年以内) 

No.132   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/⾝体障害者手帳(先天性水頭症)/⺟ 

４ケ月検診の際、保健所のドクターに、事前に「先天性の病気で目がみえてないかもしれません」と伝えたにもかかわらず、子どもの顔の前で赤

い毛糸玉を数回ゆらしただけで「この子、見えていませんねー」と周囲にも聞こえるくらいの声で言われたこと。結局その２週間後に自宅で子ど

もの顔の前でぬいぐるみをゆっくり左右に動かしていたところ「見た！」と思う瞬間があり、さらにその３日後にはゆっくり追視したことも確認

できました。今では多少の視野欠損があるものの、両目で０．８見えていると言われ、特に不便を感じない生活を送っています。それでも５年近

く前になるドクターの一言は脳裏に焼き付いています。(10 年以内) 

No.133   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(プラダーウィリー症候群)/⺟ 

１歳半検診はかなり屈辱的な思いをした。まだズリバイの息子に用意された体重計は大人も使う立ってはかるもの。「たっちできるかな？」と言

われ「お座りもままなりません」と言って、ぐらぐらのお座りで計測した。最後の保健師との面談では「この病気でまだこの病院に通院中です

か？」と言われました。障害をもつ親にとっては、とてもつらい言葉でした。私は「一生治りませんから」と答えるしかありませんでした。号泣

して帰りました。１歳半検診のハガキが家に届いたので、みんな行くものだと思って行きましたが、検診は健常児のための検診だと思います。障

害のある子（発達が心配な子）は別の日程にするなど配慮がほしい。その日以来保健師には不信感でいっぱいです。もう障害のある子をもつママ

さんには、こんな思いはしてもらいたくないです。(10 年以内) 

No.134   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障害)/⺟ 

病院の待合室でさわいでしまったら、しつけが悪いと他の患者にどなられた。待つことが苦手な子どもを理解してほしかった。(10 年以内) 

No.135   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/精神保健福祉手帳(アスペルガー症候群)/父 

６年前、アスペルガー症候群ではないかと心療内科で言われ、国立病院精神科で見てもらうため電話するも、当事者（当時３６歳）の年齢を聞い

てから、大人の発達障害は診断しないと断られた。市内の精神科医で大人の発達障害の診断ができる先生が非常に少ないのは困ったことです。

(10 年以内) 

No.136   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/療育手帳(１３番染⾊体異常による知的障害)/⺟ 

２００４年に息子が２２歳の時、原因不明の高熱と目の腫れでＡ医療センターに入院しました。（２０歳を過ぎていたので、こども病院には入院

できませんでした。）個室の空きがないとの事で大部屋に入りました。（この部屋は皮膚科の患者さんばかりの病室でした）息子は熱が出ると嘔

吐と下痢を伴いやすく、夜間も付き添わせてほしいとお願いしましたが、規則で付き添いはできないと言われました。障害児者の対応のため、病

棟の看護師長（女性）と最初に対応された医師、それに障害者であるという事で精神科の医師も加わり対応を話し合われました。まず看護師長か

らオムツを使ったらどうかと言われましたが「高熱ですが、意識ははっきりしているのでトイレに連れて行ってほしい」とお願いしました。する

と精神科の医師が「それなら睡眠薬でねむらせたらいい」と言われました。この処置は障害のない患者さんにも同じようにされるのですかと聞き

ましたら「でも障害があるんでしょう？」と婦長に言われました。たまたまこの問答を聞いておられた同室の若い患者さんたちが「自分たちは夜

中ずっと起きているので、ぼくらがトイレに連れて行ってあげますよ」と言ってくださいました。本当にありがたく、手をあわせてお願いして帰

りました。病室は夜間に看護師が少なく手が足りな事はよくわかりますが、病院側の都合でオムツや睡眠薬は納得できません。またこの入院期間

中は目の腫れの検査もあったのですが、眼科で眼圧をはかるのが難しく、四苦八苦しておりましたら、舌打ちされて「この子は眼圧も測れないの

ですか、幼稚園の子でもできますよ！」と言われました。これを書きながら当時の事が鮮明に蘇るところをみると、本当に情けなく悔しかったの

だと思います。その後入院の時はＡ医療センターではなくＢ大学病院への紹介状を書いてもらうようにしています。(10 年以内) 

No.137   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

福岡に越してきて２日目の夜、子どもの体調が悪くなり医療センターに電話をし、紹介していただいた病院へ・・・。症状は急性肺炎でした。そ

の際、尿の検査をするための尿の採取がなかなかうまくいかず、その時婦長から「若いときに悪い事ばっかりして、親に心配かけるような事をし

てきたけん、こんな子を産むと・・・うちの孫は、この子より小さいけど、ちゃんとなんでもできる…」と言われてしまいました。その時の我が

子は２歳前でした。(10 年以上前) 

No.138   1.直接差別/30 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

東京にいた頃、皮膚科に受診した時、先生から聞かれたことでちょっと慌てていたら、そんな風だから統合失調症になるんだと言われてショック

でした(10 年以上前) 
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No.139   1.直接差別/60 代/男性/⾝体障害者手帳(頭頸ガン)/本人 

他病院にて入院している時です。３人室の中央に入ることになり、咳き込んだり痰きりをすることが夜中にあるかもしれませんので、両サイドの

人に声をかけました。左の方はＥＬに理解をしていただきましたが、右側の人は聞く耳をもたないというような態度で接されました。（ＥＬ：電

気式人工咽頭）(10 年以内) 

No.140   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者・精神保健福祉手帳(高次脳機能障害)/⺟ 

悔しい思いをしたことです。高次脳機能障害でリハビリを受けていた時、最初の病院では担当の方それぞれの訓練がありましたが、皆さんからと

てもよく接して頂いたからかもわかりませんが、リハビリのために転院した病院で、こんな重い障害の人は初めてですといわれ、言動に対してど

うせ・・・という態度が折にありました。だからリハビリしてるんですといいたくなりました。(10 年以内) 

No.141   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/⾝体障害者・精神保健福祉手帳(高次脳機能障害)/⺟ 

病院ですぐに答えられなくて、しばらく時間がかかりそうな時、私が状況を話しましたら しゃべれないんですかと聞かれました。これはリハビ

リ病院を退院後まもなく（発病後１年ほど）です。(10 年以内) 

No.142   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/療育・精神保健福祉手帳/本人 

入院中に療育手帳の発行が可能か検査し、発行可能と言われ、あいあいセンターに検査に行くことになりました。自分は療育手帳の事が全く分か

らなかったので、同部屋の友達が療育手帳の事に仕事上詳しかったので聞いたら、その話を聞いていた同部屋の人が公共料金半額になるんですか

と聞いたので、じゃあ バカなふりしても、しょうがないかと言いました。自分は頭にきてバカな振りとはなんやと言ってやりました。友達もバ

カじゃないよと言ってくれたので相手を殴らずに済みました。(10 年以内) 

No.143   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかんによる重積症後遺症)/⺟ 

眼科に行くと「ちゃんと食べさせてますか？」皮膚科に行くと、「風呂に入れていますか」と言われショックだった。(10 年以上前) 

No.144   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

自立支援医療で 1 割負担なので、病院の会計の人に嫌な顔をされる。(10 年以内) 

No.145   1.直接差別/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

胃の検査を受ける為、病院に行った。胃のレントゲンは耳の聞こえない人はコミュニケーションが出来ないので、他の病院に行ってくれと言われ

た。差別です!!(10 年以内) 

No.146   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

保健所での特定健診に聴覚障害であることを告げ申込受診した。対面する場では特に問題なく済んだが、胃の検査でバリウムを飲んだ後ベッドに

横になってから体の位置を変える指示が聞き取れず、動かなかったら「なんで言うとおりに動かんか！」とすごい剣幕で叱られた。他の受診者も

いる前でだったので、恥ずかしくもあり悔しく、その後検診は受けていない。(10 年以内) 

No.147   5.無理解・偏⾒/無記⼊/男性/⼥性/⾝体障害者手帳(中途失聴難聴者)/支援者 

歯科医のマスク:インフルエンザ時期ではなくても、最近はマスクしている人が多い。読話（唇がみえない、表情も半分しか見えない）(10 年以

内) 

No.148   5.無理解・偏⾒/無記⼊/男性/⼥性/⾝体障害者手帳(中途失聴難聴者)/支援者 

中失難聴者はきれいな発音で話が出来ため聴こえないことが理解されず、誤解を受けることが多い。(10 年以内) 

No.149   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/精神保健福祉手帳/本人 

精神科の医師から「もうおまえの面倒は見きらん。入所施設に行け」と言われた。「殺してやりたい」という気持ちになったが、何も出来なかっ

た。悔しい…(10 年以内) 

No.150   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾃閉症)/本人 

「濃霧」の意味がわからないと、病院で濃霧の意味がわからないと、先生にきめつけられた。ぼくはいみがわかっているのに…。 

No.151   未分類/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

そち入院。○○警察署時計とられた。(10 年以内) 

No.152   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

病院で障害も重いと分かっているはずなのに、医師からうるさいと言われて悲しくなった。 

No.153   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(難聴)/本人 

総合病院の受付の方で、マスクをしている人が多い。分からないことを尋ねてもマスクをしてあると声がはっきり聞こえないので、「私は難聴な

ので、マスクをしてあると聞き取れません」と言うが、少し声を大きく言われるだけで、マスクを取られないので、説明が中途半端な理解で終わ

る。これは、病院全体が患者への配慮に欠けている。そういう病院は難聴者に対しての筆記して対応することも気が付いていないので市全体で考

える必要があります。又、高齢化社会になり、身体障害者手帳を持っている人が聞こえないのではなくて老人性難聴の人たちもたくさんいる。日

本は難聴者の身障手帳には世界より遅れている。もっとデシベルダウンしなければ、社会生活が出来ずに家の中に引きこもる人が多くなると思い

ます(10 年以内) 
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No.154   1.直接差別/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

弟の友達のお母さんから、いい歯医者よ…と聞いて、本人と弟２人の予約をとろうと電話をし、その際、あらかじめ「姉は障がいがあります」と

伝えたところ、うちは普通の子は診ますが障がいのある子どもは診ません…と断られてしまいました。もちろん弟はそこの歯医者には連れて行き

ませんでした。(10 年以上前) 

No.155   1.直接差別/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

耳鼻科に行くことになり連れて行ったところ、（地域）、院長に怖くて診察することが出来ないと言われ、その上、こういう人は治らないとも言

われショックでした。(10 年以内) 

No.156   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

耳鼻科の先生が小学生の時「なんといってるか分からん」何か迷惑というような態度をとられた事。 

No.157   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(知的障害・⾃閉症)/⺟ 

（福岡県外に住んでいた頃の話しですが）幼児期に体調を崩して休日に病院へ行った際、担当医師に「この子（息子）、知的障害があるの？」と

嫌な顔をされたことがあります。(10 年以上前) 

No.158   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(知的障害)/親 

小さな頃から通っている病院だったのですが、最近いちだんと病院が苦手になり、受診を受けるまでに時間がかかり、すごくいやな顔をされ次の

方が待っているので「押さえて座らせて早くして下さい」と何度も言われ、その事があっていらい、その病院には行きたがらなくなった。慣れる

までに時間がかかるので、次の病院をさがすのにとても大変です(10 年以内) 

No.159   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が６歳の頃、耳鼻科で診察を拒否された(10 年以上前) 

No.160   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

仮死で産まれたので病院で多くの検査を受けたが、医師、看護師の態度が高圧的で、納得のいく説明がなかった。(10 年以上前) 

No.161   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴、聴覚障害)/本人 

病院の手術室に入るとき、医師や看護師が紙で文字を書いてますが、患者である私が酸素マスクをかけて手が固定されていて、身の不自由さが相

手に意思が出来なかった。手話通訳士が入室禁止なので、看護師が指文字を読める様にしてほしかった。(10 年以内) 

No.162   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症、無酸素性脳症、感音性難聴)/⺟ 

病院に行く前に障害があることを伝えると受け入れを断られた（耳鼻科）(10 年以内/10 年以上前) 

No.163   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

○大病院にかかっている時期、その当時はまだ若そうな先生でした。その担当の先生から、うちの娘が診察をいやがって、すこし抵抗した時、”

ちょっと狂暴だなぁ”と言われたのが悲しかったです。(10 年以上前) 

No.164   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(レノックス症候群)/⺟ 

病院を受診してドクターの指示に従えなかった時「この子耳が聞こえないの？」と怒ったように聞かれ「言われてる事がわからないんです」と答

えるとブスッとしたまま診察をされて、いやな思いをしました。(10 年以上前) 

No.165   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

病院の救急外来で入院の必要があったのに「今日は男性の入院はできません」と明らかに障がいのある子だから？と疑うような断られ方をした。

そんなこと（男性・女性で入院できるできない日が）あるのか？とずーっと気になっている。やっぱり子供が障がいがあるから？と思ってしまっ

てます。(10 年以内) 

No.166   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

日曜日に中耳炎になり、痛みを訴えたので急患診療所へ連れて行った。治療をこわがり一人で押さえた位では受けさせなかったので治療は無理で

す、と言われた。痛がっていたので、麻酔でも何でもして治療してください。と言ったら数人で押さえて治療を受けることができた。実際、たぶ

ん切開をしなくてはいけないだろうし、大変だったと思うし障がいがあるからとも関連はないかもしれないが親としてはつらかった。(10 年以上

前) 

No.167   1.直接差別/30 代/男性/療育手帳/⺟ 

引っ越してはじめて病院に行った時障がいのあるかたは午後からきてくださいあいてますから。午前中一般の方にご迷惑かけますのでといわれた

時つらかったです＊知的障がい二人の母親です。 

No.168   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳/⺟ 

病院（お見舞いに連れて行った時） 病院で働いているケアの方から、意味のない言葉やうろうろしていたら「静かにしてくれる？」と言われま

した。私もつい言ってしまい…「この子が健常児に見えますか？」(10 年以内) 

No.169   1.直接差別/30 代/⼥性/療育手帳(けいれん重積)/⺟ 

○○が１０才くらいの時にケガをして病院に行ったら、先生が○○を見るなり、障がい者は診察してないので他の病院に行って下さいと言われま

した。（私はものすごく腹立たしかった思いです。）(10 年以上前) 
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No.170   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

通院している歯医者の予約が先だったので、近くの歯医者に緊急で行くと「暴れませんか？」と聞かれた。すでにおとなしく座っているのに聞か

れ、「大丈夫です。」と言うと「おとなしいなら・・・」などと言われた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.171   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

病院での診察を受けるため順番をまっていたが、呼び出されたのが分からず大変待たされた事があった。(10 年以上前) 

No.172   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

弟と一緒に健康診断で病院に行ったけど「弟さんはろう者ですか？」と聞かれたので「はい」と答えたら、「ろう者はできない」と断られた。 

No.173   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

病院の先生と会話できないが、今は通訳がいてくれるのでよくなった。(10 年以内/10 年以上前) 

No.174   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(⾃閉傾向の知的障害)/⺟ 

１０年前病院受診時に動き回る子供を見て、イヤな顔をされた。「親のしつけが悪い」と言われた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.175   未分類/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

中耳炎になり、障害児でも良いかと前もって確認をし良いとの事で連れて行ったのですが、耳を診てもらっている時に動きました。すると先生が

「同じ事しかしとらんだろうが。こんな事も出来んのか」と。悔しかったですが、とにかく耳さえ治ればと我慢して連れて行きました。(10 年以

上前) 

No.176   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症)/父/⺟ 

出産した産婦人科の施設内で行われた『生後１ヶ月健診』を同時期にその病院で生まれた（健常な）赤ちゃん達と一緒に受けた。その時、別病院

での検査により既にダウン症だとわかっていた。健診を行った小児科医は始めこの子がダウン症だと気づかず普通に語りかけていたが、母が「こ

の子ダウン症です。」と言うと急に顔色を変え黙り込み、最後に「残念でしたね。」と言われた。母は我が子がダウン症であることを既に受け止

め、前向きに「この子がうちに生まれて来たのにはきっと理由がある。一緒に幸せになれるよう笑顔で育てよう。」と思っていた矢先、『残念』

という言葉が（しかも小児科医師から）出たのがこの子の誕生を否定されたようで本当に悲しかった。「患者やその家族の気持ちに一番寄り添う

べき『医師』が出産後間もない母親にそんな言葉をかけるなんてあなたこそ『残念』ですね。」と言いたかったが、他のお母さん達の前、その場

は何事もなかったかのように帰った。この医師は年配の先生で、特に新生児の育児については詳しそうであった。この医師に診てもらったのはこ

の時限りです。(10 年以内) 

No.177   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症スペクトラム)/父/⺟ 

ある整形外科と小児科であった出来事です。発達障害について告知していない本人（子供）を目の前に、医者から「発達障害か何かあります

か？」と聞かれたり、「学習障害だと思います。教育委員会に相談に行かれたことありますか？」と言われた。デリケートな話なのに、なぜ本人

を目の前に親の私に断りもせずそんなことを尋ねられたのかと憤りを感じました。子供からは「学習障害って何？」と聞かれ返事に困りました。

子供自身も何か嫌な気分だったようです。(10 年以内) 

No.178   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/療育手帳(知的障害 A)/兄弟 

当時のかかりつけ医に、前立腺がんの検査を希望した時、「異常が見つかったところで、どうしようもないでしょう。」と言われ、検査を渋られ

ました。「ともかく、状態を知りたい。」と言って受けさせてもらいました。その数年前、母親が存命中に検査を受けた折、精密検査を受けるべ

き高い数値だったけれどそのままになっていると、聞いていました。もし前立腺がんが見つかっても、引きつけの発作があるため手術を受けられ

ないと両親は思い込まされていて（私たち兄弟３人も両親から聞いて同じくそう思い込んでいました。）精密検査を受けないまま、いたずらに心

配していたようです。母親が亡くなった後、他の病気で地域の中核病院に入院し時に、「引きつけの発作があっても手術はできます。」と、こち

らの無知に驚かれたように担当医に言われて、私たち兄弟３人はびっくり仰天するとともに、安心したことでした。元かかりつけ医は、その地域

の中核病院の内科部長経験者ということでしたが、知識不足だったのか、不熱心だったのか。私たち家族の長年の不安と心配を思い出すと、悔し

い思いが今もいたします。(10 年以内) 

No.179   1.直接差別/60 代/男性/療育手帳(知的障害 A)/兄弟 

血液検査だけで、「(2 度目の)肝硬変末期」という診断が出て、それ以上の検査の必要性は無い、入院の必要も無い、ということで、在宅で低カ

ロリーの点滴のみの治療を受け、弟は日に日に衰弱して行っていました。私は、1 度目と同じく診断が違う、なんとか詳しい検査を受けて違うこ

とを分かって治療を変えて欲しいと思って、嫌がる当時のかかりつけ医をなんとか説得して、やっと地域の中核病院で検査を受けられるように紹

介して頂きました。結果は、エコーをかけただけで直ちに肝臓は全く正常とわかり、著しく衰弱しているという診断でした。障害者はまともな納

得できる検査を受けることができないのかと、悔しい思いをしました。時間との勝負でしたが、一命を取り留めることができて良かった、それに

しても家族はそこに至るまで大変なエネルギーを必要としました。全く理不尽な対応を受けたと、思いました。(10 年以内) 

No.180   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳/本人と⺟ 

入院中、入院患者さんに「常識的な音量で話せ！」と言われた。常識ってなんですか！？(10 年以内) 

No.181   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(知的遅れを伴う⾃閉症)/父/⺟ 

初めて大きなけいれん発作をおこした後、前年にも１度脳波検査を受けた大学病院に診察検査の依頼の電話をして、自閉症である事も伝えたら

「専門外なので外の病院をあたってくれ」と言われた。 
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No.182   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性（娘）/無し(SLE（全⾝性エリテマトーデス）)/⺟ 

娘が、今の医大ではない、もう一つの大きな救急病院にかかっていた時、専門医は一人でした。娘の症状がひどくなり、ＩＣＵに入院したとき、

主治医（専門医）に今の状態を聞くと（それまで何度も説明を聞きたいと申し込んでも、説明はありませんでした。）いきなり、「娘さんは馬鹿

だからしょうがない。何度私が注意しても聞かないから、こんな死ぬ目にあったんだ。親御さん（私に対して）も、娘さんを本気で治したいな

ら、国に頼って医療費を安くして治療を受けるのではなく、アメリカか何かに行く努力もしたらどうですか？」と言われました。その後、回診の

度、学生さんが娘の入院中の持ち物をけなしても、注意することもなく、一緒にバカにして大笑いして、娘（20 歳の時）を傷つけていました。

(10 年以内) 

 

3.商品・サービス・不動産の領域 

No.183   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(知的障害 A・ダウン症)/⺟ 

近所のスイミングスクールに通わせたいと希望をしたが、断られた時は、（子どもが小学校入学の頃に、近所の子ども達の顔も見れるのでお願い

しに行った）言葉にできない憤りを感じ悲しかった。 

No.184   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的・左半⾝マヒ・てんかん)/⺟ 

賃貸住宅を探す時、困りました。（８年前） 大声を出したり、走り出したりするため、住んで一週間でクレームがきました。知的に重度のた

め、本人にやめさせるのは難しいです。(10 年以内) 

No.185   3.合理的配慮の不提供/5.無理解・偏⾒/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

デパートにお歳暮を買いに行ったとき、買い物サポートを頼もうとインフォメーションを探したが、なかなか見つからずに困ったのと、近くを歩

いている人に声をかけてもみんな忙しそうで応じて貰えなくてとうとう何も買わずに引き上げた。(10 年以内) 

No.186   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

一人暮らしをしようと思って不動産に行って部屋を借りようとしたら、大家さんに「病気の人は・・・」と断られた。(10 年以上前) 

No.187   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

サイフを盗まれた時、クレジットカード等の停止のＴＥＬができなかった事。(10 年以内) 

No.188   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(脳血管障害による片マヒ)/本人 

障がいのある方々と飲食の予約を洋風レストランにしたら、大声をだされたら困りますとやんわり断られた(10 年以上前) 

No.189   2.間接差別/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

ある店へ食事へいったら「当店はお客様へくつろぎを提供しております。奇声をあげる方の御来店はお断りしております」と書いてあった。フラ

ンス料理やイタリア料理の様な所ではなく、普通のお店でキッチンもバタバタしているお店だったのに・・・。家の子は突発的にそうなる事があ

るので断って帰った。雑談はＯＫなのに？となんだかしっくりこなかった。別の書き方があるのでは？と思った。(10 年以内) 

No.190   未分類/50 代/男性/⾝体障害者手帳(頸髄損傷)/本人 

障がいを被って車椅子生活となり、入院中に住居の改造を申し出たところ、家主が使うという理由で出てほしいと言われ、退院後の帰る家がなく

なった。(10 年以上前) 

No.191   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

映画館の車椅子席は一番前にあることが多く、一番前だと首が疲れて見にくい。健常者だと席を選べるのに障がい者は席を選べない。選べないな

ら選べないなりで見やすいところにして欲しい。(10 年以内) 

No.192   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

補助犬を連れて外出した際に、他のお客さんに迷惑がかかると入店を拒否(10 年以内) 

No.193   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

住居を探そうとしたが、車いすだという理由で何件も断られた。(10 年以内) 

No.194   未分類/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

映画館の車椅子席はほとんどが一番前にあり、見にくく、かといって席は選べない。(10 年以内) 

No.195   未分類/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

市内のコンサートホールでコンサートがあり、障がい者席に行ったが、一番後ろであり、観客全員が立ち上がり終始ほとんどステージが見えなか

った。(10 年以上前) 

No.196   未分類/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

一人暮らしだとアパートやマンションを借りることができない。(10 年以内) 

No.197   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

外食の時、壁に貼ったメニュー表しかない時、指さしで注文せざるを得ず、周りの人から異様な目で見られた。(10 年以内) 

No.198   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

店員とのやりとりが出来ず、欲しい商品が入手できずあきらめることが多々あった。(10 年以内) 
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No.199   未分類/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

クレジットについて、聴覚障害者の対応ができないか？ 

No.200   未分類/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

買い物：レジがないお店は金額を再確認したり、大きめのお金をだすことが多い。 

No.201   未分類/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

ファーストフード店：レジ上のメニュー撤廃。 

No.202   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

クレジット会社：商品を購入するとき、電話での本人確認が行われた。聴覚障害の対応を考えていない。 

No.203   未分類/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

公団の総合受付にＦＡＸ番号が設けられていないため、連絡手段が限られている。(10 年以内) 

No.204   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/⾝体障害者手帳(全⾝性四肢まひ)/本人 

ヘルパーと移動中は、頻繁に駅員や店員は、当事者に尋ねるのでなくヘルパーに尋ねることへの不快さ！！(10 年以内/10 年以上前) 

No.205   未分類/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両眼視神経委縮)/本人 

住居では 10 年以上前借家の契約時、全盲夫婦ということで火事を出す心配だけで断られた体験は、今でも忘れられない。生活と言う面では 10 年

以上前私たち夫婦の間で生まれようと子供を親から中絶をすすられた経験がある。非常にくやしい、にがい経験である。結果は私たちの意思を通

したということである。 

No.206   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

スーパーなど、商品があるスペースが狭いと、バギーが押しづらい 

No.207   未分類/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾝体表現性障がい)/本人 

精神障がいであることを理由に、家を紹介できないとはっきりは言わないが、不動産屋によっては、不快感を表したり、渋ったりする。(10 年以

内) 

No.208   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(知的障がい/⾃閉症)/父 

外食先で、よそのテーブルに行ってしまう事が何度かあり、店長らしき主人に注意された。来ないでほしい・・・(10 年以内) 

No.209   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(知的障がい/⾃閉症)/父 

遊園地でゴーカートに乗せていたが、ある時”利用できない”と言われ乗れなくなった。（以前は乗っていた）①「事故があり障害者は利用でき

ない」とルール化されたらしい。②入場時に”手帳”を提示しているが、利用不可の遊具があるとの説明はなかった。③その時は他に利用する人

はおらず全コース貸切状態で走行できる状況だった。(10 年以内) 

No.210   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小さい時は（小学校低学年頃まで）情緒不安定なことが多く 3 階に住んでいたが、2 階の人が神経質な人でよく苦情を言われ転居を余儀なくされ

た。(10 年以上前) 

No.211   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

二度悔しい思いをしました。一度目は、私はある団地に暮らしてて、２Ｆに住んでいます。ある日３Ｆの真上の方がガタガタさせて、そのうちま

た静かになるだろうと様子をみていて、でもいつまでたっても静かにならなくて、大家さんに伝えたのですが、大家さんが私の家にきて二人で来

て、いきなり昔病気になったときのことをいわれて、あなたはまともですか？とか、だれかに泊まってもらって、上の人がどれだけうるさいかき

いてもらえば。と言われて、そのお友達は小学校のときのお友達ですか？それとも中学校のときのお友達ですか？私２１歳で発病しました。それ

で大家さんには相手にされないことがありました。(10 年以内) 

No.212   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/父 

２０年ほど前（当時は一般の会社にバス・電車通勤）に職場の帰りに焼き芋を購入（本人にとっては初めての単独買い物）、帰宅したらひどい品

質の焼き芋で明らかに障害者への差別販売であた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.213   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/男性/療育手帳(知的・ダウン症)/⺟ 

「不利益をあつかわれた」家を借りる時、不動産屋に「付き添いの必要な人がいますね」と遠まわしに言われたが知人のとりなしで借りられた。

(10 年以上前) 

No.214   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/療育手帳(知的障害（ダウン症）)/⺟ 

一人でお留守番をしていたらお中元の季節だったので宅配の方と同じように箱入りの品物を見せて○○新聞の勧誘員から新聞を購読するようにす

すめられて印鑑を押して箱入の粗品を受け取っていました。※帰宅後すぐ○○新聞販売店に行き契約を取り消しました。(10 年以上前) 

No.215   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(⾃閉的知的障害)/⺟ 

天神にあるデパート内 メガネ売り場：２０１２年２月２３日１１時頃、母親がメガネ購入のため視力を測っていると、そのフロアーで「変質者

がいる」と騒がれはじめ、売り場の人に警備員までよばれる始末。本人が声を出していたわけでもなく、店内で迷惑をかけている様子はうかがえ

なかった。(10 年以内) 
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No.216   1.直接差別/30 代/男性/療育手帳(⾃閉的知的障害)/⺟ 

だれが「変質者がいる」と言ったのかと警備員に問いただしてもはっきり答えず、フロア-の責任者を呼ぶように言うと、どういう立場の人かわ

からないが男性があらわれ、このフロアーは高価な時計などの商品を置いているから。としか答えなかった。またたいして謝ってももらえなかっ

た。その時のことは今でもはっきりおぼえている。(10 年以内) 

No.217   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(低酸素性脳症)/⺟ 

レストランに入った。「いらっしゃいませ」と高い声で近寄ったがバギーに乗った子どもを見たとたん、「空いてる席はない」と顔までゆがめ追

い払われた。対応の変化に驚いた。(10 年以内) 

No.218   2.間接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人 

遊園地に行ったときの話なんですが、いろんなアトラクションに乗れると思い楽しみにしてたら、自力歩行ができないからだめと言われたり、友

達や家族が手伝って乗せるって言ってくれてるのに緊急停止して何かあったら責任とれませんといわれ、乗りたいアトラクションにほとんど乗れ

ずに悔しい思いをしました。ちゃんとあらかじめ電話して行ったのに、こうなることは悲しいです。今でもけっこう多いので何とかしてもらいた

いです。(10 年以内) 

No.219   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(プラダーウィリー症候群・発達障害)/⺟ 

遊園地に行った時にゴーカートに乗せてもらえなかった。（以前は乗せてもらえた）(10 年以内) 

No.220   1.直接差別/10 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(染⾊体異常による両上下肢機能障害)/⺟ 

１年半くらい前ですが、旅館を予約する時に車椅子だと伝えたら断られました。エレベータもない二階建ての旅館だったのですが、館内は親がだ

っこして移動しますので大丈夫です。と伝えても、充分に対応できないということで、断られました。今までどこに行っても想像以上によくして

もらったことが多かったので、少し驚きました。ネットの写真では、とってもいい感じの温泉旅館だったのに、とても残念でした。(10 年以内) 

No.221   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

生命保険会社や共済（○○を除く）の対応：何も合併症がなく元気にうまれてきたのに「ダウン症」というだけで保険を断られ、その言い方が生

命保険会社の場合だと、主人が「子どもはダウン症だけど、はいれるのか？」と聞くと（主人への勧誘がしつこかったので、子どもも入れるなら

考えるという意味で）「すみません…。」と、その後「それならお父さん、もっと頑張らないといけないですね」と、何を頑張るの？と思うよう

な感じでした。共済については、入れない人に書いてある項目に当てはまってなく、心臓も大丈夫でしたが、ダウン症ですと言い、合併症はない

ので入れますか？と聞くと「小学生になるころに自分の事が自分で出来てるようだったら、それからなら入れます」と。生命保険、ケガや入院な

のに、身辺自立が関係あるのか意味不明でした。なので「だったら申込書にも、そう書いておいてください」とは言いましたが、どうして保険に

はいるのに、それも「共済なのに、身辺自立を言われ断られるのか・・・」と嫌な思いをしました。唯一○○共済だけは感じいい対応で、合併症

ないならこちらでも良いですよ。とお得な方を教えてくれたりと親切だったので、それで少しは救われましたが、「ダウン症」というだけで断ら

れるのが理不尽に思いました。(10 年以内) 

No.222   1.直接差別/20 代/男性/精神保健福祉手帳(アスペルガー)/⺟ 

スポーツジムの入会の手続きに行き、精神障害者であると伝えると入会を断られた。自閉症協会に電話で入会できるジムなど調べてもらうが、結

局隠して入会するしかなかった。(10 年以内) 

No.223   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚)/本人 

クレジットカード国際発行の際の差別：外国旅行の際、必要に迫られＡ銀行にお願いに行った。手続きには２名の立会人がいるので兄弟全員の戸

籍謄本、また、亡くなられた方の謄本まで必要と言われた。全員の謄本をとるのも大変なので、他行のＢ銀行にお願いにいくと２名の立会人だけ

でよく、すぐに手続きが完了した。Ａ銀行に対して、準禁治産者扱いされたようで不愉快だった(10 年以内) 

No.224   1.直接差別/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚)/本人 

クレジットカード利用に関して：商品購入の際、代筆・暗証番号でよかったのが、障害者ということで大型電気店では断られた。明日電話にて抗

議した。その後お断りの電話があり、それからは暗証番号で利用できるようになった。(10 年以内) 

No.225   1.直接差別/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

随分昔のことです。調子が良くないが１週間ぶりに外出し、手帳を買おうとレジに行くと、レジの店員は「ありがとうございます。もう二度とお

いでにならないように」と言われてしまいました。するともう一人の店員が「そんなこと言って」と言いましたが、「いいじゃない」と言ってい

ました。私は顔もあげられず、ただ落ち込み帰りました。(10 年以上前) 

No.226   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/⾝体障害者・精神保健福祉手帳(高次脳機能障害)/⺟ 

買い物の練習をさせているとき財布からお金を出すのが遅かったりまちがえたりするとレジ担当の方がいやな顔をされました。同じ人が２回で

す。その後レジ担当者を確認して当然ですが並んでいる人が少ない列にしました。(10 年以内) 

No.227   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(先天性骨形成不全症による四肢体幹機能障害)/⺟ 

野球場に北九州の身障者デイケアから試合がない時、ドームの中を見学するというのに参加しました。スタンドに座っていると（子供たちも一緒

だったので、車いすがありました）「そこはお客様の席ですから困ります」とドームの女性従業員に言われたのです。周りに客はいませんでし

た。私たちも客だから、と、そのまま座って動きませんでしたが、非常に嫌な気分になったことを覚えています。その後どうしたかは記憶してい

ないのですが。(10 年以上前) 

No.228   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

TV の報道で「障害者たちが…」という言い方がとても嫌です。別の人種か何かのように感じるので「障がいを持った方々」と言ってほしい。だ

れでもが歳をとると、不具合は出てきます。(10 年以内) 
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No.229   1.直接差別/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴⼒障害)/本人 

健康の為、スポーツクラブに申し込みにジムに行った。聴覚障害者は耳が聞こえないのであぶないと拒否された。他のジムにも行ったが同様なこ

と言われた。その為、あきらめざるを得なかった。くやしいです!!(10 年以内) 

No.230   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/無記⼊/無記⼊//支援者 

聴覚障害がある高齢者女性と一緒にレストランに入店した際、メニューを見て店員さんに聴覚障がい者が質問をした。丁度お昼時で店内は混んで

いた状態ではあったが、筆談を交えてやり取りをし出すと、それを見て途端に「メニューは写真でわかる様になってます。混んできているので、

早く決めてください」と責めたてらえる口調で言われた。叱られた様な気分になる、食事が楽しめなかった。「障がい者はよそに行ってくれ。」

と言わんばかりの対応を受けた。(10 年以内) 

No.231   1.直接差別/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（感音性難聴）)/⺟ 

電話で本人確認が必要な場合、携帯電話の紛失届、カードの紛失届、オーナー審査のあるマンションに入居を断られた。オーナーと直接話をする

機会もなく管理会社の担当者も聞き入れてくれなかった。例えば、会社の上司に電話、fax、メールでは対応できないか、本人がメールでお願い

したが、あくまで本人が電話でとの事、２級では電話は使えません。(10 年以内) 

No.232   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/⺟ 

丁度あの作曲家の事がマスコミを賑わせた時期でもあったが、全人間、全てを否定された思いをしました。本人（息子）はもっとだったと思いま

す。今までの努力や頑張りを思うと、社会人となり、それでも現実の厳しさを痛感しました。不動産の直接伺ったお店でも話をしているうちに

「そういう病気の人たち」という、病気ととらえられる。少し位話をしても当事者の事は本当に当事者にしかわからない。しかし、それではいけ

ない。障がいのある人もない人も共に…とはなかなか長い道のり、厳しいと思います。(10 年以内) 

No.233   3.合理的配慮の不提供/無記⼊/無記⼊//支援者 

インターネットでの予約でも最終確認は電話になる。クレジットカードを作るのも本人確認は電話でしかダメだと聞く。聞こえない者にとって

は、「差別」であると思います。「聴覚障害者」の理解が深まって欲しいと願います。(10 年以内) 

No.234   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

沖縄のツアーに申し込みをしようと思い、電話でお尋ねをした時に、困っていらっしゃる様子に私の方も対応できずに「すみません、今回は止め

ておきます」と言ったことがあります。(10 年以内) 

No.235   1.直接差別/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

店で品物を手にとってみていたら、店員が来て説明してくれて、その時、聞こえないといったら、さっさと説明をやめて、他の所へ移動した。

(10 年以内) 

No.236   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

クレジット機能付きのカードだと確認のための電話をするとか、家にかかってくる。電話に出られないというとＮＧとなる時もある。(10 年以

内) 

No.237   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

ＴＶの通販などで「今から何分以内に御注文の方は…」とあってフリーダイヤルしか出て来ません。以前チラシに同様のことが書いてあったが、

ＦＡＸで注文した。割引してなかった。電話だけ割引でＦＡＸが定価というのはどうなのかな？(10 年以内) 

No.238   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/無し(統合失調症)/本人 

医療保険に入ろうとしたら、統合失調症を理由に断られた。(10 年以内) 

No.239   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(亜急性硬化性全脳災による四肢体幹)/⺟ 

コンサート・映画 etc 見に行く所が障害者用になっている。○○ドームもあまりにも上の方で、よく見えない(10 年以内) 

No.240   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校 3 年生のとき、市民プールに連れて行きました。プールが好きな子なので、嬉しくて、はしゃいで声を出しながらとびはねていました。そ

れを見ていた監視員の人から、冷たく「何とかしてください」と言われてしまいました。(10 年以上前) 

No.241   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

私自身はプールは、好きではないので、勇気を出して連れて行ったのに・・・と、それ以後、連れて行く気持ちが無くなってしまいました。娘

は、他の人に迷惑になる程、大きな声を出していたわけではありませんでした。楽しくて仕方なかっただけなのに、それを理解しては頂けません

でした。そのことを説明することが出来なかった自分にも責任があったとは思います。(10 年以上前) 

No.242   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両下肢機能障害)/本人 

ヘルパーと外出した時に、足がよろけて転倒しそうになったことがある。そのときヘルパー（女性）は、私のシャツの袖口の端っこを親指と人差

し指で汚い物でも触るようにつまんで引っ張った。俺はばい菌でもゴミでもない。すぐに出入り禁止にした。(10 年以内) 

No.243   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人 

買い物をしていて、なかなか決まらず悩んでいたら、「買うなら早く決めてください」と店員さんに言われて感じが悪かった。(10 年以内) 

No.244   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

ダウン症の仲良し友達 5 人で、○○〇園に遊びに行きました。5 人揃って、列に並んで遊具に乗る順番が来たところで、係のおじさんから「手帳

を持っている人は乗せられません」と言われました。きっと手帳を持っている人でも、一見して障害があると周りが判断できない人だったら、乗

せてもらえたと思います。（平成 26 年４月）(10 年以内) 
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No.245   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(急性脳症による知的障害。後遺症によるてんかん)/⺟ 

顔だけでは障がい児とわからないため、奇声などなどあげているとむっとされたりする。(飲食店・バスなど）(10 年以内) 

No.246   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/⾝体障害者手帳(難聴)/支援者 

MOOC（MIT などの一流講師陣によるオンライン無料講義）の字幕はあるが、質が悪いなど、最新のコンテンツに聴覚障害者への配慮が欠けてい

る。＊日本では「GAKKO」だが字幕の質は同様に悪い。(10 年以内) 

No.247   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

遊園地等での乗り物搭乗制限 以上の件については今現在は気にしていません。(10 年以内) 

No.248   1.直接差別/5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

遊園地に家族で行き、ジェットコースターに乗るのを 30 分以上待った。いざ乗るとき、障がいを理由に（顔を見て）断られた。初めからだめと

明記してあればわざわざ待つことはなかった。その前に関東のテーマパークに行った時は決してこんな思いは一度もしなかったのに。(10 年以上

前) 

No.249   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視覚障害（弱視）・知的障害（高機能⾃閉症も重複）)/⺟ 

私（母）が、初めて行ったコンビニに障がいのある息子（２０代）を少しの間置いて戻ってみると、商品を見ていた息子に店長らしき人が後ろか

ら張り付いていた。弱視である為（分かりにくくはある）商品に近づき過ぎてたかもしれないが、いかにも取るんじゃないかと見張ってる感じだ

った。そことは違うスーパーで買った商品を息子が手に持って出てると、店長がお金を払ったかと言っていた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.250   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視覚障害（弱視）・知的障害（高機能⾃閉症も重複）)/⺟ 

遊園地で（そうではない遊園地もあるけど）障害のある人がほとんどの遊具に乗れないと言うのはおかしい。乗れるのは幼児向けのばかり。障害

者は小学生以下と思っているのか。(10 年以内/10 年以上前) 

No.251   1.直接差別/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/⺟ 

劇場へミュージカルを見にいきました。きっと息子が喜ぶと思い、早くから良い席を買っていました。真横を動物たちが走って行く様を目を丸く

して見ていました。２幕目に入った頃でしょうか・・上演中の暗い中、係の人が「後ろの人が見えませんので席を移ってください」と言いに来ら

れました。子どもは背中をイスに付けず前に倒した様にして見るので、後ろの人は見にくかったのかもしれませんが・・・急に言われ、暗い中案

内されるまま後方の隅っこの席へ移動しました。障害者で言いやすかったのかも知れませんが・・後で考えてみますと指定席でもあり、変わるこ

とはなかったと思いました。（私、色々な劇場へ行った時は前に大きな人が来ないようにと願って席に着いたものです。もしそうであったとして

も仕方のないことで）息子に可哀想なことをさせた。お詫びと毅然とした態度がとれなかった自分への反省とでその後、そこへは一度も行ってい

ません。細やかな抵抗?!です。(10 年以上前) 

No.252   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学生に見られて（18 歳か 16 歳以上入れる所だったのに）、入れませんと言われたので、事情を説明し、年齢を言ってから入ったことがある。

(10 年以内) 

No.253   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

親子 母、姉、本人と天神に買い物に行って、姉が洋服を選んだり試着している時、そばに寄っていると、店員さんより、変な人がいるから気を

つけてくださいと姉が言われたことがありました。(10 年以内) 

No.254   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

小６の時、○○商店街へわらびもちをリヤカーで売りに来ていた。行列ができていて、息子と私もその列に加わり、順番が来るのを待っていた。

時々、喜びの声を上げ、体を左右にゆらしながら、約 10 分…。周りに迷惑をかけそうだったら、買わずにすぐに列から離れるつもりでいたが、

そんなに迷惑をかけているとも思わなかったが、いざ順番が来てやっとわらび餅にたどりついたときに、売り主のおじさんから「そんな声出すん

だったら、おまえには売らん！」と言われ、子供のわき腹に肘鉄を入れ売ってもらえなかった。それでも息子は大好きなわらびもちが食べれると

思って おじさんにニコニコ笑顔をむけていたのがとても切なかった。(10 年以上前) 

No.255   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

保育園児だった頃、プール教室に行かせたくて（健康のためと、療育のため）いくつかのプール教室に電話したり、本人を連れて行ったりした

が、「そういうお子さんは受け入れられない」と断られた。電話して話しただけで、本人を見ていないのに「門前払い」がほとんどたった。プラ

ス料金を払うからと 1 対 1 の個人指導をお願いしたが、どこも断られた。(10 年以上前) 

No.256   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

銀行のＡＴＭ窓口等についている受話機の設置場所が悪く届かないです。正面にある為受話器の音声が聞こえないので操作できない。受話器の音

量を大きくしてくださいとお願いしてても「ハイ」と言われるだけで、その通りになっていない。車イス（障害者）用の受話器がある台数が１台

しかない。ＡＴＭについているバッグ置きの台があって車イスではいるのにとどきにくい！(10 年以内/10 年以上前) 

No.257   3.合理的配慮の不提供/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳/本人 

クレジットカードの申し込みについて本人が電話で対応しなければならないので不便です。 

No.258   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両側感音性難聴)/本人 

メールアドレス、FAX 番号の案内をしていない、店や病院、いろいろある。(10 年以内) 

No.259   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

ライブ外国のアーティストをよく子供二人で見に行きます。車いす席の問題です。１０年かけ理解してもらいＡイベントＢイベント会社に話をし

て前列に席を作ってもらっています。(10 年以内) 
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No.260   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

市が持っている会場（コンサートホール・会議場）ですが福祉に優しいと市は言いながら、どこも見えない所に車いす席があります。何を考えて

いるのか理解できません。イベント会社は福岡市が前列の見える所に席を作りなさいと契約の時に言えば従いますとのことです。障害を持ってい

たって他の人と変わることはありませんが、助けてもらわなければいけません。イベント会社が理解してくれているのに市が理解してないことは

おかしなことです。至急、次回の契約の時から実行して下さい。イベント会社さんのおかげでいろんな外国アーティストからやさしい心づかいを

してもらっています。外国アーティストなどビデオカメラやカメラをアーティストが息子に接してくれ世界の息子になりました。(10 年以内) 

No.261   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

同じ人ですが、家を買う時に息子は車いすなどで今の場所を車いす専用にしますと言って購入しました、車いすの人は車いす駐車することをあり

がたく思ってもらわなと言われました。(10 年以内) 

No.262   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症、無酸素性脳症、感音性難聴)/⺟ 

昼食を食べようと店に入ろうとしたら断られた（ランチ時で車いすは場所を取るからと）(10 年以内/10 年以上前) 

No.263   1.直接差別/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度の知的障害と軽度の精神障がい)/本人 

家を借りる際に不動産屋のスタッフに軽度の知的障害や生活保護を受けている事を正直に伝えたら、空いていたはずの物件が１分も経たない内に

「すみません、決まりました」と言われたり、以前借りてた方が障がいを持ってたらしく（それだけが原因かどうかは分からないのに）周りの方

とトラブルを起こした為、ウチでは障がいを持ってる人には貸せないと断られたり、金銭面の事や、火や水の取り扱いがちゃんと出来るんだろう

か？とあからさまに不安な顔をされて凄く嫌な思いをしました（涙）(10 年以内) 

No.264   1.直接差別/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる四肢体幹機能障害)/⺟ 

家族で東京の方へ旅行に行った時、浅草で昼食を取る事になり、おそば屋さんの中に家族が入って車いすでも入れそうか見てみたらどうにか入れ

そうなスペースと席があったので入ろうと思ったら、店の人から他のお客の手前、店の安全の為に入店を断られました。店の人他のお客様に断り

を言って障がい者の入店を受け入れて貰えればと悔しい思いをしました。（平成２５年 11 月）(10 年以内) 

No.265   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳/本人 

レストランを利用しようとしたが、車椅子が入らないからとの理由で断られた。しかし、後日確認すると車いすでも入店可能だということがわか

り、店の従業員がなさけないなーと思った。(10 年以内) 

No.266   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳/本人 

クレジットカードをつくりたいと思い、申し込みをしたが、サインができないから（身体障がいがあるため）という理由だけで、カードを作るこ

とができなかった。(10 年以内) 

No.267   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

子どもがまだ養護学校に通学している年れいの時ですが、ショッピングモールに家族で行った時です。昼食を食べようとお店をさがして「車いす

の子供がいるのですが、大丈夫ですか?」とたずねてみたら、「ダメですね！」と言われた言葉に残念でしたね！イヤな思いしました（１０年前

です） 

No.268   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

また、車いすで入ったお店で、車いすだとテーブルととなりのテーブルの間がせまかったりするお店が多くて、また、1 段、２段とある入口だと

入るづらいと思う心と入れないな！と思う心が動きますね！「自然な社会の中で、生きているので当たり前なのでしょうね！」と思う自分（介助

者）です。(10 年以上前) 

No.269   5.無理解・偏⾒/50 代/無記⼊/療育・⾝体障害者手帳(知的障害)/本人 

かいものが 1 時間かかりきじょうにわられた。おかしいひととおもわれた。このごろことです。 

No.270   未分類/20 代/⼥性/療育手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

現在は成人をしていますが、まだ小学部２年のことを思い出しましたので書いてみます。こだわりの強い子供、テレビやアニメのセリフをいつも

声に出している子供でしたので外食するときは緊張していました。行きつけのお店ならなんとなく理解していただけるのですが初めての店では店

員さんは理解してくださっていてもお客は障がいのある子供と、ただうるさい子供との違いがわからないようで大きな声をだし怒り出す方がいら

っしゃいました。本人は何がおこっているのかわからず、兄弟児は声の大きさ、表情に驚き、ただもくもくと食べて過ごしました。(10 年以上

前) 

No.271   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

今ならば穏やかに過ごせる店を選ぶし本人も緊張し声をだすのをつつしんでくれるのでしょうが…まだ幼い時は障がいを理解するための途中なの

で突然怒り出した知らないおじさんにびっくりしたし、悲しい気持ちになりました。飲食店で入店を断られたことは一度もありません。良くして

頂くことの方が多いです。ただ、その場に居合わせたお客さんに大声を出されたその一回は忘れられない思い出になっています。(10 年以上前) 

No.272   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳/⺟ 

障がいがあることで家を探している時、大家さんから「障がいの子は何も悪い事しない？」「迷惑はかけないよね？」と言われました。もちろん

断りましたが(10 年以内) 

No.273   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳/⺟ 

買い物している時手を出してしまい年配の方から怒鳴られた。（相手の買い物かごの中に手を入れて触ろうとした）(10 年以内) 
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No.274   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

スーパーや外出先で言葉があまり話せないのでよく人にジロジロ見られる事が多いです。小学校でも知的障がいについての認識や理解が進むと良

いと思います。(10 年以内) 

No.275   未分類/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

コンサート類も興奮したり声を挙げたりすることがあるので行きにくい 

No.276   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/⺟ 

子どもが２歳になる前、私が車の免許を取りに行った時です。自動車学校の中にお母さん達の為に１～２時間子どもを預かる簡単な保育室があり

ました。いつもは親、友人に頼んでいたので大丈夫でしたが、どうしても頼めない時お願いしようと相談しました。２歳前といっても身体障がい

なので、まだ寝返りもできず、いつも仰向けに寝て静かにおもちゃで遊んだり抱っこされて絵本を読んでもらうのが大好きな子でした。私にとっ

ては赤ちゃんの時期が長いだけの感覚だったので、当然預かってもらえると思っていました。「発達が遅れている」「障がいのある」そのフレー

ズだけで子どもに面接もしてもらえず、拒否されました。「そんな子預かれません」の一言です。我が子が一人の子どもとして見られず、何か得

体のしれない別物として全てを拒否された気持ちでした。それ以来、差別らしい差別を感じたことはありません。でもそれは、私が二度と世間に

過度の期待をせず、要求をしなかったからだと思います。友人、家族、教育関係者に守られ、いつでもどこでも車で私と行動を共にして、全くの

他人にお願いする場面は少なかったと思います。最初の経験以来、守られた狭い世界で子育てをしてしまった気がします。(10 年以上前) 

No.277   1.直接差別/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(心臓病及四肢体幹機能障害)/⺟ 

床屋に連れて行った時、（小学部で）「周りの人見てごらん。みんな一人で座っているでしょ」「くせ毛だ。くせ毛だ。」と言われ、料金も終わ

ってから上乗せされた。ハサミやクシが気になって頭は動かしたけど、泣いたり暴れたりしたわけではありません。幼い子ならもっと嫌がったり

することもあるはずです。数年間床屋に行けず母が自宅でカットしていました。今は友人の紹介の所に行ってます。(10 年以内) 

No.278   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

障がい者でもわかりやすい料理本がほしい。(10 年以内) 

No.279   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳/その他（弟） 

スーパーマーケットに行き、つり銭をだまされた。(10 年以上前) 

No.280   2.間接差別/60 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚)/本人 

各種連絡先に TEL 番号だけの記載は電話を使えない障害者には差別的だ。（例）・ATM の故障連絡・クレジットカード裏面の連絡先・その他会報

誌イベントの申込先・各種相談の電話予約 

No.281   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(多動・知的障害)/⺟ 

子の恩師（大学生の時からの家庭教師）が学校の教師を辞められ、２年以上２か月に１度くらいその先生のところに私と子供が会いに行き元気を

もらっていました。ある日先生に連絡をせずにいつも泊まるビジネスホテルに予約がとれたので行きました。連絡がとれない先生は他県に行って

ありました。子供は「つらい、会えないのがつらい」その思いが募って私が寝ている時、パジャマのままホテルを出ました。朝、バイキングの朝

食を取る為にレストランに行こうとエレベーターから出た途端、フロントの男性が私に怒りをぶつけました。「この方（子供が横にいました）障

害者でしょう。昨夜一人でパジャマのままホテルをで、中に入ろうとしました。私が奥の方で（モニターか防犯カメラと思います）見ていたから

すぐに彼を入れ部屋に連れて行って中に入れました。貴女は気がつかなかったのですか？これが支配人に知れたらと思うと」と言って身震いされ

ました。何度も泊まって感じのいいホテルでした。「私がいたから良かったけど知っているから新しい社員だったらどうなったでしょう」私は

「すみません。私は寝ていたのでしょう。気がつきませんでした。保護していただいてありがとうございました。でも障害者は泊まったらいけな

いとパンフレットに書いてなかったので申し訳ありません。支配人に直接謝らせていただけませんか」と言いました。「何というおそろしいこと

を言うのですか。もうこのホテルには来ないで下さい。いいえ、この地に来ないで下さい」と言われました。すぐに荷物をまとめて「今迄お世話

になりました。ご安心下さい。２度と来ませんから」と言ってホテルを出ました。先生にはこの事は言ってません。この地で働き生きていかれる

ので、どんなことで迷惑がかかるかと思って、市か県の方にこのことをつげようと思いましたがやはり迷惑をかけるといけないと思いやめまし

た。障害者が泊まってはいけない。ショックでした。(10 年以内) 

No.282   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(多動・知的障害)/⺟ 

子供は多動です。思い立つと理性がなくなり、どこにでも飛び出してしまいます。よく行っていたファミリーレストランにその日帰らず朝早くタ

クシーで乗りつけて入ってしまいました。私と買い物の後そこに行く約束をしていたので私がいると思ったのです。警察に保護願いを出していた

ので、ファミリーレストランにいると教えられ迎えに行くと支配人に２度と来ないようによく言って聞かせて下さい。お母さん達がご一緒なら来

てもいいですよ」それからそこには行ったことがありません。(10 年以内) 

No.283   1.直接差別/判断できない/20 代/男性/療育手帳(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

就職した会社で、生命保険の勧誘の方が来られたので、団体生命保険の申し込みをしたが、2 件も、障がいのために断られた。理由は自分でサイ

ンできないかもしれないからと言われた。(10 年以内) 

No.284   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

大きな入浴施設に弱視の友人と入館しようとしたら、障害を理由に断られました。(10 年以内) 

No.285   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

家電店でポイントカードの発行を求めたら自筆できないことを理由に断られました。(10 年以内) 

No.286   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾝体障がい者手帳)/支援者 

少し前の話ですが、足が悪い知人のところにゴルフ場会員権の勧誘の電話が入り、「足が悪いのでゴルフはできない」と断ったところ、「それな

ら、投資になるので考えてくれ。」と強引に勧誘されたという話を聞きました。どこから電話番号を入手したのかの問題もありますが、足が悪い

ことを知った時の先方の受け答えにもっと配慮が欲しかったそうです。（伝聞）(10 年以内) 
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No.287   1.直接差別/30 代/男性/療育手帳(ダウン症 知的障害)/父/⺟ 

息子が 10 歳の頃だったと思います。その頃ジェットコースター（回転なし）が大好きで、よくあちこちに出かけて行っては乗車を楽しんでいま

した。ある時有名な遊園地へ行った時のこと、いつものようにジェットコースターを楽しもうと列に並んだのです。すると直ぐにジロジロとこち

らを見る嫌な視線を感じました。それはずっと続き、30 分経った頃だったでしょうか。事務所から人が出てきて、｢申し訳ありません。乗車を遠

慮してください。｣と言うのです。30 分も並び楽しみにしていることも分かっていたので、好きでこれまでもあちこちで乗っていることや、今ま

でパニックを起こしたことがないこと等、いろいろ説明したのですが、分かってもらえず、その方の強気な口調と周りの多くの視線に負け、引き

下がってしまいました。とても腹立たしく悔しかったです。 

30 分も待たされた挙げ句、楽しみを取り上げられ何が何だか分からないまま、1 番悲しい思いをしたのは誰でもない障害を持った子供だったと思

います。自分たちの都合や思いを通すだけでなく、こちらの思いや立場にも少し配慮が欲しかったです。(10 年以上前) 

No.288   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(疾病による両上下肢機能障害)/父/⺟ 

バリアフリーの自宅建物に建替た時のことです。銀行の住宅ローンを借り入れしましたが、自己資金の一部を、障がいがある息子の所有権を一部

登記するため息子が供出しました。このため、担保提供者として息子の自署捺印が必要との銀行の申し出でした。「息子は障がいがあり自署は困

難」と説明しましたが、担当課長が仮住所まで来て「何時間でも待つ」と言われ、やむなく「手を添えて書かざるをえない。一人では無理なこと

は見てわかるでしょう」と申し出しその課長の面前で私が手を添えて署名させました。その時のくやしさは今でも忘れられません。他の金融機関

への切り替えを考えましたが、事情があって出来ませんでした。自分も銀行に永年勤務しており、代替方があるのは知っていたため一層くやしい

思いがしたのでしょう。(10 年以上前) 

No.289   1.直接差別/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害者)/支援者 

盲導犬使用者であるが、まだまだ受け入れ拒否は絶えず、お店等で断れることが少なからずあった(10 年以内) 

No.290   1.直接差別/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害者)/支援者 

盲導犬がまだそれほど知られていないころから使っていたので、お店に入れない、タクシーに乗れない、ホテルにも断られるなど、ずいぶんつら

い思いをした(10 年以上前) 

No.291   1.直接差別/60 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(両側上下肢不⾃由)/兄弟 

ラーメン屋に入店時、車いすはお断りします、と言われた(10 年以内) 

No.292   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育手帳(肢体不⾃由痙直性脳性麻痺)/父/⺟ 

こんな子どもを連れてるだけでいやな顔をされるので、外で食事などできなかった。(10 年以内) 

No.293   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(急性脳症)/支援者 

買い物中に車いすのタイヤを勝手に拭かれた。(10 年以内) 

No.294   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(急性脳症)/支援者 

飲みに行く場所が、トイレなどバリアフリーのところが少ない(10 年以内) 

No.295   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひによる四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

野球場の車いす席が去年やっとＡゾーンにもできて喜んでいるがもっと各ブロックにできてほしい。去年のことで、今年は確認していないが、Ａ

ゾーン車いす席は、別のあらゆる座席と交換できるチケットが使えないと言われ、チケットを持っているにもかかわらずＡ指定のチケットを購入

させられた。インターネット上でそのように書いてはあったが、なぜ車いす席だけが対応されないのか、納得できなかった。2 年前までは車いす

席は外野立ち見席と同レベルの位置にしかなく選択できないにもかかわらず、高いチケットを持っていても払い戻しはされないが、不足分は追徴

されていた。(10 年以内) 

No.296   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひによる四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

大型商業施設内の映画館に連れて行ったら、車いす席が前方にあり、画面が近すぎて気分が悪くなり途中で退出した。他の劇場やホールなども、

車いす席は決まっている。もう少し各ブロックに配置され、いくらかでも選択ができるようになれば良いと思う。また家族や同伴の人とは並んで

観劇、観戦するのが普通ではないか。車いすの人と介助者が前後に座る場所も多く改善されることを望みます。(10 年以内) 

 

4.建物・交通の領域 

No.297   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

乗り物に乗った時、アナウンスされる人の言葉が丁寧だったらハッキリ伝わるのですが、マイクを口に近い早口言葉で言われた時は良く聞き取れ

ず困った事があります。 

No.298   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

自宅前の道路の落ち葉掃きをしていますが、車が猛スピードで側を通って行くのでいつもビックリします。 

No.299   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

車や自転車がすぐ脇を走り抜けて行く事。いつも危ない思いをしています。 

No.300   2.間接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ（メンケス病）)/⺟ 

公園に入る時に自転車などが入らないようにバリアしてあるので、車椅子が入りづらい。(10 年以上前) 
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No.301   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

バス停でバスを待っていて、行先案内の音声が小さくて聞きとれず、バスを乗り過ごしたことが時々ある。(10 年以内) 

No.302   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

ホテルで会合があり、歩いて会場であるホテルの前までは行ったが、誘導ブロックが途中で切れていて、入口がわからず１０分近く中に入れず苦

労した。(10 年以内) 

No.303   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

○○町の歩道を白杖を持って夕方歩いていたとき、正面から猛スピードで走ってきた自転車に追突され、白杖が前から３分の１ほど折られた。

(10 年以内) 

No.304   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(フリードライヒ氏病による四肢経性マヒ)/本人 

エレベーターに乗る時や降りる時、気を使っているのはわかるが気を使い過ぎと思われる場面が多い。降りる時や乗る時にボタンを押してくれる

のはいいのだけれど、入口の所のボタンをしっかり押している人や、とにかくボタンを押さなければいけない、という人など（女性に多い）、ド

アの隅にいて車イスでは通れない時がある。 

No.305   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

聴覚障害者は、目で見える標識が一番わかりやすいです。交通では、次の停車駅などかなり「電光表示」されるようになりました。でも、バスな

ど運転席の左上部に表示されるだけで、中頃～後方にいる人はわからない。運転手も、はっきり案内する人は半数くらいです。道路標識も初めて

来た人にもわかるようわかりやすくしてほしい。 

No.306   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両・感音性難聴)/本人 

バス・電車は以前は行き先は音声案内だけで全くわからず、一人での外出はとまどうばかりでした。(10 年以上前) 

No.307   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(頸椎損傷)/本人 

年齢のせいもあって、近年移動が苦になります。特に車イスを使ってバスに乗ろうとしても、時間帯によっては待っていても乗せてもらえない事

がたびたびあります。車イスを載せる設備があるバスでさえ、無視されることがあります。(10 年以内) 

No.308   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/⾝体障害者手帳(頸椎損傷)/本人 

近年、いろんな所で身障者用の駐車スペースが確保され利用しやすくはなったのですが、スペースが広いのと入口に近いこともあってか健常者も

平気で駐車していることがあります。そんな時は仕方なく遠くの場所や狭いスペースの場所にとめて移動しなければなりません。とても不便で大

変です。(10 年以内) 

No.309   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢障がい)/本人 

バス停で雨で傘をさして待っていた所にバスが来て、傘をたたんで乗ろうとした時に傘が開き、バスは待つ事なく発車した。(10 年以上前) 

No.310   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢障がい)/本人 

バスカードになる前、現金（小銭）を出すのに手間取ったら早くしろと言われた。(10 年以上前) 

No.311   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

デパートや高速道路のトイレですが、知的障がいのある方や発達障がいの子ども等でも緊急時には使っても良い事にしてほしい。出先で突然「ト

イレ」と言ったり、こだわりがあるので個室がせまいと二入で入って大変だったので。(10 年以内) 

No.312   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

２０代の頃発作が止まらず電車の中で大発作を起こし倒れました。 

No.313   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

スクールバスのお迎えの時、道路脇に車を寄せて待機していました。（歩行困難者使用中の許可証提示）そこへタクシーの運転手が来られて「じ

ゃまだろうが」と注意されたので、事情を説明したら「そんな事情は知ったこっちゃない！じゃまって言っているんだ！」と言われ、とても悲し

い気持ちになった。(10 年以内) 

No.314   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひ・⾔語障害)/本人 

何でもヘルパーさんに聴き、地下鉄の駅員から「あなたはわかりませんでしょう」と言われた時(10 年以内) 

No.315   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(フリードライ氏病による四肢経性マヒ)/本人 

近所のラーメン屋に入ろうと思っても段差があり、又、入ってもカウンターが高いなどして食べられない。 

No.316   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(顎髄損傷)/本人 

ある総合病院で、車椅子マークが付いた駐車場に誘導してもらい駐車したが、車止めの鉄板が出てきて車椅子を降ろすことができなかった。誘導

してくれた人はすでにいなかったので、自動車を出すこともできず、人が通るのを待って、受付に言ってくれるように頼んだ。(10 年以内) 

No.317   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

新幹線の多目的室などを予約する際に名前と連絡先を聞かれる。この場合は予約ができたかどうかを連絡してもらうために必要とは思う。しか

し、新幹線の博多駅から博多南駅までの自由席の一駅でだけなのに名前と住所などを聞かれる意味がわからない。(10 年以内) 

No.318   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

簡易電動車椅子で一般のタクシーに乗った時に運転手に「こういう車椅子は車椅子のまま乗れるタクシーを頼んだ方が良い」と言われた。簡易な

ので折りたたんでトランクに載せられ、今まで言われたことがなかったのに初めて言われた。(10 年以内) 
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No.319   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

路線バスを使おうとしても自分が行きたい路線に必ずスロープ付きバスが来るとは限らないため困ることが多い。(10 年以内) 

No.320   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

門司港から唐戸市場まで船で行こうと思って乗車券を買おうとしていたところに係の人がきて、いきなり「電動車いすは船に乗れません」と言わ

れた。その時は大人数で行っていたのと私の電動車いすが簡易の物だったので一緒に行っていた人が「本人と車椅子を別々にして乗せます」と言

って乗る事ができた。しかし、唐戸市場から門司港帰る時は電動車いすでも乗れませんとは言われなかった。(10 年以内) 

No.321   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

部屋を借りる際に気に入った部屋があったが、マンションに入る所に三、四段の段があり、スロープをつけさせてもらえないかと頼んだが何も連

絡がなく諦めた。(10 年以内) 

No.322   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症)/本人 

行きたいお店があってもニ階でエレベーターがなかったり、１階でも何段か段があるとその店に行くのをあきらめてしまう。(10 年以内) 

No.323   2.間接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

公園（天神中央公園）の入り口が、車両の出入りをさせないためにブロック（ポールなどがたてられている）されていて、車椅子が本当に通りづ

らい。どこでも通れるというわけではなく、車いすでも通れるところを事前に知っておかないと不便でした。普段でも不便さを感じている上に、

公共の場でも不便さを感じ、何かもっと良い工夫ができないものかと思ったものです。(10 年以内) 

No.324   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

以前よりもスロープや段差解消の三角台などレストランにも増えてきましたが、ドアを手前に引くタイプ、入口や通路が狭い、隣のテーブルとの

間が狭いなどまだまだストレスを感じながら入る店は多いですね。入りやすい店にしか行かないということになってしまっています。(10 年以

内) 

No.325   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

おむつ替えのできるベッド（大人用）がある障がい者用ユニバーサルトイレはまだまだ少ないです。(10 年以内) 

No.326   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

手動車いすでタクシーを利用しようとしたら、乗車拒否された。(10 年以上前) 

No.327   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

博多駅を利用したとき、その駅にはまだ携帯スロープがなく、「車椅子のここを持って抱えてください」とお願いしたら「こんな重たいものは持

てない」と言われた。（10 年以上前） 

No.328   2.間接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

福岡県の合同庁舎で喫煙所の入り口に高い段差があり、またスペースも狭く喫煙をあきらめた。（10 年以内）(10 年以内) 

No.329   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

この三年以内にできた新しいレストランなのに、高い段差がありスロープもなく、利用をあきらめる店が度々ある。(10 年以内) 

No.330   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

結婚式場で段差があってスロープや迂回路もなく参列できなかった。(10 年以内) 

No.331   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

交通アクセスの事故・故障等のアナウンスが聴き取れないため、何があったかわからず困った。駅員さんらは全てマイクで状況の説明を行う。文

字で状況説明がないため混乱する。(10 年以内) 

No.332   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

有料道路の料金場が無人の際、割引の手続きがインターホン越しで困った。(10 年以上前) 

No.333   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

交通機関で人身事故など遅延が起きた時、電光掲示板などに指示がなかったのでわからないまま困っている。 

No.334   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

新幹線の中でろう者同士で手話での会話をしていた時、ジロジロと見られた後、私たちをバカにするように、私たちが手話で会話しているように

真似されて不愉快。(10 年以内) 

No.335   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

市営地下鉄：緊急時の情報が得られない。降りたら、動いてしまうのではないかと、待機していた。３０分たっても動かなかったため、ダッシュ

でホームにいる駅員を探し、身振りで聞こえないことを伝えた。 

No.336   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

地下鉄や電車において、人身事故や天候による遅れが発生した時に、駅員さんが拡声器で呼びかけをしているが、耳が聞こえない人に対する電光

掲示板やボードなどによる掲示が全くなされていない場合が多い。慌ただしい時に筆談で願いするのはなかなか心理的にやりづらい。(10 年以

内) 

No.337   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

道路を通行する場合、街路樹が邪魔で目印が分かりにくい事がある。(10 年以内) 
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No.338   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

歩道上に自転車の通行があり、後ろからいきなりスピードを上げたまま走ってくる事が多く、歩道を通りにくい。車イスを使用する方だけでな

く、耳の聞こえない人も自転車の通行音が聞こえないため、怖さを人一倍感じる。(10 年以内) 

No.339   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

公団のマンションの場合、火災警報器があるが、音で鳴る形式の為、耳の聞こえない人を対象としてにおいを発するものや光で発するものでない

ため、いざとなる時に不安がある。(10 年以内) 

No.340   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(全⾝性四肢まひ)/本人 

日本有数の日本庭園にて、茶室の入場券を購入、現場では疎水があり、飛び石を渡って入室。歩行困難でバランスがとれなく諦めた。(10 年以内

/10 年以上前) 

No.341   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両眼視神経委縮)/本人 

鉄道では未だに転落の安全が確保されていないことは早急に解決していただきたい。これは視覚に限らず近日電動車いすの転落事故も起こってい

る。以前私鉄の乗車の折、単独歩行をとがめられ、かならず付き添いの方と乗車をしてくださいと言われたことがある。また、未だにバス停で不

完全不適切な音声情報が行われていることは残念である。(10 年以内/10 年以上前) 

No.342   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

駐車場の身障者スペースが誰でも利用できるのが困る。 

No.343   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

エレベーターが狭いところがある。 

No.344   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

バスには、バギーで乗りづらい 

No.345   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

福祉タクシーを増やしてほしい（普通のタクシーでは子どもを抱っこして、バギーをたたんだり、一人でできない） 

No.346   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ・小頭症による両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

歩道の家の近所など、一番使う歩道が傾斜がついていてバギーが押しづらいから結局危ない車道を歩いている。 

No.347   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

身障者専用のトイレが普及し助かっていますが、ない所でのトイレの使用の件で困る事があります。息子なのですが、女子用に連れて行く事

も・・・。 

No.348   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

公共交通機関は子どもの障がいが重度のため使った事がない。 

No.349   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚・肢体障がい)/本人 

いつの間にかバス停での車外案内が消えしまいました。弱視ですので行き先が分かりにくくて困ります。消えた理由はバス停付近の住民のクレー

ムだと聞いています。視覚障がい者にとって耳からの情報は大切です。これも一つの差別につながるのではないでしょうか。(10 年以内) 

No.350   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児まひ)/本人 

玄関のアプローチが石畳になっている。(10 年以上前) 

No.351   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/その他（通所事業所職員） 

管轄区域の西区役所に行くと、福祉・介護保険課等のある２階では点字の誘導ブロックがあるが、待ちあいのいすに近くて、よくイスや待ってい

る人にぶつかり、そのたびに謝ったり注意をうけたりします。いやな感じを受けたり、ひどく落ち込んだりで、区役所の職員にも話せていませ

ん。(10 年以内) 

No.352   1.直接差別/40 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

電車やバスの精神障がい者への割引がないのはおかしい。(10 年以内) 

No.353   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

精神障がい者だけ、電車やバスの交通費免除ができないこと。(10 年以内) 

No.354   1.直接差別/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾝体表現性障がい)/本人 

身体や療育手帳は割引があるが、精神は対象外の交通機関が多い。（私鉄、バスなど）(10 年以内) 

No.355   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

電車の乗車券売り場で、割引のボタンを押して障害者手帳を見せた時、中に持って行ってしばらくしてからこの障害では割引できません。と対応

された。同じ青色の手帳でも、障害名で分けられているということは、社内で障害によって差別基準があるように感じられる。別々の駅で３回く

らい同じ対応をされたので。(10 年以内) 

No.356   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/療育手帳(知的)/妹 

別にない。目が悪くて見えにくいので、歩道の整備をしてもらいたい。 
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No.357   5.無理解・偏⾒/無記⼊/無記⼊//無記⼊ 

バスによく乗る機会がありますが、どのバスにも高齢者や障害のある人の特別の席があるのに、そこに健常者や、特に若い人（女性）が座り、傍

に高齢者が立っているのがわかっているのに、目をとじたり携帯に夢中になって知らぬふりをする人が意外に多い。最近モラルの低下現象の中で

も、市民へとバス会社のＰＲをもっと必要と思う。(10 年以内) 

No.358   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人 

でこぼこ道や、傾いている道や、段差など車椅子の人たちにとってはものすごく大変なので、そういう所を少しずつへらしていってもらいたいで

す。 

No.359   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症による上肢機能障害・下肢体幹機能障害)/⺟ 

障害者が利用できる、まごころ駐車場で、他の車に理解をしてもらい先に駐車させてもらうために警備員の方が他の車の運転手の方に「障害者が

乗っとうけん、先にはいってもらってもいいですか」と聞いてくれたが、こちらを指差して迷惑そうに言われた。せめて「まごころ駐車場の利用

者」と言う言い方にしてくだされば、まごころ駐車場の意味を他の方にも知っていただけると思うのですが・・・。(10 年以内) 

No.360   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

帰省の際、飛行機に乗りました。乗る直前、息子が乗りたくなかったのかご機嫌ななめに・・・。出発時間があるので仕方なく無理やり乗せたと

ころ、機内でパニック状態になってしまいました。自由に歩き回れないので、座席でなだめたりあやしたり、なんとか泣きやませようとしました

が、いっこうにおさまらず・・・。そんな時「うるさい！！」と言われ、こちらが泣きたい気持ちになりました。(10 年以内) 

No.361   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障がい・心臓病)/兄弟 

バス通所中、市内乗り降り自由の定期を使用しているが、カードをかざすことがヘタで、音がならないことが有り、カードを提示するも運賃を要

求されることが年に数回あり、さらに罵声まで浴びせられた様子。路線はいつも同じ場所を使用しており、いつも同一人物と思われる（本人

談）。バス会社に対応を求めても、人物を特定せず、電話で謝るばかりで毎回解決せず。(10 年以内) 

No.362   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる四肢体幹機能障害)/⺟ 

娘がまだ幼い頃、花火大会を見にいくのに、○○バスを利用した時（私母と本人、兄と三人で） まず運転手が面倒くさいと言う感じの態度で、

乗車したらお客さんからも白い目でみられ（かなり車内が混雑していたので）ひどく肩身の狭い思いをした。それ以来、娘を連れて○○バスには

２度と乗らないと心に決めて乗ったことは１度もありません。(10 年以上前) 

No.363   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる四肢体幹機能障害)/⺟ 

それと、身障用の駐車場に車を停めようとしたら健常者の人が使っていて停められないときは腹が立ちます。設備ばかりバリアフリーにしても、

人の心がそれに追いついてないと意味がないと思います。バリアフリーよりユニバーサルデザインに人の心も変化する必要があるかも？(10 年以

上前) 

No.364   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

普通に歩いているのですがタクシーがわざわざ U ターンしてそばで停まります。(10 年以上前) 

No.365   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい)/本人 

現生活において公共交通機関を使うことがめったにないため、不快に思うことがない。(10 年以上前) 

No.366   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(心臓機能障害・脳梗塞)/本人 

バスに乗る時、内部障害なので座っているとにらまれた。 

No.367   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

○○駅で降りてしまった時に、電車とホームの間が広くて、車椅子の介助に困難した事が有りました。(10 年以内) 

No.368   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

バスカードの入金の時、おりる人が先だと思って、先に降りようとしたら、運転手さんに文句を言われた。「先か、後か、わからないじゃないネ

ェ～」考え方によっては、降りる人が優先ではない？(10 年以内) 

No.369   6.判断が出来ない・その他/50 代/無記⼊/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ)/⺟ 

外出した時に、タクシーに乗せてもらえない事が何度もありましたが、今はどこに行っても優しくしていただけてうれしく思います。(10 年以上

前) 

No.370   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(亜急性硬化性全脳災による四肢体幹)/⺟ 

タクシーが止まってくれない。(10 年以内) 

No.371   1.直接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(亜急性硬化性全脳災による四肢体幹)/⺟ 

バスの運転手さんは、やさしく拒否される（できれば次のに乗ってほしい etc・・）(10 年以内) 

No.372   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両下肢機能障害)/本人 

横断歩道で車イスに乗り、手を挙げてもとまってくれない。犬や猫が渡ったら止まるのに！(10 年以内) 

No.373   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度知的障害)/⺟ 

子供が障害あり、バギーが必要なのに身障用のパーキングをことわられた事がある。母親（運転者）が元気なに、普通の所にとめてくれと言われ

て、はがゆい思いをした。断られたのは警備の人だった。 
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No.374   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(急性脳症による知的障害。後遺症によるてんかん)/⺟ 

まだ小さかった頃、身障用の駐車スペースに車を停めようとした時、注意されたので、手帳を提示したのに、抱えれる時は使用できない、大人の

方優先と言われ３階の駐車場に停めさせられ、エレベーターもなく必死に抱えて降りてきた。(10 年以内) 

No.375   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(側頭葉てんかん)/本人 

北九州市営バスは、精神保健福祉手帳を持っていると運賃は無料。○○バスは割引なし（半額にもならない）同じ障害者なのになぜ？差が激しい

(10 年以上前) 

No.376   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

バスに乗車したり、電車に乗ったりしても、停車駅が文字情報で案内されないため、うたた寝も出来ず移動が非常に疲れを感じる。外に出ること

が嫌になる。(10 年以内) 

No.377   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

歩道を歩いていて、後ろからの自転車のベルが聞き取れず、怒鳴られ嫌な思いをすることもしばしば。(10 年以内) 

No.378   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

市住の駐輪場自転車と自転車の間隔、自転車一台分開けるのが常識。置けなければ新しく建ててくれと言う人もいる。税金の無駄遣いを平気で言

う人もいる(10 年以内) 

No.379   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(難聴)/本人 

先日、上京しての帰り、羽田空港での出来事です。予定の飛行機のことについて、何度もアナウンスしていますが、周囲がザワザワしているの

で、補聴器をつけていても聞き取れません。電光表示板には、出発時刻が 30 分遅れる時刻が出ていましたので遅れることは分かりましたが、ゲ

ートで待っているお客さんに、受付の女性がマイクで色々と説明をされています。私は、その女性に「白板に書いてください。聞き取れません」

とお願いしましたが、普段からそういう準備が無いので、書いてくれませんでした。(10 年以内) 

No.380   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(難聴)/本人 

今年の 2 月に、飛行機で状況する時、東京に前夜大雪が降り、羽田空港が閉鎖され、福岡からの便も欠航になりました。空港の受付は大勢の人達

が行列を作り、他の空港への手続きなどをしていました。その時は空港も混雑してアナウンスもなく、いつまで待つのか分からないので、タクシ

ーで博多駅に行き、新幹線で上京しました。まだまだ危機管理などが行き届いていません。(10 年以内) 

No.381   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

バスや電車の IC 乗車券について、健常者は相互利用ができても障害者は相互利用が出来ないことは、明らかな差別だと思います。(10 年以内) 

No.382   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視覚障害（弱視）・知的障害（高機能⾃閉症も重複）)/⺟ 

電車で障害のある息子が席に座ると隣の人が意味もなく離れた所に席を変わった。(10 年以内/10 年以上前) 

No.383   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(緑内障)/本人 

ガイドヘルパーさんといつもの散歩コースで室見川の上流に西部運動公園があります。その近くに車が通れない橋があって歩行者、自転車専用に

なっていますが、橋の入り口に移動できるガードレールで（道路にあるガードレールで土台が物干し台の大型のようなガッチリしている）車が入

れないようにしてあります。入れないようにするには、丸い棒だったり色々方法はあると思いますが…。ガードレール自体は、二重にしてあって

も幅があり健常者には通りやすいのでしょうが、白杖では危険です。 

No.384   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(緑内障)/本人 

家の近くで…団地前の商店（唐揚げ屋）があるのですが、歩道が広いため昼時になるとよくタクシーが歩道に乗り上げています。同じ系列の会社

のようです。 

No.385   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/⾝体障害者手帳(緑内障)/本人 

ガイドヘルパーさんと散歩コースで、大通りに果物、野菜を売っている店があります。点字ブロックすれすれまで商品を並べてあるので歩きにく

いです。 

No.386   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・心臓病)/兄弟 

バス通所中、市内乗り降り自由の定期を使用しているにもかかわらず、乗務員に金銭（運賃）を年に何度か要求され罵声を浴びせられることがあ

る。路線はいつも同じなので、同一人物と思われ、バス会社に対応を求めても、良い対応はとってもらえず。(10 年以内) 

No.387   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟・兄弟 

毎日通所のため○○バスの利用をしているが、運転手に本人はすごく怒られ？（注意かもしれない）バスに乗るのをしばらく恐れていた。本人は

くわしく話ができないので、詳細はわからない。(10 年以内) 

No.388   1.直接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

電車に車イスで乗ります！お願いします！と言うと、しょっちゅう次の電車でお願いしますと言われるので、通院の時、急いでるときが困ります

(10 年以内/10 年以上前) 

No.389   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

エレベーターで障害者、ベビーカー用と健常者用にわかれてる時があるが障害者用に健常者が普通に乗ってて乗りそこねることが多い。(10 年以

内/10 年以上前) 
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No.390   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

駅のトイレに入ろうとしたら、男女の関係をしたり、男の人が女装したりなどしていることがあり、時間がかかり困る。するべき場所でない(10

年以内/10 年以上前) 

No.391   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

駅のトイレにトイレットペーパーが入ってないことがある。(10 年以内/10 年以上前) 

No.392   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

バスの乗車する時、段がある為、１回降りてバスに乗車するのがつらい。バスの運転手さんが車イスを確認しづらいとのことらしい。車イスに気

付かず通過されることもある。(10 年以内/10 年以上前) 

No.393   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

仕事に行っている為、だいたい同じ時間のバスに乗るが、ある学生に指さされて｢また乗りやがって！！｣と言われた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.394   3.合理的配慮の不提供/5.無理解・偏⾒/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(股関節脱臼、ポリオ)/本人/その他（会員） 

特にバスの乗り降りは本人のどこに障害があるのか確認していただき助けてほしいものです。脳梗塞の人なんか頭の中で動きを計算して動いてあ

るので、どこでもにぎって動きを助けていただいてもかえって困るのです。(10 年以上前) 

No.395   3.合理的配慮の不提供/5.無理解・偏⾒/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(股関節脱臼、ポリオ)/本人/その他（会員） 

バス利用の際、目的地まで立ってるのがたえられない事が多いのですが、自分より辛そうだなぁと思われたら席をゆずってほしいのです。席がな

いと目的地まで行くのを止めなければいけない場合が多いので運転手さんも機転をきかせて乗客に声かけたりしていただくと肢体不自由な人でも

助かるのですが？バス停にイスの設置を是非お願いします。待ちの時間が体力的に辛いんです。(10 年以上前) 

No.396   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴、聴覚障害)/本人 

バス乗車中に、運転手に行き先を尋ねるとき、筆談だと時間がかかりすぎて、他人の迷惑をかけてしまったことがあります。以降、自分で行き先

を調べる様にしてます。(10 年以内) 

No.397   1.直接差別/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

電車の中で手話を使って会話しようと思ったら知らないおじさんにバカされた。今の時期でも理解がないというのはびっくりです。(10 年以内) 

No.398   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人 

電車のる時に手帳をみせないと半額キップを買えない事。何でいちいちみせないと（手帳を）キップ買えないのはおかしい！(10 年以上前) 

No.399   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人 

昔バスカードでおりる時に運転手の方にいやな顔をされた。(10 年以上前) 

No.400   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害)/本人 

作業所に来る様になって、○○バス停～○○バス停までバスでかよってた時、バスの運転手さんに手帳を見せてお金を払ってバスをおりる時イヤ

な顔をされた。(10 年以上前) 

No.401   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害)/本人 

４年前、タクシー券と手帳をみせてタクシーにのったんだけど、使えませんと言われて高いタクシー代になりました。(10 年以上前) 

No.402   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度の知的障害と軽度の精神障がい)/本人 

私の父は全盲です。なのでたまに父と外出する際、私が父を誘導をして歩く事があります。父は白杖を持って歩いているにもかかわらず、自転車

に乗っている人達は、せまい歩道を猛スピードを我がもの顔で走るので、いつもヒヤヒヤさせられます。父がいなくても最近、自転車が横切って

いく度私自身ドキッとしたり、精神的に強い不安にもかられます。大きな所は歩く人と自転車を乗る所とハッキリ区別されています。そういった

所がもっと今より沢山増えれば良いなと思います！！増えるだけじゃ意味が無いので自転車に乗る人がマナーを意識しながら乗ってくれる事を切

に願います。後、たまに見かける行為として歩道なのにバイクで走ってる人、歩道と車道にまたがって車を止めている人、スピードを出しながら

片手ながら運転をする自転車や夜なのに、無灯火で走る自転車の人達も絶対に許せません（怒）(10 年以内) 

No.403   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

バスに乗った時の事、席が空いてない時はいつも一番前、運転手さんの後に立つのですが、たまたま歯ぎしりが始まりました。しばらくして運転

手さんが「安全運転の妨げになるので歯ぎしりをやめて下さい」と言われました。(10 年以上前) 

No.404   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

タクシーに乗った時の事、目的地に着いても子供が降りようとしなかった時（10 分位だったと思いますが）いやみを言われました 

No.405   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる下肢体幹機能障害・発達支援)/⺟ 

バスの乗車拒否 

No.406   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

バスは低床であっても乗員の手を借らざるを得ない（まして普通のバスは） 

No.407   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

観光地、神社・仏閣はまだまだバリアでいっぱい 

No.408   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

車いす用駐車場に勝手に止めているケースが目立つ（妊婦さんもヘンだと思うけど） 
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No.409   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/父 

タクシーを利用した時、障害者手帳を提示したら「タクシー券はないの？」とか「役所でタクシー券がもらえるのに」など支払いを面倒がられた

りした。その時は、よくタクシー券についてわからなかったが収入額によって出されるようだったので誰でもはもらえなかったよう(10 年以内) 

No.410   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による両上下肢機能障害・難治性てんかん・喘息)/⺟ 

耳鼻科受診後に受付で少々パニックになり、外に連れ出した時、病院からタクシーを呼んでいただいたが、乗車拒否されました。大あばれしてい

たから・・・(10 年以内) 

No.411   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症・知的障害)/⺟ 

家族で旅行中、新幹線の中で奇声などあげたら中年の男性に「うるさい。静かにさせろ」と大声で言われた。(10 年以内) 

No.412   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症・知的障害)/⺟ 

身障用トイレでないと、嘔吐のこだわり、洋式のこだわり等あるため利用していると、長かったこともあったせいか、出てくると待っている人か

ら「ここは障害者用だぞ」と中年のおじさんに怒鳴られた。見た目は普通の体なのでわからなかったと思うが大きな声でつらかった(10 年以内) 

No.413   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

○○駅にエレベーターがついてない頃、車イスを上げるのに駅員に手伝いをお願いした時、イヤな顔をして、自分は腰が痛いのに・・・と言われ

た。周りの人が手伝ってくれた。今はエレベーターがついているので外出ができるようになった。 

No.414   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

バスに乗っていた時、療育手帳を見せ割引きをお願いすると、あからさまに顔に迷惑というのを出す人がいてしばらく手帳は使いませんでした。

今はどの路線でも嫌な顔はされなくなっています。(10 年以上前) 

No.415   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

バスで精神保健福祉手帳をだしたら割引を断られた。ほかのじょう客が見ている前で恥をかかされた。3 障害一緒のはずなのにいまだに精神障害

だけは別扱いだ。明らかな差別だ。運転手さんの問題ではなく、会社の体質的な差別問題だ。(10 年以内) 

No.416   3.合理的配慮の不提供/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(疾病による両下肢体幹機能障害)/本人 

車いすでバスに乗ろうとしたら、スロープを段差のあるところに降ろされ、乗れなかった。(10 年以内) 

No.417   3.合理的配慮の不提供/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(疾病による両下肢体幹機能障害)/本人 

車いすでバスに乗ろうとしたら、段差のあるところにスロープを下され、乗れなかった。(10 年以内) 

No.418   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳/父/⺟ 

息子の高校卒業のお祝いに、祖母・母・本人（息子）の３人で北海道旅行に行った際、帰りの飛行機の中で、座席が非常口の横の席だったのです

が、息子がシートベルトも着用し、喜んで離陸を待っていた時に、キャビンアテンダントから後ろの席の夫婦（60 代くらい）と代わってほしい

と言われました。「行きも一緒でしたね」とキャビンアテンダントは言うので、息子が大人しく座っていたのは知っていたはず。「どうしてです

か？」と聞くと、口ごもったように「航空法が変わって…」とか、話しにくそうにしているので、このままで大丈夫でしょう？と断りました。最

初、私たちの席に間違って座っていた中年女性達がいたので、キャビンアテンダントが説明して、チケットを見せてもらい、なんとかかんとか…

と不服そうに中年女性達が移動したので、私たちが席につくまでに時間がかかり、客の大半が席についている状態。その上、また席を立って移動

しろとは納得がいかなかったのです。ましてや 60 代の夫婦なら非常口の横でも大丈夫でどうして私達がダメなのか・・・とも思ったからです。

しばらくして、前方に席が３席空いていますとの事。席にこだわるのではなく、何故移動させられなければならないのか、そんなに危険人物とし

て扱われるのか・・・と怒りがおさまらず再度、断りました。「わかりました」とキャビンアテンダントは非常口横一列に座っている中年以降女

性たちも含め８名に非常時に客を誘導する役割があることを話し始め、私たちもやれやれをホッとしました。ホッとしたのも束の間、別のキャビ

ンアテンダントが来て「前方の席に移動して下さい。この席がそんなにいいなら２人だけでも移動してください」というような事を言われまし

た。客の殆どはシーンとした状態。私たちのやりとりに耳を傾けています。意固地になったわけではないけれそ、今この状態で席を移動させられ

るのはなんという屈辱と、移動を断りました。すると機内アナウンスがあり、客が忘れ物をしたので離陸が遅れます、との事。へぇーと思って離

陸を待とうとしたら、すぐに別のチーフパーサーが来て、拝むように「お願いしますお願いします」と。危険人物、あるいは犯人かのような扱い

を受け、さらに離陸が遅れているのは私たちを移動させて始めて離陸するつもりなのか・・・と愕然とし、既にソロソロと動き始めた機内の中を

息子と２人、涙が出そうになりながら移動しました。あわててシートベルトをはめた途端離陸し上昇し、危険な中移動させても、法律に従うの

か・・・障害者の人権とはなんなのだろうと悔しい思いをしました。水平飛行に入ると先ほどのキャビンアテンダントが来て、あの席が良ければ

降下するまでの間戻ってもいいですよ。そしてまた降下する際にはこの席に戻って来て下さい、と言われました。まったく障害者の気持ちを考え

ない無神経な言葉に、席にこだわったわけではない、この席にいますと断りました。福岡に着き、機内から出る際もチーフパーサーが「すみませ

んすみません」と言いましたが「マニュアルに従ったわけですね」と私が言うと「はい」と。「わかりました。航空会社に話させてもらいます」

と言い、弁護士を通じ手紙を出してもらいましたが航空会社からは謝罪の言葉「気を悪くされたことは申し訳ない」などありましたが法律に従い

遂行したまでで間違ったことはしていないとの文書が送ってきました。 

 (10 年以内) 

No.419   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

バスの乗車中に満員で、しかも渋滞で車が動かず、別の家族の小さい子が泣いていました。本人はそれとは別にクラクションや外の音が気になり

「うるさいな」と小声でつぶやき、おうむ返しをしたことにより隣りにいた男性に「うるさいとは何事だ。みんな我慢しているんだ」とたしなま

れ本人が「違う、僕は外の音が気になっただけ」と言っていましたが聞いてもらえず、親である私が仲裁に入り「すみません、障害者なもので迷

惑かけてすみません」とあやまると、その男性は「そういうなら、親と一緒の場所にいなきゃ」と言われました。本人は座りたくて一番奥の座席

にすわっていただけでした。20 歳をこえた本人をいつまでも連れて歩くわけじゃないので、こんな言われ方では、自立はできないなと思いまし

た。(10 年以内) 
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No.420   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢下肢体幹機能障害、感音性難聴)/父/⺟ 

病院の診察が終わり、雨も降ってきました。障害のある息子と母親が、近くの駅までタクシーを使おうと電話で予約して待っていました。タクシ

ーが停まり、降りて来た運転手さんは不機嫌でした。私たちは乗り込みました。運転手さんは、「今、あなた達を乗せる前も障害者の人を乗せた

が、雨で車椅子も濡れていてびしょびしょで、わりにあわん。」と言いました。私は嫌な気分でしたが降りるわけにも行かず、駅までその運転手

さんの愚痴を聞いていたと思います。障害者の人は面倒だなと考えているのですね。他にも、お母さん、体に悪いことを妊娠中にしたのではない

ですか、などど言われたこともありました。(10 年以内) 

No.421   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(知的遅れを伴う⾃閉症)/父/⺟ 

てんかん発作もあるので、外出時、母の同行の時などはみんなのトイレ（身障者用）を利用させてもらっているが、サッカー観戦に行くスタジア

ムは車イス席の通路の所にトイレがあるのだが試合の日は、ここからは車イス席の表示と共に柵が設置され、柵を動かさないと中のトイレの利用

ができない、係員がいらっしゃれば説明して利用させてもらうが、そこには人がおらず利用させてもらっていると、車イス席のボランティアをさ

れている方が注意をしようと走り寄ってこられ「障害者の方ですか？」と強い口調で言ってこられ、「知的障害がありまして…」と話すと息子を

上から下までなめるように見られ、不服そうに行ってしまわれる事がもう何度もありました。できるだけ身障者の方と重ならないようにとハーフ

タイムの時間帯をさけて、試合途中に本人をうながしてトイレへ行かせるようにしたりと気をつかっていいるのですが、身障者の方をお待たせし

たりもしていないのに注意を受け、変な視線にさらされて本人の楽しみのために行く観戦ですが、心理的な負担をトイレのたびに感じます。 

No.422   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/父/⺟ 

ヘルパーさんのガイドで外出した時、私はその場に居なかったのですが、帰ってきた時、ヘルパーさんの言葉です。バスに乗るのにリフトを出し

てもらったりと時間がかかり、バスの中に乗ると乗客の方がひどい言葉（それは私には聞かされませんでした）を言われたそうです。ヘルパーさ

んが息子に「すみません、世の中には理解してくれない人がいて」と言うと息子は「これが僕達の世界ですよ」と言ったそうです。この言葉を思

い出すと今でも涙が出てきます。(10 年以内) 

No.423   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

車いすでタクシーに乗るとき嫌な顔をされた。(10 年以上前) 

No.424   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひ(上肢・下肢)による不随運動、および難聴障がい)/本人 

自家用車を扱えない身となると、場所によってバスが少なかったり、走ってなかったり、不便に感じる。何だか、天神と博多に集中している気が

する。公共交通機関はバス中心で、あまりバリアフリー性を感じられない。(10 年以内) 

No.425   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(両上下肢体幹機能障害)/父/⺟ 

乗り物になるときなど、車いすが場所をとるので、なるべく隅のほうに乗車し、降りるときに少し時間がかかり、年配の方に「早く降りなさい

よ！」と強い口調で言われた。(10 年以上前) 

No.426   3.合理的配慮の不提供/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳挫傷（高次脳機能）)/父/⺟ 

旅行で乗船する時、身体障害者であることを乗務員に伝え、先に乗船できるように交渉したが、聞き入れてもらえず、家族で本人を抱えて階段を

上がっていたとき、「早く乗れ！」と大声で叫ばれた。(10 年以上前) 

No.427   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳/父/⺟ 

福岡市ではないが、実家に帰省した際駅のホームや改札口にでるのに、工房バギーに子供をのせたまま、かかえて階段を下りたことが今でもすご

く大変だったし、不便を感じた。(10 年以上前) 

No.428   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(⾝体障害者)/本人 

ロフストランドクラッチ 2 本を置いて列車に乗っているとノルディックウォーク杖と間違えられて、元気な人は立ってくださいと言われた。(10

年以内) 

No.429   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(多発生硬化症)/父/⺟ 

タクシー利用の際：外出途中、突然の雨、通りかかったタクシーを拾った。顔がもう（迷惑だー）と表れていた。道案内を伝えての返事ひとつし

ないドライバーでした。もちろん親の私は車椅子をトランクに入れる手伝いをしながら「すみません、とつぜん降り出してしまって・・・濡れち

ゃいますねー」など、丁寧に対応したつもり、でも家に着くまで一言も発しませんでした。私もつい料金を払いながら言ってしまいました。「運

転手さん、こういったお客さんは迷惑ですか？」と釣り銭を渡しながら「そんなことありませんよ」と振返ったその顔は笑顔？苦笑い？のようで

した。タクシードライバーの方一部こんな人もいるのです。ここまででなくとも２、３回は経験しています。免許はやっぱり必要だった。と後悔

したり・・・。でも、話し好きな方、優しい心使いのドライバーにも数多く出会っています。 (10 年以内) 

No.430   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/療育手帳(知的障害)/支援者 

バスに乗って、割引運賃で支払うために障害者手帳を見せたら運転手に「勝手に（障害者手帳を）作るな」と言われた。いやな気分やった。(10

年以内) 

No.431   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育手帳(知的障害、てんかん)/支援者 

最近、バスの中で座っている時に、若い人がジロジロ見て笑うことがあるので、嫌なことがある。(10 年以内) 

 

5.労働の領域 

No.432   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

10 年以上前、段々聴こえなくなり仕事を辞めなければならなかった事。 
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No.433   1.直接差別/50 代/男性/療育手帳/本人 

○○警備保障の中で交通誘導のときバカとからかわれました。 

No.434   3.合理的配慮の不提供/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

視力を必要とする作業（資料の綴じ込、ファイルの整理など）で手伝ってもらう時に、恩着せがましく言われたり暴言を吐かれたことが度々あっ

た。(10 年以上前) 

No.435   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

現在、オープンで 10 年以上働いて、資格もとったがいまだにパート以下の扱いです。（＊オープン：障がいのことを伝える事）(10 年以内) 

No.436   1.直接差別/40 代/男性/精神保健福祉手帳(うつ病)/本人 

８年前ぐらいに、パートでスーパーにつとめていた時に、調子が悪くなり、休むために医師に診断書を書いてもらった。その診断書には「自律神

経失調症」と書いてあったが、それをパート先に提出したら、「うちではこういう病気の人は、もう働いてもらわなくていい」と言われて解雇さ

れた。(10 年以内) 

No.437   3.合理的配慮の不提供/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

健聴者と同じ内容の仕事をしていても、上司は他の人に仕事を指示して、こちらには伝わらない事があった。頼りにされないというか、毎回悲し

いつらい思いをした。(10 年以内) 

No.438   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

段々聴こえなくなり仕事を辞めなければならなかった事(10 年以上前) 

No.439   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症候群)/父 

仕事場でトイレ清掃している時に、ビル管理の担当者が女子トイレの見回りに来て、「おっぱい大きくなったね」といって胸を触られた。たまた

ま個室を利用中の人が聞いていて咳払いをしたので、その人は出て行った。(10 年以上前) 

No.440   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢障がい)/本人 

部下を指導する能力、立場にない会社の合併で、現行の会社で取得した地位をはずされた。(10 年以内) 

No.441   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

簡単な計算がすぐできなくて、みんなの前で笑われた事。(10 年以内) 

No.442   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

５年１月食品加工場で働いていますが「社員登用」の話があったのですが、それには運転免許が必要で免許がとれないのでなれません。(10 年以

内) 

No.443   1.直接差別/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

昔、働いていた工場がきつくて工場内で発作を起こして明日から来ないで下さいと派遣事務所の人から聞いてクビになりました。(10 年以内) 

No.444   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・自営業で設計事務所経営していますが、現場で一度倒れ、てんかん

とわかると「気ちがい」みたいに言われ、理由もなく仕事がこなくなった。(10 年以内) 

No.445   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・店で倒れ、会社からやめてくれと言われた。(10 年以内) 

No.446   未分類/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・養護教諭してますが、事故が起こるといけないからやめたら？と同

僚に言われた。(10 年以内) 

No.447   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・アルバイト中に社内で盗難事件があり、真っ先に疑われてやめた。

以来人間不信になった。(10 年以内) 

No.448   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/無し(発達障がい)/⺟ 

働きたくても受け入れてくれる企業が少ない(10 年以内) 

No.449   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひによる肢体体幹障がい)/本人 

ボーナスが他の人より少なかった。(10 年以上前) 

No.450   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育手帳/本人 

○○警備保障の中で交通誘導のときにバカとからかわれたりしました。補足 - 失敗したからというわけではないのに、休憩時やミーティング

の時に皆が集まった時、直接「バカだから」「アホ」とか一人の人から言われた。(10 年以上前) 

No.451   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(顎髄損傷)/本人 

障がい者枠の合同職場説明会にて、求人欄に「車イス可」と記載してある企業で面接を受けた時、手指が利かないことを伝えると「トイレが狭く

て使用できない」という理由で断られた。(10 年以上前) 
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No.452   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

福岡市の障がい者枠での職員採用試験で、肉眼で活字が読めることを理由に試験を拒否された。(10 年以内) 

No.453   1.直接差別/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい 網膜⾊素変性症)/本人 

障がいが重度になって、会社の責任者から「事務能力が低いので、自分から給与の減額を申し出るように」と迫られ、やむなく申し出て大幅に減

額となった。(10 年以内) 

No.454   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

職場内での意見・発言は全く受け入れられず、納得いくコミュニケーションは出来なかった。(10 年以上前) 

No.455   1.直接差別/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

仕事：聞こえる人たちだけで進めている。 

No.456   1.直接差別/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

仕事の飲み会：雑談に入れない、また理解してもらえないため欠席することが多い。 

No.457   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(全⾝性四肢まひ)/本人 

臨時雇用時に上司から、身体障がいで手に不随意運動が有り、細かい作業が困難であることを充分承知の上で、B4 の白紙に罫線を引くように指

示された。(10 年以上前) 

No.458   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両眼視神経委縮)/本人 

視覚障がいということで、職業選択の自由が事実上阻害され限られた職種を選択せざるを得ないことは耐えがたい差別である。(10 年以内/10 年

以上前) 

No.459   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児まひ)/本人 

仕事でうまくコミュニケーションがとれず、仕事をやめてしまいました。(10 年以上前) 

No.460   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

障がい者枠で面接したにもかかわらず、一般企業の面接に受かったことがない。企業側は精神障害を理由にはしないが、明らかな意図的な差別だ

と思う。(10 年以内) 

No.461   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

塾で働いていたとき、障がいのことを伝えたら「お前は障がい者か、お前の子どもは障がい者の子どもか」と怒鳴られたこと。(10 年以内) 

No.462   1.直接差別/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾝体表現性障がい)/本人 

精神障がいを患ったことのある人は、精神科病院やクリニックで雇うことはしないと言われた。(10 年以内) 

No.463   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

33 年前、当時働いていた○○タクシーの整備補助をしていた時、決められた仕事以外の雑用を次々と何回も整備員の人（障害のない人 1 人）が

おしつけてきて、とてもいやな思いをした。おしつけられた仕事はがんばってやったが、次第に仕事場がいやになり、1 年近く我慢して働いた

が、仕事のおしつけがなおらなかったので退社した。(10 年以上前) 

No.464   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/兄弟 

私の職場の採用の際、表向きは多分他の理由だと思いますが、不採用になった事例があります。（不採用になった人は足の不自由な人ですが、等

級等は知りません）(10 年以内) 

No.465   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

中学校卒業後就職して 8 年間勤めました。人員整理の理由で首になりましたが、退職金等は 1 円も出ませんでした。使い捨ての感じでした。40

年前のことですから参考にならないと思いますが、その時は悔しい思いをしました。(10 年以上前) 

No.466   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/父 

本人は病気だから就労できない（一般就労） 面接ではねられた（大学卒業時）(10 年以上前) 

No.467   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(発達障害)/本人 

就労のトライアル雇用の時「いいわけはいらない」と厳しく言われて、その思いをひきずったままでいます。(10 年以上前～今も) 

No.468   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

私は２００９年６月から２０１０年３月まで市の緊急雇用対策プロジェクトで就労しました。事業内容は身体障害者手帳の申請書等の電子化で、

役所が保管していた９０万頁を超える紙の書類を最終的に１台のＨＤＤに納めて納品するというものでした。非常に過酷な事業で、私自身途中で

病気療養をとることになりましたが、プロジェクトは完成しました。このプロジェクトに携わった中で、上司から多くの示唆を頂きました。現

在、施設内就労をしており、その現場で役に立つ示唆だったのだと理解しております。(10 年以内) 

No.469   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

障害があるということでというわけではないですが。仕事をしていて、別のメンバーさんが「お手伝いしましょうか」と声をかけて下さった事が

あります。その時、スタッフの方が一言「給料もらいようっちゃけん」とおっしゃった事で、ちょっといやな思いをしました。おっしゃる事は正

しいのですが、もっと言い方を変えてくれたら、私も受け入れやすいのになと思ったことがあります。そういう言い方をされるのであれば給料が

安くても構わないのになと感じました。(10 年以内) 
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No.470   1.直接差別/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(パニック障害・不安恐怖症・うつ病)/本人 

この障害がわかるやいなや、長年勤めた勤務先を即刻解雇され、現在に至るまで就労ができずにいる。（これは現代では法令によりできなくなっ

ているが、現実には解雇や就労に結びつかずのままでいる）(10 年以上前) 

No.471   1.直接差別/60 代/男性/⾝体障害者手帳(上肢障害・視野狭窄)/本人 

大学をでる時、就職試験で一時試験（ペーパー試験）は通るが、二次試験（面接）ではことごとく落とされたり、ひどい会社では「うちはそうい

う人は採用しないから」と言って、一次試験（ペーパー試験）も受けさせてくれなかった。一社や二社じゃなく三社くらい受けて数社あった。

(10 年以上前) 

No.472   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(脳出血による左上下肢の機能障害)/本人 

左半身の麻痺により仕事のスピード、仕上がりが悪く、その事についてずっと指摘されたことがいやでした。良い所はちゃんとほめてくれて、良

くない所は「ここはこのようにやった方がいいぞ」とアドバイスを言ってくれた上司もいましたが、とにかく悪い所を見つけては、その事につい

てばかり言って良い所は何も言ってもらえない上司もいました。そういう時気持ちはそうとう落ち込みました。障害を持っていることに甘えるわ

けではないのですが、良い所はちゃんと認めてくれて、頑張らんといけない所は怒るのではなくアドバイスをしてほしかったと思いました。自分

自身の取り方にもよると思いますが・・・。(10 年以内) 

No.473   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人 

障害者が働ける一般企業なども増やしていってもらいたいです。 

No.474   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(アスペルガー症候群)/⺟ 

ハローワークに行って、相談員の方と話をしたときに、「あなたは発達障害だから・・・です」と決めつけられるような言い方をされたそうで

す。その時のショックで、それ以来ハローワークは一度も行っていません。(10 年以内) 

No.475   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

障害者枠で就労しています。就労先は障害者の雇用に理解が深く、特に雇用主や上部の方は意識も高く、いろいろ配慮していただきました。年数

が経ってくると（３年ぐらい）担当もはずれ、人との関わりも広く多くなります。仕事のレベルアップもあります。本人の励みにもなりますが、

現場の方との人間関係、会社側の期待も高まる分、本人にとってはがんばろうとする分プレッシャーも大きく、周りの人のさりげない言葉（本人

は差別的なこともあると）に傷つくこともあるようです。本人の被害妄想もあるので、一概に言えないと思いますが・・・。自宅で仕事のことを

話すタイプなので、打撃が大きいかなと思うときや、仕事量のことなど、支援センターの方を通じて会社側に要望もしています。(10 年以内) 

No.476   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(アスペルガー)/⺟ 

障害者就労支援センターで、障害の特性を理解してない事から、職員の言葉に傷つき、ひきこもり、支援の場に出ていくことができなくなり、就

労への道がなくなってしまっている。(10 年以内) 

No.477   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/精神保健福祉手帳(強迫性障害)/本人 

高齢者の方によく「障害などではなく、ただ怠けているだけではないか」「働きもせずにいて、これからどうやって生活するのか」ということを

よく言われて、答えることが難しく、とてもいやな思いをした。(10 年以内) 

No.478   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(強迫性障害)/本人 

障害者雇用で以前雑貨店で働いていたとき、薬の副作用で商品の包装ができず、電話対応もまだできなかった状態で、繁忙期に「どちらかをしな

いといけません」と言われ、どちらもできないことを伝えると「何しに来たんだ」と言われて、とてもいやな思いをした。(10 年以内) 

No.479   1.直接差別/40 代/男性/療育・精神保健福祉手帳(てんかん性精神病・統合失調症)/本人 

私が 25～28 歳の時に、とあるコンビニに就職していました。当時のコンビニの店長と言えば、３か月～４か月に１回の割合で移動になっていま

した。私は、自分で「私は障がい者ですが、それでも良いなら雇ってください!!」と申告してから仕事についていました。３人目の店長までは

「好きでなった病気じゃないから、頑張る気があれば、うちのコンビニで働いてください!!」と言われてましたが、４人目の店長で「うちのコン

ビニでは、障がい者は扱ってないから明日から来なくて良いですよ!!」と言われて、「やっぱり障がい者は社会に出ていけないんだ!!」と自分の

カラに閉じこもった。(10 年以上前) 

No.480   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/兄弟 

今は、57 歳ですが、20 代の頃、就職した先で「いじめ」に会い、外出ができない程の心の傷を負った事がありました。就職先はクリーニング店

でした。(10 年以上前) 

No.481   2.間接差別/50 代/⼥性//その他（要約筆記者） 

今年の２月に国際会議場であった障がい者雇用促進面談会に要約筆記者として派遣されました。そこでは多くの企業が参加していたが、その中で

いくつもの会社が事務として採用する際の仕事内容に「電話の対応」があった。これでは、中失難聴者は応募すらできないと思った。業務上 ど

の会社も電話が必要なことは理解できるが、本人の資質を見ることなく電話できないというだけで、面談すらできない状況が腑に落ちなかった。

(10 年以内) 

No.482   6.判断が出来ない・その他/無記⼊/無記⼊//その他 

聞いた話です。ろう（あ）者が、仕事をしたくても職種が限られている。希望する仕事に着けないため、働き始めても続かない。仕事が面白くな

い。賃金も安すぎる為、一人暮らしはできず、いつまでも親に頼らないといけない。結婚したくても出来ないと言っていた（若い男性の方でし

た。）(10 年以内/10 年以上前) 

No.483   1.直接差別/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい)/本人 

就職先で「作業が鈍い」と罵られた。(10 年以上前) 
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No.484   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴２級・⾔語機能喪失３級)/本人 

毎月曜の朝礼が伝わらず、わからないまま。(10 年以内) 

No.485   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴２級・⾔語機能喪失３級)/本人 

仕事・会議にも、情報保障がされておらず、何も伝わらない。(10 年以内) 

No.486   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴２級・⾔語機能喪失３級)/本人 

中小企業にも、配慮が欲しい（大企業・公務員だけではなく）(10 年以内) 

No.487   未分類/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(心臓機能障害・脳梗塞)/本人 

昔のことだが仕事を２．３日休んだりした時、あの人はもう死んでいると人から聞いた。 

No.488   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

パソコンの研修があった（機種が新しいものに変ったため）が、研修とかには参加できなかった。（ＴＶでの研修）⇒資料だけはもらった。(10

年以内) 

No.489   1.直接差別/4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

電話がかかって来た（クレームの）時の対応についてのプリントが、自分だけには配布されなかった。聞こえなくても、こういうことがあってる

のかと、知る権利はあると思う。(10 年以内) 

No.490   未分類/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(全聾)/本人 

仕事で自分の担当の仕事であっても、私に直接聞く人がいない。担当外の人に聞いている(10 年以内) 

No.491   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/療育手帳/⺟ 

就職（養護学校を卒業した時）がなかなか決まらなかった。(10 年以上前) 

No.492   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

若い時、仕事をしている時に、ろう者だけ厳しいなぁと感じていた。丁寧な指導を受けてなかった。(10 年以上前) 

No.493   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

言いたいことが、言えない現場：サウナと出張マッサージでは、健常者（ほとんどの場合、免許を持たない）と、視覚障害者が、ともに働いてい

ます。同僚の健常者は、たいていの人が親切で、日々、何かと助けてもらいます。でも、ごくまれに、「行動がとろい、見た目が悪い」などと、

心無い言葉を、直接、間接的に耳にすることがありました。とてもイヤな気がしますが、視覚障害者が抗議することは、まず無いのです。視覚障

害者は、よくわかっている場所なら、階段があっても、複雑なボタン操作が必要でも、覚えてしまえば行動に不自由はありません。でも、突発的

な変化、例えば何時もは無いところにバケツが置いてあれば、ぶつかって知るか、誰かに教えてもらうかです。実際、地下収納庫の蓋が開いてい

るのを知らず、転落し、大怪我をした知人がいます。物理的な不便、危険だけでなく、孤立した時の疎外感、これが最もつらいです。その場所で

うまくやっていくためには、事を荒立てず、嫌なことは心に入れないように、心がけるしかありません。また、お客さんによっては、「目の見え

る人を」と希望される人がいます。障がい者に抵抗があったり、何よりも多くは、面倒なのでしょう。このような視覚障害者のハンディを踏ま

え、また手や指の敏感さを生かすことで、経済的自立を支える「アハキ法（按摩マッサージ指圧師、はり師、灸師法）」があるのですが。(10 年

以上前) 

No.494   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(統合失調症)/本人 

前に働いていた職場で、差別をされて少し大変でした。統合失調症で差別を受け、あなたは余り働かないなどと言われ うつになりました。(10

年以内) 

No.495   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育・精神保健福祉手帳(てんかん)/本人 

20 代に職場で、てんかんを持病と言うだけで、同年代の若者や、少し歳をとった（50～70 代）の人々から、病名を聞いただけで、てんかんは遺

伝するとか、その他の色眼鏡で人を勝手に見て、結果、早く辞めさせろなどと言われ、２年半で辞職を余儀なくされて辞職した事など(10 年以上

前) 

No.496   2.間接差別/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(側頭葉てんかん)/本人 

なかなか就職先が見つからなかった。「てんかん」と言うだけで「もし仕事中に発作が出ても責任とれない」「車の免許がないと困る」で断られ

た。病気をかくしてアルバイトをやって、なんとかお金を貯めることが出来た。(10 年以上前) 

No.497   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

職場で聴覚障害者がいるのに会議や急な連絡で手話や文字による情報保障が行われず、嫌な思いをした。(10 年以内) 

No.498   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

特に思い当たることはありませんが、会社勤務していた時に社長や工場長から本人が優遇されていることを妬み、いじめと思われる手紙を渡され

たことがあり、その人もすぐ退社しました。 

No.499   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

娘の同級生の話：高等学園卒業後就職（パート）した。最初の 2 年間は普通に通っていたが、だんだん行きたがらなくなり、不思議に思っていた

ら会社から呼び出しがかかった。内容は「何度言っても、髭を剃ってない」と。朝からきちんと剃っていることを伝えても聞いてもらえず、何か

他に原因があるのでは？と思い、子どもによく聞いてみると・・・夕方終業前に、髭が伸びていると言われ、どうしようもなかったそうだ。要

は、会社が陰湿ないじめをして、本人が自分からやめるように仕向ける作戦だったことがわかったそうだ。「3 年目の壁」というそうで、その大

人のいじめに負けて、自宅にいて行き場のない子が何人もいるそうだ。会社側は、全社員の何パーセントを障害者を雇用するように決められてお
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り、一人が長く勤めると、新卒者の雇用ができず、役所に対して報告が出来ない、ということも分かった。その子は、親子で理不尽なことに対抗

して、今も勤めている。 

No.500   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

会社名を書くと大部分の人はすぐに分かる大企業の事です。君も我々と同じ給料をもらっているので仕事をしてもらう、庶務の仕事です。四人で

担当しています。天井の電球の取り替え、自分は脚立に乗るがあまり得意でない、五段の高さがあるので、あまりしたくない仕事である。給料を

もらっているので、胸の中では嫌々ながら仕方なくやりました。自分と同じ年代の社員の人は、私が脚立担いで行くと、代わりにやってもらうこ

とも度々ありました。その支店の次長に、一方的にリストラを言われました。ハローワークに出向くと、離職書には自分から退職したいと願い届

けをしていた。自分はリストラになっているのですとハローワークの統括官に申し、ハローワークが対応してくれました。(10 年以上前) 

No.501   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両側感音性難聴)/本人 

課内の研修について、時間が１時間もあるので手話通訳をお願いしたら、「分かるように説明する」とかいわれ、簡単な手話をしっている職員と

一緒にさせられて、ほぼあまり伝わらなかった。仕事に関して、情報保障が十分でないため、会議などに出られず知識は足りない面があり、単純

作業が多いなど不利益になっている。(10 年以内) 

No.502   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両側感音性難聴)/本人 

できること、できないことがあるが、車の免許はあるのに「安全運転講習」からはずされている。平等かどうかはともかく本人に聞いてからにす

るべきではないか？(10 年以内) 

No.503   2.間接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

職場での研修の際、順番に発言するのですが、私の番に回してくると思ったら次の人に回され頭に来た(10 年以内) 

No.504   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

職場でのミーティングの際、情報保障として手話通訳を付けて欲しいと何回もお願いしているが、なかなか付けてくれない。(10 年以内) 

No.505   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

上司から私に対する態度（話し方）と職員（同僚）に対する態度が違う。(10 年以内) 

No.506   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

兄弟の中で自分一人ろう者でコミュニケーションがとれなかったが、母がかわいがってくれたのであまりいやなことはなかった。仕事の時に、コ

ミュニケーションがとれなかったり仲間はずれにされたりしたことはありました。（話しかけてくれない、のけ者にされたり。２０年位前、職場

で） あとは、特にありません。のんびりしています。兄弟も母も助けてくれました。おかげで今は幸せです。(10 年以上前) 

No.507   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/⾝体障害者手帳(⼝がい⻲裂障害)/本人 

とある製造会社の工場で（今は倒産してますが・・・）バイトの身分だったにかかわらず、夜の 12 時ごろまで残業させられた事がある。(10 年

以上前) 

No.508   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

一人一人の個性とかを活かした仕事をもっと増やしてほしい。(10 年以内) 

No.509   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

職場で健常者とのコミュニケーションがスムーズにいかないので手話を覚えてもらいたい! 

No.510   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・聴覚障害)/本人 

会社に長年勤めたのに、私より後輩が上へ位置の高い方になったことがくやしかった。 

No.511   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

仕事で朝礼の時、上司が内容を説明する時、みんなはわかるけど私はわからない。紙に書いてほしかったけど言えなかった。 

No.512   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴⼒障害者)/本人・夫 

職業は若い時にやれるのですが退職後はなかなか合う職業がむずかしい！技術にはありますが簡単と云えば清掃がほとんどです。聞こえない内に

さぼる健聴者がいたそう！(10 年以内) 

No.513   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

仕事の賃金が健聴者と同じ様に上がらない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.514   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

健聴者の役職は上がっていくのに上がっていかない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.515   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

評価の方法も分からない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.516   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

残業しても基本給が低いので給料が少ない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.517   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

一生懸命働いても低賃金なので妻に苦労をかける。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 
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No.518   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

仕事を辞めたいと言ったが止められた。給料に対して意見したが「上げられない」と断られた。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.519   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

仕事中に色々言われても我慢している。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.520   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

技術（経験）はあるのに、若い人の方が給料が高い。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.521   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【親】職業において通常の雇用がしてもらえない不利がある。多くの子に必要な時間が優先され正規社員として労働できない。家庭環境により多

くの不具合が生じる 

No.522   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

その当時障がい者雇用でスーパーに雇用された時、女性ばかりのパートさん達の中で、その人間関係の中である人のゴム手袋がハサミかナイフで

切られたことに対し、その当時の店長から犯人と決め付けられて家族に呼び出しがあった。店長は本人に確認したら自分がやったと言ったらし

い。親の私としては、「やった証拠をみつけて欲しい。なぜなら聞き方によっては知的障がい者はやったと言うでしょう」「本人はやったかもし

れないが、やってないかもしれない」後日謝罪があり、他の人（パートさん）がやったとのこと。直接指導する方もパート勤務という立場で障が

い者の担当し、女性パートさんの中で障がい者だから犯人扱いされたことに不利益を感じました。その後そのことがトラウマになって残ってしま

いました。(10 年以上前) 

No.523   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳/本人 

精神障がいを持ち、向精神薬を服用させなければいけない状態の友人がいましたが、主治医から向精神薬の服用を止められて、結果的に自殺に追

い込まれて他界した友人の遺族に対して、主治医から説明責任を果たしてないという事がありました。自分は精神に障がいがあるのに、主治医が

約２年間くらい病欠して勤務先に出勤できなかったため、当時自分は働いていましたが、障がいを持っている事の証明書が発行できなかったた

め、勤めていた仕事を辞めざるをえませんでした。仕事を辞めた後も精力的に就職活動をしていましたが、定職に就くことができず非常に困りま

した。親戚（父方の祖母）からは「お前はおかしいから精神科行け」と言われた事や、日常的に精神的、肉体的な暴力を幼少時代から受けてきま

した。 

No.524   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(躁病)/本人 

会社を転職を余儀なくされた。○○に勤めている時に。(10 年以内) 

No.525   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的)/父/⺟ 

娘は高校を卒業して、障害者雇用で老人施設に正社員で就労。仕事内容は「ヘルパーさんの手伝い」と聞いたので、ヘルパー2 級を持たないと車

いすも押せないかもしれないとの思いで、通信で朝 5 時に起き母親と二人で勉強し合格した。それをヘルパーさんに報告したら、「そんな資格取

っても、ちゃんと仕事ができないのだから意味がない！」と言われ、言葉による暴力が始まった。ヘルパーさんとは名ばかりで資格を持っていな

い人たちばかりだと後から分かった。それに正社員は娘だけ、他のヘルパーさんはパートだった。毎日、「あんたは仕事が遅い！」といわれるた

め、娘は朝の 7 時 30 分にはバスに乗った。休み時間も弁当を食べたらすぐに仕事を開始した。「遅いと言われて、自分の仕事をされてしまった

ら怒られるから、休んでたりできない。」と言っていた。以前はポータブルトイレの洗浄をヘルパーさん 5 人で手分けして行っていたのを、朝一

番にポータブルトイレを 30 数個洗うのが娘の仕事となった。「あんたが洗うと汚い！」と言われ、泣きながら漂白剤を使って洗っていたよう

だ。ＪＯＢコーチを依頼したが、ＪＯＢコーチがいない時間に「あんたとか役に立たないから早く辞めなさいよ！」「何で辞めないの？！！」毎

日言われ、家で泣く日が続いた。その矢先、気胸で倒れて緊急入院。仕事を辞めるに至って職場に謝罪を求めたが、当人は認めないと言う理由

で、結局当人は認めないまま上司による謝罪を受けるのに数か月かかった。・給料の 1 年間半額補助があるのは、障害者が一人前に働けないため

の手当と思うが、現場の社員にとっては関係ないことだ。・経営者は理解があっても現場の社員はまったく障害者に理解がない場合が多い。・職

場で一番みんなが嫌がる仕事を押し付けられる。・経営者は理解があっても現場の社員はまったく障害者に理解がない場合が多い。・仕事が忙し

い場合は障害者に当たる。(10 年以上前) 

No.526   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(学習障害、⾃閉症)/本人と⺟ 

大切な情報を教えてもらえない。 例）シフト制のバイトで・・・ ○シフトの提出日を教えない。 ○シフトを勝手に入れられる。 ○知らさ

れていないので、行かなかったら無断欠勤で辞めろと言われた。(10 年以内) 

No.527   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(双極性障害)/本人 

仕事を見つける上で一般の方と給与が違うこと。生活保護への理解がないこと。(10 年以内) 

No.528   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

就職して間もなく幻聴が聞こえるようになり１週間休んだ。その理由を職場の上司と社長だけに話したが、いつの間にか会社全体に知られ周りの

態度がよそよそしくなり違和感を感じた。そんな時いじめられた社員さんに言われた一言。「お前は幼稚園児以下だ」先輩は「気にせんでイイ

よ」と言ってくれたが、悔しかった。(10 年以内) 

No.529   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

バイトをしていた頃幻聴が激しくなり、バイトを続けられないと思いバイト先にやめる電話をした。「精神科にかかってまして体調が悪くなった

のでやめさせて下さい」と言った。そしたら精神科と言葉に出しただけで「ワァー！」と言われ嫌な思いをした。(10 年以内) 

No.530   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/(学習障害(ディスレクシア）)/父/⺟ 

就職先で吃音があるため名前があるのに先輩方から「あ」と呼ばれる。「お前はバカだ」と職場で言われる。書類をゴミ箱に捨てられたり、いじ

められた。(10 年以内) 
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No.531   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/精神保健福祉手帳(学習障害（読み書き障がい）)/父/⺟ 

障害者就労で一般企業に就職しているが、やはりパート職でしか雇用はない。今は親と同居しているが、これから先の生活を思いやると心細いば

かりである。障害年金もあまり期待できそうにない。というのも、身体的、知的に問題がないので、いってみれば、軽い障がいなのである。生真

面目に時間通りに動ける。休まず（ドタキャンのような休み方をせず）出勤できる。慣れてくると、効率よく働けるなど彼らの特徴を生かすと強

い労働力になりえると思うのに…、一人で生活できるくらいの収入がなぜないのだろう。正社員にはなれず障害年金もなく、働いてもパートやア

ルバイト程度の収入…・せめて、住むところくらい保証してもらえないだろうかと思う。発達障がいにもいろいろあるが、息子は元気なので、か

えって損しているような気がしてならない。(10 年以内) 

No.532   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/療育手帳(知的障害)/支援者 

以前、米屋で働いていた時に、自分は一生懸命にやっているのに「もうちょっと早くせんか」と言われた。自分は早くやっているつもりなのに。

(10 年以上前) 

No.533   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/支援者 

以前、縫製の会社に就職していたとき、「早くしなさい」と言われ、急いでしたら、今度は「もっとゆっくりしなさい」と言われて戸惑った。

「あせらなくていいから、丁寧にして」と優しく言って欲しかった。また、トイレに行きたくても「トイレに行っていいですか？」と言えなかっ

た。自分からは言いにくかった。最初に話しやすい雰囲気を作って欲しかった。(10 年以上前) 

 

6.教育の領域 

No.534   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

一人で歩いている時、通りかかった小学生からまじまじと顔を見られたり、笑われたりしたのがイヤだった。(10 年以内) 

No.535   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(精神遅滞)/⺟ 

幼稚園の入園時、保母の人数が少なく手がいきとどかないという事で断られた。(10 年以上前) 

No.536   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症スペクトラム)/⺟ 

昨年、幼稚園に通っている時、中々理解してもらえず、悲しい思いをしました。 

No.537   1.直接差別/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

小学校や中学校の担任の先生から授業中に質問をされて、質問の内容が聞き取れず答えられない時、先生はイライラして「また聞こえていないの

か！」と怒られた。昔は、補聴器がなくて聞き取れなかった。美人のお化粧をきれいにした女性教師だったが、ヒステリーで廊下に立たされた。

今でも涙が出る悲しい思い出(10 年以上前) 

No.538   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両・感音性難聴)/本人 

難聴が中学くらいの頃からなので、ちょっとしたいじめも受けました。後ろから呼んで笑うんです。負けん気で頑張ってました。 

No.539   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障がい)/⺟ 

小学校入学通知が３月３１日に届いた。届いたはがきは１月２０日付になっていた。(10 年以内) 

No.540   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障がい)/⺟ 

小学校入学時も中学校入学時も「あなたが入学すると学校スタッフが足りないかもしれない」とか「十分な配慮ができないかもしれない」「大変

な時は保護者の方が協力してくれますか」と言われた。(10 年以内) 

No.541   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障がい)/⺟ 

小学校では「あなたに合った教育は普通小ではむずかしい」と言われた。(10 年以上前) 

No.542   1.直接差別/10 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

中学校の時、特別支援学級に在籍していた。その時参加したい活動があったが、支援学級の我が子が参加すると、足をひっぱることになるという

ことで支援学級の先生がついていないと参加できない、など条件がついた。支援学級の先生が時間がなく、つけないが本人の希望が強かったので

親がつくことでどうにか参加できた。させてもらったという感じ。(10 年以内) 

No.543   1.直接差別/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

以前通園していた園に、先生方とのすれ違いが多く、私が感情的に意見した面もあるが、それを境に話し合いという面談がもたれ、「今後

を・・・」と言われたが、その時点では退園の事は出ていなかったのに「小学校入学時に他市へ引っ越しする」と言った途端「お母さんの為」→

「年少が入るので教員が足りない」→「障がいを認めて、本人の為に療育センターへ」と話が急転換し突然３月中旬に一方的に年度末での退園を

言われとても困った。(10 年以内) 

No.544   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

支援学校に入学当初より見た目で判断される事が多く、出来なかったらおこられる。てんかん発作でぼーっとしても集中していないと怒られる。

学校生徒や先生と言いあいになって最後カーっとなり手が出てしまうと、それだけに集中して怒られる。書き出せない程怒られてばかり。(10 年

以内) 

No.545   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・修学旅行の寸前になって拒否された。(10 年以内) 
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No.546   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/父 

大学での発達障がいについての授業が医学部で殆どなされていない。文系では力をいれて実施している。これでは専門医が少ないため大変困って

いる。 

No.547   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

肢体不自由の学校は市内に２校。自宅から学校に着くまで通学に長い子で片道１時間３０分、息子も１時間かけて学校に通っていました。朝のラ

ッシュ時にちょうど通学時間が重なるから仕方ないとは思いますが、登校時間を遅らせる。または小型バスで台数を増やすなどできないのかと常

に思っていました。(10 年以上前) 

No.548   1.直接差別/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

通常学級（小学校）を希望したら保護者が付き添うことを条件とされた。（教育委員会では可能だと判断されていたにもかかわらず）(10 年以上

前) 

No.549   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(進⾏性筋委縮症による肢体不⾃由)/本人 

高校受験の際、県立の普通高校へ相談に行ったが、「階段はどうするのか。私たちは何も対応できない」「カリキュラムに農作業があるが、それ

ができないとだめだ」「体育の授業も見学では困る」などこちらが障がいでどうしようもないことを並びたて、事実上受験拒否された。また、帰

りの階段などは一切手伝おうとはしてくれなかった。(10 年以上前) 

No.550   1.直接差別/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

普通高校の点字受験が教育委員会に拒否された。(10 年以上前) 

No.551   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

大学や大学院での研究活動における指導や支援がうけられなかった。(10 年以上前) 

No.552   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

大学や大学院での点字やデイジー、テキストデータでの資料提供など情報保障が全く受けられなかった。(10 年以上前) 

No.553   1.直接差別/10 代/男性/精神保健福祉手帳(高機能⾃閉症)/⺟ 

息子の通う特別支援学級での他の生徒への教師からの差別的扱い(10 年以内) 

No.554   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

就学してもまともな教育を受けられず口話教育（発語教育）を強いられた。授業も教師は全く手話を使わず普通にしゃべるため内容が一切理解で

きなかった。高等教育も同様だった。(10 年以上前) 

No.555   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

口話教育を受けたが効果がなかった。 

No.556   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

教育：聞こえる人たちの輪にはいれなかった、なじめなかった。 

No.557   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

ろう学校幼稚部で口話訓練を受け、地域の小学校に入学したが、小学校は集団教育が主となっており、口話は１対１の会話を限定とした会話を中

心となっていたため、集団の中での会話はなじめない面が出てくる。そのため子ども集団との会話がわからなかったり、口話がうまく話せない事

で同級生からからかわれることが多々あった。(10 年以上前) 

No.558   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

ろう学校等特別支援学校でどういう教育が行われているかの一般的な PR が不足していることもあり、地域の小中学校において、ろう教育等障害

児教育の実態を理解されないまま、また理解がないまま障害者に対する偏見を助長している面がある。(10 年以上前) 

No.559   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

地域の学校に行けなかった。(10 年以上前) 

No.560   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

障がいを理解していない教師が多かった。(10 年以上前) 

No.561   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校で車椅子の友達には親切にするように教えられているが、知的障がいの子どもの支援学級に関しては障がいに対してどう接していいかは教

えられないようです。反対に健常児の親が自分の子どもを叱る時に「あなたも支援学級に入れてもらうよ」と言う事があるそうです。(10 年以

内) 

No.562   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(知的障がい/⾃閉症)/父 

小学生の時、特殊学級の教師が腹部をたたいた。本人の話で判明・・・顔だと目立つ為腹部を選んだのでは？(10 年以上前) 

No.563   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人（代筆 父） 

小中学校時代いじめられることがあった。通学中バスの中で高校生にいじめられた。(10 年以上前) 
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No.564   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

留守家庭子ども会への申し込みの時に、「教室から留守家庭の場所（家・施設）まで自力で来なければ預かれません」と一回断られた。何度か行

って「子供が慣れるまで（くつ箱までの迎え）」をお願い出来たが、よい顔はされなかった。障がい児を持つ親の仕事ができない（できにくい）

理由の一つだと思った。(10 年以内) 

No.565   1.直接差別/30 代/男性/療育手帳(知的)/本人 

中学の野球部でボールをさわらせてもらえなかった。(10 年以上前) 

No.566   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育手帳/本人 

自分が中学生のころに友達が足が悪いのをみんながバカにした。(10 年以上前) 

No.567   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小１の運動会の時、走るのが遅く、全校リレーの競技は他の学年の迷惑になるので走らないでほしいと担任に言われた。しかし他の職員の意見で

差をつけて走らせるという案で出場できた。(10 年以上前) 

No.568   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

中学の体育祭で組体操の競技は、やる前から「できない」だろうという思い込みで欠場させられた。小６の時の組体操は出場させてもらえたが、

中学はレベルの問題もあるのだろうが、できる部分だけでも出場させてほしかった。本人はくやしい思いで見学をしていた。障害のある者へ手を

かける時間・余裕がないと思われるし、やってもできないだろうという思い込みがあるようにみえた。（普通学級で学んでいた）(10 年以上前) 

No.569   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/療育手帳(知的)/妹 

子どもの時、小学校・中学校でいやがらせ、いじめを受けた（言葉のいじめ） 働いている時も言葉のいじめを受けた。通勤の時、学生にリュッ

クのかばんをカッターナイフで切られた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.570   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/⼥性/無し(発達障害)/⺟ 

２歳頃未就園に通っていた幼稚園で遠まわしに「お子様は落ち着きがなく全くダメ」と否定。その園に通ってある同じ発達障害の子に対しても保

護者から苦情があったなど発達障害に否定的な園でした。(10 年以内) 

No.571   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(脳性麻痺)/⺟ 

保育園や幼稚園を調べている時に「幼稚園では無理です」とハッキリ言われたり、どこもウェルカムではない雰囲気を感じたので寂しく感じまし

た。もちろん皆が皆ではなくたまたま対応した方の人となりもあると思いますし仕方ないとは思いますが。(10 年以内) 

No.572   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

障害児通園施設を希望していたが、定員の問題で入れないかもしれないとのことで、一般の幼稚園も見学や説明会に参加していたところ、園長先

生や職員の方に障害のことを話すと、「私はそういった子どもたちを障害児と区別するのは嫌いで、個性だと思っています。がんばっていきまし

ょう」と最初言われました。でも、入園するにあたり具体的に「このボタンのついたズボンは自分で脱ぎ着できますか？」とか「どんな時かんし

ゃくをおこすか」など色々お話していくと、どんどん困ったような表情をされ「やはりうちは健常児中心ですから」と言われました。当時まだ２

歳半ばで、普通のお子さんでも穴に通すボタンをうまくはずせないことも多いと思いますが、あれもこれも「できませんか・・・」と障害児だか

らできないことを強調されてしまった思いや、健常ではないということを改めて言われて心が沈みました。(10 年以内) 

No.573   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/本人 

子どもの頃、買い物に母とでかけていた時に、小学生くらいの男女に「ばーか」と言われ走って逃げられたこと。上記以外でもよく言われていた

（近所ではなく天神の繁華街で見ず知らずの人にいわれた）(10 年以上前) 

No.574   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(発達障害)/⺟ 

学童期、隣りの特殊クラスに通っていた時、小学生が好奇の目、言葉かけがあり、いやな言葉は本人が判るのでパニックがおこったりした時があ

りました。障害のクラスをもっていない学校も 何かの関わり、理解をする時間がもてたらいいなぁと思いました。 

No.575   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

軍手をして子どもたちの指導にあたっておられた。（学校時代の先生一人です）（女性）その後はそんなことをする方々はありませんでした。

(10 年以上前) 

No.576   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

長女が学習障害を持っていて 10 年以上前に小学校でいじめにあった。内容は学校の帰りに男の子（同級生）にスーパーのトイレに連れていかれ

ました。本人が当日私に言ったので、すぐに小学校に相談しました。それからしばらくは学校の先生が家まで送ってくれました。(10 年以上前) 

No.577   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症・心臓機能障害)/⺟ 

コンビニに３歳の息子を連れて買い物に行きました。お店ではしゃぐ息子を小学一年生の子がじーっと見てました。しばらくして「気持ち悪い」

と言いました。その時の私は、まだどんな対応をしてよいのかもわからなかったので、その男の子を怒った顔で見てました。(10 年以内) 

No.578   1.直接差別/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

幼稚園入園も何カ所も断られ、加配もつけられないと言われてしまった。＊以前 1 年だけ住んでいた沖縄で(10 年以内) 

No.579   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/無し/⺟ 

発達が遅く、同年代の子や兄弟の友達から「何でこんな事も出来ないの？」と言われた。外見も少し違う事もあり「何で目があんななの？」と子

どもに言われ、横にいた母親が子どもの口をふさいでいた。近くにいるなら説明してあげる事や、親の方から「すみません」と言う事ぐらい出来

るだろうと思った。時にはもっとひどい親は「近づいちゃダメ」と言う人もいて、かなりいやな思いをした。(10 年以上前) 
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No.580   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者・精神保健福祉手帳(アスペルガー症候群)/⺟ 

養護学校（現在は特別支援学校）の高等部に在籍していた時の事です。入学当初や新学年の始め（学年ごとに担任が変わったので）こそ、本人に

合った接し方を配慮して頂いていたと思いますが、月日を経て次第に本人への接し方が“雑”（不公平）になっていったように感じました。他の

生徒の障害は、身体障害、知的障害、病弱などで同学年には発達障害の生徒は他におらず、うちの子の扱いが次第に面倒になったのではないかと

思います。(10 年以内) 

No.581   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/無し(アスペルガー症候群)/⺟ 

高校入学頃より「自分は変だ」「学校がおかしい」と言うようになり、学校を辞め単位制の学校に５～６年通った後、大学は出て社会人になって

からが、会社の人間関係で壁にぶつかり、自宅にこもる様になったので、その後差別を受ける様な場所に行く事もなく、親の元で生活していま

す。弟妹と会う事もないので、今は感じることはありません。将来の事は不安です。 

No.582   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害・アスペルガー症)/⺟ 

小学校２年か３年のとき持久走大会があり、息子はかなり離れて最下位でした。当時の担任から「おまえ、まじめに走ったんか」と言われ、本人

なりに一生懸命と思っていた息子は担任に対し怒っていました。当時は息子に障害があると思わず「そう言われるかも」と思いましたが、違う形

で言ってもらえたらと思いました。 

No.583   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害・アスペルガー症)/⺟ 

中学校から不登校となりましたが、高校～就労に至るまで、度々自転車やバイクにいたずらをされました。障害者であるということは分からない

でしていると思いますが、弱者や気に入らない人間に対してのいやがらせは、本当に情けなく、せっかく引きこもりから脱出しようとするたびに

いやな思いをすることになり腹がたちました。 

No.584   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児まひによる両上下肢機能障害および体幹機能障害)/本人 

自分の場合はかかとがつかず、つま先で歩いていたので、その姿を見て悪口や変なあだなで呼ばれ中学校のときに少しつらいおもいをしました。

(10 年以上前) 

No.585   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/精神保健福祉手帳(社会不安障害)/本人 

学校時代に、人前で話すのが苦手だったり、赤面がひどかったためからかわれたりして嫌な思いをしたことがあります。そして歳を重ねるにつ

れ、人を避ける様になり家にこもるようになりました。(10 年以上前) 

No.586   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症候群)/⺟ 

支援学校：・通学バスは民間のバス会社。学校の事情もあり、年度はじめに新規契約のバス会社に変更。・新学期でクラスも先生もお友達も変わ

るので、皆も緊張しています。しかし、新規契約のこのバス会社の添乗員さんは、初日から子どもや保護者に対しても、笑顔ひとつ見せず無愛

想。とても不安でした。・そして２～３日後、涙を流しながらバスに乗りたがらない我が子を、私は抱いてバスの中に入りました。すると我が耳

を疑いましたが、もたもたする児童や我が子に向かって女性の添乗員の方が「早く乗らんか！」と低い声で。私には威嚇にしか聞こえませんでし

た。怒鳴りつけた事ではスムーズに乗ることもできるわけない。私は毎朝子どもが乗るバスがこんな険悪な雰囲気で、まだお互いの顔も名前も知

らない添乗員の方に乱暴な言い方を受け、とっても悔しく泣きながら学校へのクレームの電話をしました。（このバス会社は、支援学校の送迎は

初めてだということを聞きました）  ・他人よりも、ゆっくりマイペース。そして自分の気持ちを伝えることができない子達を いかに安全・

快適に学校へ送ることが努め。児童たちは言葉に出して言わなくても大人（添乗員）たちの表情・顔色をいつもうかがっているのです。・学校へ

連絡してからは、バスの対応はすごく良くなりました。でも我が子は小学２年生になった今年度は自分の足で、バスの乗車口を登ることができな

くなり（一歩足が進んでもまた足がすくんでしまっている状態）抱きかかえてのっています。（乗っていすに座った後は笑顔がでるようになりま

した）(10 年以内) 

No.587   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害・ダウン症)/⺟ 

幼稚園時代、チーム対抗リレーで「あの子がいるから勝てない」と言われた。保護者の方もそう思ってた人がいた。小学校時代、交流クラスの人

にお世話になってると思っていたら「わたしはバカです」という紙をペンケースに入れられたり、体をつねられた跡があったり、自分たちの不満

をあてられていた。教師もこちらが言うまで気が付かなかったが、意識して注意はしてもらえなかった。中学時代も交流クラスで「お前は汚いか

ら来るな」とか、傘を振り回されて威嚇されたりしていた。幸いに教師の目に止まり親が交流クラスへ出向き、障害の説明をしたり、動作が遅い

けど待ってもらう、連帯責任をやめてもらうなどの配慮をしてもらい、そのあとは関係がとてもよくなった。(10 年以上前) 

No.588   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

幼稚園入園前、入園できるところを探していました。「ダウン症」と説明しただけで、娘の様子状態すら確認することなく電話で断られる事が多

くありました。ダウン症を受け入れる幼稚園は、まだまだ少ないので（園の事情もわかりますが）先生方の理解が進み、役所などと連携して色々

勉強してもらい、健常児と同じように教育が受けられる事を望みます。まだ４歳なので他に嫌な重いや理不尽な対応を受けたことはほとんどあり

ません。(10 年以内) 

No.589   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

１３年前になりますが、高等部に入学する前の健康診断で医師が一通りの診察をしたあと、下着の中をのぞきこまれました。（他の学校ではなか

ったそうです）普通の１５歳の少年に学校の健康診断で理由があったにせよ親もいるのに黙って下着の中をのぞきこむような事はしないと思いま

す。校長先生は「理解ある熱心な先生ですよ」と言われましたが、その事がよけいに残念でした。医者や教育者や親も無意識に差別している事が

あると感じた出来事でした。（次の年からはされなくなったそうです）(10 年以上前) 

No.590   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害…等)/本人 

家族から包丁をつきつけられ「死んでほしい」と何度も泣きながらお願いされた。(10 年以上前) 
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No.591   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

家族から小学校低学年の頃から一人の人格（人間）としてあつかわれてこなかった。（犬・ネコ以下だとかいろいろ言われ、毎日なぐられたり、

けられたいりしていた）(10 年以上前) 

No.592   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

幼稚園の時、指をすっただけで、いつも先生に机ごと廊下に出されていました。(10 年以上前) 

No.593   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

両親から兄や妹と同じ様に扱われたことがない。(10 年以上前) 

No.594   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

近所の方からも「あの子とは遊んではいけません」と言われつづけた。(10 年以上前) 

No.595   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

学校の先生から「物忘れや宿題忘れが多いから、給食をたべてはいけない」といつも言われていた。(10 年以上前) 

No.596   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(肢体不⾃由)/本人 

私が就学時、身体検査が苦痛でした。ぜひ再考をお願いしたいものです。 

No.597   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育手帳(ダウン症候群)/⺟ 

地域の小学校にやりましたが、入学前の学校への打診、入学に至るまで一般児のようにはいかず、通算 3～4 回学校へ出向きました。幸い入学に

至る前から協力者ができ（他小学校の教師、産休から登校に復職される教師から担任の申し出）複数の幸福があり入学。比較的知られている〈ダ

ウン症〉という障害においても御存知ない教師が殆どで、現在では笑えることも当時は当児の障害から説明することも多く、難儀は数えきれませ

んでした。教師過程で〈障害〉に関するレクチャーが必要だと思ったことです。言葉（発語）が少ない子の為の代弁が増え、それまで発言の少な

かった母が子の状態を多く語り始めた頃かと思います。多くの協力、理解も得られた小学校時ですが、卒業時の特別支援学校への申し送りに〈親

子共に我が儘〉とあったのは立ち直れない程のショックで、言葉の少ない子の代弁をするということは一般教師、あるいは他の人の目にはそうと

しか映らないのかとかなり心が折れた記憶があります。ただ、卒業後ではありますが、すぐ後に〈障害児学級〉ができたのは、我が子の生きて在

る意味、価値と思い幸せなことでした。余談になりますが、〈親子共にわがまま〉と申し送った（推測）担任教師には、賀状を頂いても一切私方

から書いておりません（笑）(10 年以上前) 

No.598   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(ダウン症候群)/⺟ 

一般の地域の人からは「心臓が悪いので、貴方の子どもが学校に行っている間だけ安心する」と対面して言われたこともありました。（騒ぐタイ

プの子ではないのですが）(10 年以上前) 

No.599   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/精神保健福祉手帳(⾃閉症スペクトラム症)/⺟ 

小学校や中学校で、障がいを理解してもらえず、配慮不足のため子ども（男 2 人）が 2 人とも不登校になった。兄はうつにまでなった。又、育て

方が悪い、甘やかしている、などと先生や夫の両親にまで言われて傷ついた。(10 年以内) 

No.600   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(非定型精神病)/本人 

私がまだ学生の頃、クラスに身体障害者の子どもがいました。その女性は足が歩けず、いつもちんばで歩いてました。クラスの子からのいじめも

そうとうありました。後ろの席から消しゴムをむしってその女性を見るたび、可哀そうで仕方なかった。その虐めに対して、私は注意をした。だ

けど聞いてくれなかった。私はそれでも注意をした。必至だった。それが続いた。卒業してその女性は銀行で働くことができた。たまに商店街で

会うことがあった。銀行でもいじめ差別されているとのことだった。私は大人になり、自分が障がい者になった事を最初は受け入れることが出来

ず、いじめられるのが恐かった。学生の時の女性の気持ちがよくわかった。私は今、その女性に勇気をもらっています。(10 年以上前) 

No.601   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

小学校（地元の小学校の普通学級）低学年の時は、みんな優しかった。高学年になって、車イスのポケットに悪口を書いた手紙を入れられた。→

担任の先生が解決してくれた。(10 年以上前) 

No.602   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

中学校（地元の中学校の普通学級）１年 よく優しくしてくれた友人に、意地悪するように言う子がいて、４～５人で睨んだり、無視されたりし

た。→母親が保護者会で訴えるが、根本的な解決にはならず、でも、先生方は一生懸命指導してくださった。(10 年以上前) 

No.603   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

中学校（地元の中学校の普通学級） ２年 脳性マヒによる不随意運動の為、良い手が自分の意志ではなく上がった時に、ちょうど女の子のスカ

ートの辺りにあたる為、女の子から嫌がられ、陰口をたたかれ、冷たくされる。でも、男の子達は優しい人が多く（先生が学年のクラス編成の

時、優しい子達を集めてくれました）２年生の修学旅行が一番楽しい思いでだった。(10 年以上前) 

No.604   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

中学校（地元の中学校の普通学級） ３年 学年に何人か声を掛けてくれる友人はいたが、休み時間に遊ぶ友人が徐々に居なくなって、一人で教

科書を読んでいる事が多かった。それでも勉強が楽しくて、学校が好きだったので、休まずに通学しました。色々と嫌な事をされたり、言われた

りしたら、放課後必ず先生に言って、解決してもらっていました。その強い気持ちには、親として本当に感心していました。(10 年以上前) 

No.605   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

小学校・中学校９年間の経験（楽しい事、つらい事、さみしい事）があったので、養護学校の高等部に入って、一人ひとり手厚く指導して頂い

て、のびのびと学校生活が送れたように思います。養護学校の先生からも「小中学校と普通学校に行って、色々と経験したり、勉強してきたの

で、それがすごく成長に役立っている」と言ってもらい、努力も無駄ではなかったと嬉しく思いました。(10 年以上前) 
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No.606   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人/⺟ 

母より…上に２人兄が居て、同じ学校に通わせたいと思いましたし、何より地元で生活していくうえで友人も作らせたいし、近所の人にも知って

もらいたいので、親として地元の学校に行かせようと強く望んでいました。しかし、小学校の校長先生は、障がいのある人はそれなりの教育を受

けた方が幸せだという考えの人で、入学を反対されましたが、私が付き添うという条件で、渋々許可してくれました。それで１～２年の間は、授

業中や休み時間にしょっちゅう校長先生と教頭先生が私がちゃんとついているかどうか見回りに来ていました。現場の先生方は理解ある先生も多

く、少しずつ改善されていきました。結局、小中学校９年間、給食やトイレの時は必ず私がしましたし、遠足、修学旅行、運動会、社会科見学、

テストの時は必ず側に居ました。（運動会は小学校１年の時は、私が車椅子を押して走りました）私も小中学校の時は、いつも気を張っていまし

たが、養護学校に行くようになり、先生方が何もかもして下さるようになり、ほっとしたのを覚えています。(10 年以上前) 

No.607   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

特に差別に感じた記憶はありませんが、過去就学中のスクールバスの送迎場所には、大変苦労していました。大変な交通量の多い車道の隅に停車

していて他の通行車の人から「こんな所に止めるな」と言ったような 罵声を浴びせられたという話は聞いたことがあります。 

No.608   1.直接差別/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

中学校の交流学級で給食当番で牛乳を渡そうとしても「きたない」と受け取らない数人のクラスメイトをそれについて何にもしない担任。言葉の

暴力、手で突き飛ばすなど、他のクラスメイトが見るのもつらくなるほどであったが何も変わらず。担任の最初の言葉「私は前任校で同和問題な

ど差別などに取り組んできました。」あるクラスメイトが勇気をもって、教えてくれたことから、管理職・支援学級の先生の対応で解決しまし

た。(10 年以内) 

No.609   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

お菓子を持っている子供が周りの友人に分け与える時、娘にだけ与えない。(10 年以上前) 

No.610   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

バレンタインの友チョコを手作りした時グループ内で娘にだけ渡さない。（保護者も全く意に介せず）(10 年以上前) 

No.611   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

子供たちがなわとび、鬼ごっこで遊んでいる時、入りたくて必死で近づいていく娘（言葉は出せない）を 皆でその存在に気付かない様子でい

る。面と向かって拒絶はしないが、存在に気付かないふりで排除する。(10 年以上前) 

No.612   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

兄弟児の小学校に特別支援学校の学年で交流に行ったときに、写真と名前が交流学年（６年生）全員に紹介され、その後下級生である弟が通学時

に上級生からひやかしの言葉を言われた。→担当の先生を通じて解決済みです。(10 年以上前) 

No.613   1.直接差別/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

母子学級に通う時、バスの中で子どもが泣いたら、うるさいから降りろとか、朝のラッシュには乗るなと言われました。(10 年以上前) 

No.614   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

特殊学級に行っている時、特定の上級生から傘を川に捨てられたり荷物を捨てられたりしました。(10 年以上前) 

No.615   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

姉の行っていた学校には特殊学級がなかったので、他の学校に行くと、兄弟なのに何故同じ学校に通わせないのかと特殊学級のない学校の先生は

疑問に思って聞いてくる人がおりました。(10 年以上前) 

No.616   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

歩き方がおかしいので、どうしてそんな歩き方をするのと聞いてくるどもたちには、説明するとふーんと納得してくれますが、わざわざ顔を見に

振り返って覗きに切る方がほとんどです。(10 年以上前) 

No.617   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

運動会では、一緒の組になると負けるので競技に出ないでとも言われました。(10 年以上前) 

No.618   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症)/⺟ 

意志の疎通が難しいので、穏やかな忍耐をもって接してほしいと願います 

No.619   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

特別支援学級（小中）、特別支援学校高等部での教育を受けたが、はっきり言って"十把一からげ″の教育で、個々に応じたものではなかったで

す。必要以上に経験や学ぶ機会を奪っているように感じました。特に教員の方がとても問題のある割合が高かったです。（神経症のある方、指導

力不足で通常学級にいることのできない方など… 何人もいらっしゃいました。）(10 年以内/10 年以上前) 

No.620   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

特別支援学級（通常学校の中）での全体交流会が、パフォーマンスのようで、とても嫌でした。（「交流会ちゃんとやっていますよ」みたいな感

じ）毎回、支援学級の子供だけ前に出て、一人ずつわざわざ名前と共に紹介し、内容は本人の嫌がる大人数でのワァーワァーした集団ゲームでし

た。このようなことをすることで、子供達が特別視し、高学年ではひどいいじめを受けました。(10 年以内) 

No.621   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

幼稚園入園の問い合わせをした時「どんな顔をしていますか？」と言われたり、他の保護者から「顔は普通なんやけどねぇ」と何気なく言われる

のも傷つきました。(10 年以内/10 年以上前) 
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No.622   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/本人 

小学校の時、兄が「お前も障がい児だろう」事ある毎に「がい児」と言われた。いじめです。(10 年以内) 

No.623   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育手帳/父 

小学・中学時代いじわる、仲間はずしなどがあり寂しい思いをしたと思う(10 年以上前) 

No.624   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

子供同士の「弱い者いじめ」の対象となり、学校帰り眼鏡を隠されたり…と、ろいろありましたが、子供なりの知恵をしぼって対処しました。そ

れも体験で、特にいやな思いをした…ということは我が家ではありません。(10 年以上前) 

No.625   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(レット症候群)/⺟ 

登校時間が同じだった、年下の小学生 3 名（女の子）は、こちらが毎日「おはよう」と声を掛けていたが、チラチラ見るだけ。１年程経ったある

朝、私の娘を見ると同時に、おばけを見たかのような大声悲鳴をあげ、面白がって逃げた。私の娘は車いす、両手は硬縮して曲がっている。１年

近く、同世代のお友達と娘は思っていたと思う。毎朝、その３名の女の子を見るだけでニコニコしていたから「キャー!」と逃げて行った。そし

て遠くから娘に向かって何かを言っていた。普段声を出さない娘が「ヒィー」と言って悲しげな表情をしたことにショックを受けた。すぐに学校

（地域の）に連絡した。その日の夕方、担任の先生と女の子３名、謝罪に来たが、持ってきた反省文もありきたりな文で、気持ちが感じられず、

未だに釈然としない。娘には兄がいて、地域の学校での差別についての学習の様子等参観したり、娘も地域の学校との交流を長い間してきて、子

どもたちのしっかりした発表等を聞いたりしていた分、ギャップが大きく、本質的に何もわかっていないのだとわかってがっかりした。(10 年以

上前) 

No.626   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/療育手帳(広汎性発達障害・軽度精神運動発達遅滞・てんかん)/⺟ 

今は障害児通園施設に単独通園していますが、以前は普通の幼稚園に通っていました。障害があるというより、てんかんがあるということで、い

くつかの幼稚園からは電話で問い合わせた時点で断られました。見学に行った時も「てんかんの子を受け入れたことはない。先生たちがおびえて

しまう」と心無い言い方をされ、非常にいやな思いをしました。(10 年以内) 

No.627   3.合理的配慮の不提供/無記⼊/無記⼊//支援者 

学校の事、家庭訪問の時は先生もそれなりに気を付けてくれ、子供が筆談もしてくれたのでよかったが、参観・懇談の時は行っても何もわからな

い。(10 年以内) 

No.628   3.合理的配慮の不提供/10 代/⼥性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟/支援者 

北九州で学童を申し込む際、まだ手帳を持っていない時、「発達障害です」と事前に言うと、いろいろ手続きがあるからと希望日に入会できなか

った。(10 年以内) 

No.629   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟/支援者 

サークルの保護者からの話：東区のＷ小学校の懇談会で、年配の教師が「テレビを見過ぎると自閉症になる」と父兄の前で発言！。後日、知り合

いの教員関係の方を通じて、教育委員会に報告しました。(10 年以内) 

No.630   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟/支援者 

クラスの友達に「ガイジ」（障害児の略）と言われ、イジメにあった。（昨年）(10 年以内) 

No.631   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい)/本人 

小学生の頃、特殊学級に編入になり、下校時にランドセル・服などを破損された。（他級生より）(10 年以上前) 

No.632   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/無し(発達障害)/⺟ 

幼稚園の先生に度々、特性についての対応をお願いしても、全く歩みよりがなかった。(10 年以内) 

No.633   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/無し(発達障害)/⺟ 

通級指導教室が７７人待ちとは信じられません。待機の問題を至急検討ください。（待機児童と同じく、メディアがクローズアップしなければ目

をつぶっていないか!問い直すべきです）(10 年以内) 

No.634   1.直接差別/60 代/男性/療育手帳/⺟ 

（幼児期）普通の幼稚園に入園する時、なかなか入園させてもらえなかった。何軒かの幼稚園で断られた。（４０年前位前ですけど） 

No.635   6.判断が出来ない・その他/50 代/無記⼊/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ)/⺟ 

58 歳になる子供の頃は今と違って、差別、理不尽な対応を受けたことなど、あまり多くありすぎてお話しても分かっていただけないと思います

のでここでは省きます。今では生活介護・ヘルパーさんなどとのご支援により楽しく生活できて、とても感謝しています。今一番思っている事

は、障害児も健常者と同じく教育の場を与えていただきたいと思います。体は不自由でも頭も心もきれいな子供さんは多く、たくさんおられると

思います。又、学校でいじめにあい、苦しんでいる子供たちのニュースを見る度に胸が痛みます。(10 年以上前) 

No.636   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

子供のころはいじめられたが、大人になってからはいじめはない。(10 年以上前) 

No.637   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(軽度の知的障害)/本人 

私が療育手帳をもらったのが遅く、4 年前でした。小学校の高学年の時や、中学 2 年くらいまで、物をぶつけられたり、集団で無視されたり、暴

力なども受けていました。成人して働きだしてからも、指示がないと何をやればいいか分からず上司に叱られてばかりいました。作業所に入所し

てからも、自分が障害を持っている事が理解できず、なかなか取り組む事がしばらくできませんでした。今は、指示を受ければ作業等には取り掛

かれていると思います。作業所に来てからの方が、落ち着いて取り組めていて、やりがいがあるように思います。生活指導してもらっています。

(10 年以上前) 
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No.638   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(療育手帳)/本人 

私が嫌だった事は、小学校の頃普通学級でいじめられました。勉強ができないとか言われて、いじめられました。（小学３年生位）(10 年以上

前) 

No.639   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

ある小学校にゲストティーチャーで訪問した際、学校側から「点字が読めると言わないでほしい」と言われ、理由を聞くと「何でも出来ると言わ

ないでほしい」といったことを言われた。目の見えない人は、何も出来ないのが当たり前のように誤解されている。子どもたちに本当のことを伝

えるべきではと思う。 

No.640   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児麻痺による左上肢下肢徑性麻痺)/本人 

小学生の頃、同級生から学校の帰り道に石を投げられたりして、いじめられ、不登校に一時なったことがあります。理由は、担任の先生が私ので

きないことは友達にしてもらいなさいと言われ、（友達から見れば特別扱いされているみたいに思われて）私は自然としてもらっていたのに。そ

れが気にくわなかったのか。たとえば昔は雑巾がしぼれなかったので、友達にしてもらい、私は拭くだけのように。(10 年以上前) 

No.641   1.直接差別/60 代/男性/精神保健福祉手帳(てんかん)/本人 

中学の時、てんかんと言う事だけで奇病扱いされて公立高校受験を拒否され、くやしい思いをした事。大学受験の時、試験には合格していたが、

てんかんと言う事だけで、ある教授が反対し、教授会にかけられて情けなく、くやしい思いをしましたが、母の嘆願書もあり、何人かの理解ある

教授のお蔭で入学できました。(10 年以上前) 

No.642   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

現在子どもは中２なのですが、4 年生の時、同じ校区内の普通小学校の小１～２年生の子どもと下校時間がよく重なり、うちの子を見るなり、そ

の小１～２年生の子ども数人が、「あいつが来た」とか、見るなり走り去ったり「どうしてしゃべりきらんと？」と言われたり・・・・。帰りが

一緒になる度に、すごく嫌な思いをしていました。それを知った担任の先生が「こういう事は早めに対処しないと・・・」と校長先生に話を持っ

て行ってくれて、私も校長先生に詳しい話をきかれました。校長先生がその普通小の校長先生に話をしてくれて、ちゃんと指導していきます。と

の事だったそうです。（その普通小とうちの子が行っている支援学校は、子どもたちの交流もあるのですが。） 

No.643   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(重度知的障害・⾃閉症)/⺟ 

長男が障害児です。小学生の妹も（健常児）いるのですが、妹は学校の担任から〇〇ちゃんは、お兄ちゃんが居るから、障がいのある子の対応が

上手だろうからと、いつも発達障害児とペアに組まれ、休み時間も付きっきりにさせられていた。他の子と遊びたくても、周りから避けられて孤

立していた。あまりひどい扱いだと思い、その後担任にお話ししました。改善されたようですが、妹がしゃべらないようになった。家でも学校で

も我慢していたのではと思うと、かわいそうです。それでもお兄ちゃんのことは大好きだし、良く面倒見てくれる優しい娘なんですけどね。兄弟

児の心のケアも大切なことです。(10 年以内) 

No.644   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

弟が学校で「おまえも、がい児やろう」と言われた。 

No.645   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

授業中に、黒板の方を向いて話をされるとわからない。分からない旨をアピールしても改善されない。(10 年以内) 

No.646   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(難聴)/本人 

私は２０代の頃スウェーデンに住んでいたことがあります。ご存じのように北欧（ノルウェー、デンマーク、フィンランドなども）は、世界で指

折りの福祉国家です。今でも忘れられない情景が身に焼き付いています。住んでいた大学町のメインストリートを歩いていると向こうから馬車が

ゆっくり近づいてきました。見ていると、木造の荷台に 10 人くらいの子供達が嬉しそうに笑って乗っています。もっとよく見ると、その子供達

一人ひとりには、それぞれの身体に障害があり、寝たままの子もいるし、手や足が曲がっている子もいるし、脳に障害があるようにも見える子も

います。歩道にいる町の人達は、おじさんもおばさんも、大学生もみんな、ニコニコと温かく手を振っています。日本では見たことのない、障が

いのある子どもたちを社会で普通の街の中を馬車に乗ってお散歩している姿にショックを受けました。日本では施設の中で一日中過ごしている障

がい児…。散歩はしても施設の庭でしょう。この国は何と優しく温かいのだろう！体に障がいがあっても社会の人達が自分たちの生活の中で、自

然にあたりまえに温かく見守っている。日本では隠そうとしている。これは、北欧の人達の人間に対する考え方の違いだろうと思います。生まれ

た時からの宗教の教えなのかも知れまいし、大きいのは、もともと北欧の人達がもつ、ごくあたりまえの〝やさしさ”でもあるし、国や社会の一

貫した「教育」だと思います。私が 30 代で二度目に渡欧して、長男（５歳）と長女（２歳）を連れて町に出た時、長女をベビーバギーに乗せて

バスに乗ろうとしたとき、必ず男性の乗客１～２人が、サッとベビーバギーに長女を載せたまま、バスに乗せてくれるのです。それは日頃（日常

に）当然の事でした。建物の中に入る時も、サッとドアを開けてくれる。それらはとても自然に社会は弱者を助けるものだという教育が、生まれ

た時から家族、学校、社会でなされているからだと思います。障がい者だけへの条例ではなくて、平行して子どもたちへの、弱者への教育を、ぜ

ひ強く入れて下さることを切望します。いつか始めるのではなく、今すぐ弱者を思いやる教育を始めて下さい。 

No.647   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(難聴)/支援者・その他（知人の教え子） 

学内で、講義が進むが、理解が完全にできるまで再度説明を求めると、対応はしてくれるが再々説明を求める事が出来ない空気になる。学校とし

ては教師に、他の学生と同様に、つまり質問には全て答える・講義の進み具合と勘案して、別途、後程個別に対応をしてくれるが、カリキュラム

は健常者をベースに組まれており、追い付いていくことが困難である。(10 年以内) 

No.648   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(難聴)/支援者 

若い難聴者などで補聴器や人工内耳をカバーする為長髪にする場合があるが、校内規則などで一律に規制される等して本人のセルフイメージが守

られない場合がある。(10 年以内) 
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No.649   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

障がいがあることで学校が遠く、春日市から小郡市まで母が毎日 2 往復して通学しました。健常な人は近くの学校に通えているのにおかしいと思

います。(10 年以内) 

No.650   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/無記⼊/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる両上肢機能障害、両下肢体幹機能障害)/⺟ 

私の所は、子ども 2 人とも障がいがあります。兄、脳性マヒの為、車イス。弟、発達障がい。母、地域の人なんですが、何で学校にこんな子が行

くのか、可愛そうに。あなたは前世で悪い事をしているから、こんな子が生まれた。とか、弟、がい児、バカ、うちの子が上なのに、からかわれ

て遊ぼうと言いながら、バットでお尻を叩かれたり、逃げたり、嫌な目で見られました。(10 年以上前) 

No.651   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(疾病による四肢体幹機能障害)/⺟ 

体の様子を見て小学生や中学生が笑うことがあった。幼稚園からの障がい者への情報を教えていく必要があると思う。(10 年以内) 

No.652   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(四肢体幹機能障害・難聴)/⺟ 

弟が小学生の時、「君のお兄ちゃん動物みたいな声を出すから変だね」と友人から言われ、悔しかった。(10 年以上前) 

No.653   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(四肢体幹機能障害・難聴)/⺟ 

自分の外見を見て、近所の園児が「おばけ！こわい！」といって泣き出した。(10 年以内) 

No.654   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

地域活動においては、役員決めの時など、家庭の事業をいくら説明しても、実情を理解してもらえないことが多いです。兄弟児の PTA 活動におい

ても、何一つ考慮してもらえませんでした。差別を考える前に、前述したような事が、障がい者をもつ家庭に、重い負担をかけていることを知っ

てもらいたいです。協力できること、できないことを、もう少し考えてもらえたらといつも思います。(10 年以内/10 年以上前) 

No.655   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/⾝体障害者・精神保健福祉手帳(高次脳機能障害)/⺟ 

中学一年の時、柔道で脳に障害を受けました。当時、目の瞳孔も開いていたという程、生命にかかわる大きな事故でした。最初は学校の先生から

高校は普通にいけないと言われた時はショックでした。今は疲れが出やすい、指示をしないと行動に移せないと親として理解できましたが、事故

による障がいは突然の出来事が受け入れられませんでした。校長先生が理解してくれて、中学校は無事に終わり、高校では保健の先生が学校保険

を教えて下さり、学校での事故として保険金がおりました。専門学校で今の職場を紹介していただき今に至ります。事故から 10 年 やっと受け

入れられ自然に生活出来ております。これから又、前向きに障がいを受け入れていくことも大切だと思ってます。周りの方には、息子が自転車に

のって倒れていたと助けて下さったり、バス停に息子が立っていると、知り合いの人が家まで送って下さったりと息子の話では、誰かはっきりは

分かりませんが、家まで送って下さったことが、何回かあります。(10 年以内) 

No.656   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(情緒障害)/父 

中学校の卒業式での事。当時普通クラスに在籍し、一日に２～３時間特殊クラスで学んでいました。式での名前を呼ばれる時、男性から出席番号

順で本人は 10 番前後位だったので、立ち上がる準備をしていたのに、飛ばされました。そして女性が終り最後に呼ばれました。本人もですが、

私達親も、とても差別を感じ、残念でくやしい思いをしました。(10 年以上前) 

No.657   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

小学校・中学校時代にいじめにあいましたが、守ってくれる先生や友達も沢山いてくれましたので、それ程嫌な思い出はありません。 

No.658   3.合理的配慮の不提供/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

一番辛かったのは３才位の頃、保育所に入れたいと思った時（当時私は仕事をしていましたので）なかなか受け入れてもらえる所がなかった事で

す。結局 4～５か所回った挙句、かなり遠い所にある開放保育所でようやく受け入れて頂きました。 

No.659   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳/⺟ 

福岡市に転入して来た時、３歳時検診前＆障がい判定前だったので、幼稚園通園は厳しいと思いつつも、療育施設に入れなかった時（待機）の事

を考え、幼稚園の入園申し込みについて聞いてみました。最寄りの園は、発達障害で言葉が出ていなくても入園可とのことでしたが、入園待ち

（キャンセル待ち）の子供が 10 月末時点で 16 人だったので、次に近い園に電話をしてみました。最初は快く対応していただいたのに、「言葉が

出ていない」の一言より対応が変わり、「うちは障害児枠が一人だけで、その枠を利用されて入園するかどうか迷っている方がいらっしゃいま

す。」「言葉が出てからの入園、例えば秋～でもいいですよ。」「4 歳児からでも充分です」数分、このような言葉を聞いていましたが、段々不

愉快な気分になりました。入園不可なら最初から言っていただいていたら、諦めていたのに、却って不快な言葉が残ってしまいました。(10 年以

内) 

No.660   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

今はまだ幼いのでそんなに嫌な思いをした経験は少ないですが、他県から引っ越してきた際になかなか受け入れ先が決まらず苦労しました。私が

就労していない為、保育所は無理と思い何件も電話で受け入れ可能かの問い合わせをした際「手が足りないので無理」と電話口で断られました。

枠は空いていたみたいなので健常児だとすぐに OK だったと思います。「遊びに来てください」と言って頂いた園もありますが、「入園ＯＫ」と

言って頂いた所はありませんでした。なかなか難しい事だとは思いますが、やはり平等とは言えないと思います。もう少し市など行政から幼稚園

などに補助金を増やしてもらえたり、加配の先生の確保をして頂くともう少し障害児の受け入れ枠が広がるのではないかと思います。(10 年以

内) 

No.661   3.合理的配慮の不提供/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/⺟ 

小中学校を歩いて１０分程の養護学校へ通いました。高等部も同じ所へ行くつもりで何も考えていませんでした。進路が近くなったある日、二人

の先生から「高等部は○○養護学校へ行きませんか」と言われました。突然のことでショックと驚きで近くにあるのに何故？遠くを進められるの

か納得いきませんでした。（毎日一人で泣いていました）よく分かりませんが、この年から重度より、外部の軽度な人を入学させるような動きが

あったようです。それから、どういう流れかわかりませんが合格発表。廊下に貼り出すされ合格者の下に補欠とあり、息子ともうひとりの２人の
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名前がありました。そして、入学説明会も別々にありました。(合格者と補欠）入学して外部から入ったお母さん方の目は冷たく感じられまし

た。どんなに「行きません」と言いたかったことか・・(10 年以上前) 

No.662   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症)/⺟ 

私の子どもは障害が重いゆえに、いつも親と一緒にしか行動が出来なかったので特別にひどい差別はありませんが小さい時２，３歳頃、医者は歩

く練習をするように言われ、外で歩く練習をしている時は大人も子どもも集まって来て「歩かせない方がいい」と皆から言われ、遠い所まで車で

行き練習しました。養護学校 小・中学校の頃、スクールバスでの通学で、バス停（決まった場所）で２・３人待っているのがいやなのか、水を

まかれたことはあります。高等部自主通学でバスの中で喜んで大きな声を出すと、一斉に注目されたことはあります。この子は喜んでいるのです

からと理解を求めていました。学校から帰ってからも身辺自立のことを取り組んでいた為、殆ど近所の子ども達とは遊んでいませんでしたので、

余り嫌な思いをしたこと等はありません。 

No.663   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/療育手帳(てんかん（⾃動⾞事故による頭部打撲）)/⺟ 

小学生の頃はいじめがありましたが、中学生以降はありません。 

No.664   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/(脳性マヒ)/⺟ 

普通小学校で。学校の先生からの扱いがひどかった。(10 年以上前) 

No.665   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視⼒障害・知的障害の重複)/⺟ 

特にありません。幼い時、子供たちの好奇心に満ちた視線が辛くて、いつもかばっていたような記憶があります。大人は心で思っていも外目には

あからさまな行為はしませんが、子供たちは素直ですから自分と違う人を見た場合、自ずと好奇心が沸くのですから「差別」は子供の時から、

親、学校の教育がいかに大切であるかということでしょう。 

No.666   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

娘が幼稚園の入園を希望したら、てんかんの病気があることで入園を拒否された。（関東の私立幼稚園）その時の理由が「てんかんは感染するか

ら受け入れられない」だった。こちらから、断った。 

No.667   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

同じ集合住宅に、とても元気のよい子がいて、びんを割ったり、かけらを埋めたりと、危ないことばかりしていた。他の子が、そのガラスでけが

をすると、うちのせいにされた。「普通のこじゃないから」が理由だった。 

No.668   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

新一年生の入学説明会に、特別学級に入学するにもかかわらず、全員呼ばれなかった。説明会のプリントも配布されず、入学してから手作りの袋

などが必要だとわかり大慌てだった。「騒がれて、説明会を邪魔されたくなかった」が理由だったが、それを言ったのは、特別学級の担任だった

（福岡市立小学校）。その経緯を知らない親学級の先生が「（準備ができていないことに関して）これだから、障害児の親は、障害者か？（笑）

今年ははずれだな」と話しているのを聞いた。 

No.669   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

小学校で、特別学級の保護者で、親学級にもっと交流させてくれるように相談したら、校長先生がＡ４サイズのコピー用紙の束(10 ㎝程）を机に

出し、「これは、いじめの記録です。こうなりたいですか？」と。いじめられることが前提の話が進んだ。いじめを阻止しないのか訊ねたら、子

供と親の自己責任で、学校側は迷惑している。これ以上迷惑をかけないでくれ云々。特別学級の保護者に、新聞記者がいることがわかったら交流

を始め、二度と校長が話し合いに出ることはなかった。 

No.670   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

妹が小学校に入学したとき、「なぜ特別学級ではないのか？」と教師から真顔で聞かれた。姉に障害があると妹も同じと思われていた。私たち親

世代の教師で、経験が浅いわけではないと思う。 

No.671   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

振り返ってみると、地域でも教育関係者に差別、区別を多く受けたように思う。問題が起こる前に…責任は？・・・いじめの件数・・・（保身）

などなどが原因だと思う。 

No.672   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

上記に記入したものは、ほんの一部で、死にたくなるほど落ち込んだときもあったが、今現在元気に暮らしていられるのは、理解してくださる先

生方に出会え、卒業してからも応援してくれるからだと思う。その後、娘の性格もあったが、差別していた人たちもまわりの人たちの影響で、差

別できなくなり、差別区別されていると気づいても、気づかないふりをしている。長く地域の係をしているのは、自分のためであり、娘のため、

障害を持っている方のためと思っている。（ＰＲができる） 

No.673   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

特別学級の同級生に、（医者、新聞社、大学、法曹界関係 他方面からアプローチできると思い）の保護者がいて、学校側と話すために保護者が

集まって対策、勉強会を持ったことがあった。分かったことは、福岡市は全国から見てもとても遅れており、その中にいる教師は悪く言えば「井

の中の蛙」であり、他府県の教育を知っている保護者と話ができるわけがなかった。（保護者は全国に転勤があり、教師は福岡市内のみ）。例え

ば、入院病児への訪問学級は、東京他は４0～50 年前から当たり前にしているが、福岡市はまだ 20 年ほど。特別学級に身体障害児と知的障害児

を同じクラスにする。たとえ 1 名ずつでも 2 クラス、担任も 2 名にしているところがある。18 名の障害児に 12 名の教師（資格ありパート、非常

勤含む）の学校もあった。（東京） 
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No.674   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

福岡市の教育委員会に教師を増やしてほしいと要望を出すと、「教師一人につき年間 1 千万円かかります。そのお金はどこから出しますか？」

と、的はずれの返答しか来なかった。その後、各小学校で普通クラスでの学級崩壊が続き、30 人クラスにしたり、補助教員を増やしたが、特別

学級へ増員されたとは聞こえてこない。 

No.675   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校 1 年か 2 年の頃。普通小学校の普通クラスに所属。姉小６、小４で通っていた。休み時間、校庭で姉のいる学年と違う学年の上級生女子か

ら、泥水のコップを渡され「飲め」といわれていたところ、姉の同級生が見つけて、助けてくれた。学校の階段で押されてころびそうな時も姉の

同級生（クラスメート）が見つけ助けてくれた。いろんな経験をしているようですが、姉たちの同級生クラスメートが気遣ってくれていたのであ

りがたかったです。(10 年以上前) 

No.676   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

一人っ子だったので、地域の小学校に入学させようと思い、事前に校長先生と面談の時、何でも手がかからず一人でできますか？と出来ることば

かりを前提のお話で、支援学校をすすめられました。その時、健常の子も手がかかる子もいるだろうし、何でもできる子ばかりとは限らないし、

それを指導するのが先生の仕事ではないのかと悔しい思いをしました。どうして幼稚園、小学校と節目節目にお願いにいかなければいけないのだ

ろうと思いました。(10 年以上前) 

No.677   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

娘が幼稚園年少（障害児保育をしている）時、入園の時は「娘さんには、一人担当をつけて対応します。」と言われたが、実際は 2 歳上の当時年

長の姉が妹の面倒をみていた。他のお母さんたちが、お姉ちゃんがかわいそうだからと、先生に言いに行ってくださったが、「お姉ちゃんは、一

生妹の面倒をみないといけないのだから当然」ということを言われた。悔しい思いをしたし、何よりも長女に対して申し訳ない思いでいっぱいに

なった。(10 年以上前) 

No.678   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

兄弟児(本人の弟）が通学していた公立小学校では、障害者のことを「ガイジ」と呼んで、さげすむ発言をする子たちがいた。障害者のことは

「ベンツ」とか「ビーエム」と呼んでいたらしい。（「ベンツ」や「ビーエム（ＢＭＷ）」→「外車」→「障害者」）小学生が思いつく発想では

ないので、大人（保護者）が家庭で言ってるのかなと思った。(10 年以内) 

No.679   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(脳性マヒ)/⺟ 

小学校低学年の頃、2 年年上の姉が「ドックフードって何？」と尋ねるので何事かと思ったら、上級生が食べるように強要したということを耳に

したとのこと。謝罪にみえた担任の先生に「いいですよ」と簡単に返答したが、後で、口に入れられた当人はもとより、妹たちにも人権を侵害す

る大変なことだということを教え、なおかつ、この子らも他の人にそういうことはしてないけないと体感させるためには、兄妹に親として、怒

り、悲しむ姿を見せるべきだったと自分自身を反省した。(10 年以上前) 

No.680   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(脳性マヒ)/⺟ 

小学校 1 年生頃 田植えが終わった田に座り込んでいるという連絡を受け、持ち主に謝りに行ったとき。また、自転車を押し倒したという報告を

受け謝りに行ったとき。「（言っても）わからないのだから・・・」と言われた。言った人は、好意的に言われたのだが、親としては子供の人権

を否定されたようで悲しかった。生活上のルールを教えたい」「悪いことには悪い、しないで！とその場で伝えてほしい」とお願いしたが。今

は、心優しい子に育ったことを喜んでいる。(10 年以上前) 

No.681   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(脳性マヒ)/⺟ 

小学校 4 年生の時 小学校の手洗い場で手を洗っている子に「やぁ○○さんの（蛇口）で洗った」とはやし立てているのを、1 年生の妹が見てい

て悲しい思いをした。彼女は、2 年生になって「いやな思いをしたこと」という学習の中でやっと皆の前で言うことができたのを担任の先生の報

告で知った。人権学習の中で取り上げて、皆に提起してくださったので感謝した。(10 年以上前) 

No.682   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害)/⺟ 

息子は 22 歳、ダウン症です。支援学校を卒業し、振り返り思うことは、1 つの事柄として小学校 5 年か 6 年生の時だったでしょうか。息子が帰

宅後、手をグーにして親指を立てその手を下に向ける仕草を「これなあにお母さん」と。同様に「がいじってなあに」と尋ねてきました。私もな

んだろうと友だちに尋ね、その意味することを知りました。からかわれても何かを言われても遊んでもらっていると信じてやまない息子を当時の

私はこのような息子を遠くから眺めて、涙したこともあります。でも担任の先生に話を聞いていただいたことで、心にためこむことも少なく、

日々過ごしてこれたように思います。だからといって、怒りをぶつけたことがなかったわけではありません。(10 年以上前) 

No.683   3.合理的配慮の不提供/10 代/⼥性/無し(現在診断中なので名前の確定は無)/⺟ 

学校で障害に対して児童の方は知らない点が多いのでストレートに「なんでこれ位ができんと?」などとぶつけて来る時があります。細かく説明

する訳にもいかないので、学校内でこの学級（支援クラス）はこのような生活の人（友達）が学んでいるというのをある程度生徒さんひとりひと

りが理解でき得る授業（講話）を保護者と一緒の時間共有しながら広げていただけるといいかなと思います。 

No.684   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

自分が小学五年生の時だった、一つ年下の妹が学校から泣きながら帰ってきた。母が何かと尋ねると、同じクラスの男児がお前の兄貴はチンバ、

チンバと言って囃し立て自分の歩き方を真似していたという。(10 年以上前) 

No.685   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

自分が小学六年生の時だった、学校から帰り後ろから何か音がしたので後ろを振り向くと、同じクラスのやつを先頭に五、六人が自分の歩き方を

真似していた。前後左右に揺れて歩くのが自分だった。自分は人の真似して嬉しいのか問うと、チンバ、バカ、アホと口々に罵声を浴びさせて散

って行った。(10 年以上前) 
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No.686   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

自分が中学二年生の時だった、５月の中旬から、言葉の暴力、文字の暴力、腕力の暴力。一人のやつからひどいイジメを受けた（自分感じ）。あ

の女と公園でデイトしたろう、キスはまだか、セックスはまだかと、教室では席は隣り合わせで知らん振りすると、自分の脚を蹴ったりツネった

り脚は痣だらけだった。自分のノートや教科書に落書きをする。自分はそれらの物を母に見せて、学校に行って下さいと頼んだ。母の申し出、学

校で大問題になり無事イジメも終わった。(10 年以上前) 

No.687   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

高校の頃、クラスの討論会では自分が正論を発言すると、バカ、アホ、チンバは黙れ、物を言うな。自分はそれ以来一言も発言しなかった。今も

高校の同窓会も参加しない。(10 年以上前) 

No.688   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/療育手帳/本人 

たにんにきょうようされたことがある 万十をわたしのおかねでかってそのひとにわたした。(10 年以内) 

No.689   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が小学生の頃、近所の子どもに｢しっしっ｣と拒む態度をとられた。(10 年以上前) 

No.690   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が小学生の頃普通学級で過ごす時間があったが、そこで保護者から｢いつまでいるのですか?｣と言われた。(10 年以上前) 

No.691   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が小学生の頃、健常児のクラスメイトが｢宿題をしなかったら障害児になると親に言われた｣と伝えられた。(10 年以上前) 

No.692   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子どもは素直な分、親の偏見が強いと感じました。(10 年以上前) 

No.693   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が特別支援学校中等部の頃、担任が子どものできないことについてヒステリックに怒る、どなる（怒ってできるようになることばかりではな

い）(10 年以上前) 

No.694   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が特別支援学校の中等部の頃、複数担任だったが担任同士のコミュニケーションがとれていなかった。(10 年以上前) 

No.695   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

子が特別支援学校の頃、送迎バスの添乗員（パート）の言葉の暴力がひどかった（ゆっくりしか歩けない子に対して｢さっさとしなさい｣とどなる

など。(10 年以上前) 

No.696   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・側弯)/無記⼊ 

教員の専門知識のなさにいやな思いをすることが多かった。(10 年以上前) 

No.697   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校入学前の面談で、地域の小学校に通いたいと申し出たら、地域外の特殊クラスに行くよう何度も相手が変わっても（教育委員会の方）説得

された。納得いかず地域の小学校校長へ直接あいさつと入学したい旨相談に行った時、色々と言われて断られた。結果的に入学案内の通知も来な

いままで地域の小学校へ入学しました。（上の子が６年生で在学中本人１年生！！）うれしい小学校の入学が、とてもつらいものとなりました。

教育委員会の方々、又小学校の対応どちらも、障害があることで、本人、親の意見、希望を無視する対応でとてもいやな苦しい思いをしました。

(10 年以上前) 

No.698   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校４年生の時、上級生数名にいじめにあいました。１年近く後で、やっと発覚したものの、障害のため本人の言っていることが、なかなか信

じてもらえず、いじめた方は、かわいがっているふりをしていて、学校側は、先方の親たちには何も言わず、こちらばかりつらい思いと悲しい思

いをしました。（出来るだけ問題が大きくならないように対応が納得出来ませんでした）(10 年以上前) 

No.699   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

家族までが障がいがあるように思われていた事「妹は普通なんやね」とか(10 年以内/10 年以上前) 

No.700   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

小学校の親学級の同級生から「死ね」「バカ」などと言われていた事違う場面でも「バカ」「ガイジ」とか言われた事は結構あります。(10 年以

内/10 年以上前) 

No.701   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

自分がそばにいて、子供がちょっと怪しい動きをしていると回りの人の目は怖いし、冷たいと思う。本人はわからないのが救いなのかもしれませ

ん。でも、男の人、おばさんにしかられたとたまに言ってくるので仕方のない事かもしれませんが、かわいそうだなと思います。本当は本人が一

番怖がりで、不安なのですが・・・(10 年以内/10 年以上前) 

No.702   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴、聴覚障害)/本人 

中途難聴者が普通の小中学校に通学時、私の美術作品や図工作品が誰かに壊されたり、授業中に誰かに私に向けて消しゴムを投げされたりしてい

て、勉強を集中できなかった。色々苦労があって、担当先生に訴えましたが、解決ができませんでした。当時は「耳が聞こえない」という認識は

ゼロでした。（熊本市）(10 年以上前) 
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No.703   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

学校で授業の際、手話を使おうと思ったら、先生にたたかれた。(10 年以上前) 

No.704   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

学校での授業や始業式、卒業式、etc 手話を取り入れて欲しいとお願いしたが、取り入れてくれなかった。（その後、授業ボイコットをし、生

徒会で意見統一し先生たちと交渉しようやく改善できた）(10 年以上前) 

No.705   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(ろうあ)/本人 

小学校の時いじめにあった。近所の子どもと遊んでいたら友だちのお母さんは「ろう者と遊んだらだめ！」と言ってだれも遊んでくれなくなりか

なしい思いをした。(10 年以上前) 

No.706   1.直接差別/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(心臓機能障害)/⺟ 

幼稚園から専門学校まで普通学校に通っていましたが、同じ年代の子どもと比べるとずいぶんと成長が遅れていましたので、無視、悪口、差別な

どがありました。・何故、同じ学校に通っているのかと言われる。・他の生徒と一緒に予防注射などしてくれない。(10 年以上前) 

No.707   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(知的)/⺟ 

娘が学校で兄の事で、いじめられ泣いて帰ってきたので私が学校に行き先生に障害の事を話した事もあります。(10 年以上前) 

No.708   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

校区に特殊学級がなくて校区外の小学校に通っている時、住んでいる地域の子供会に行っている学校が違うからダメだと言われ入れなくて近所の

子供達との交流が全くできなかった。(10 年以上前) 

No.709   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

県立支援学校の先生がいるのですが、ある事があってから私にいやがらせ、わが庭の”カキの木を引き抜けと、ジャマだといったり”“うそのう

わさを居住所の方々”に言ったりでとても悩みました。総務省の行政相談委員に家まで来てもらいお話をさせていただき不安は少しはやわらぎま

した。(10 年以内) 

No.710   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性、⾔語障害)/本人 

中学校を卒業までは地域の普通学校に通いました。高校はみんなと同じ学校に行きたかった。先生と親で身体障害者の訓練校に決まっていた。相

談なしに決まっていて訓練学校には行きたくなかった。小学校、中学校で「バカ」「足がおかしい」など言われけられたりしていじめにあった。

(10 年以上前) 

No.711   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神)/本人 

母も精神障がいだったため、母の事もふくめ小学、中学でいじめられた。1 人ぐらしをはじめるころあぶないむりだといわれた。友達からもバカ

にされた。 

No.712   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

車いすに乗っている障害があるとわかると見る方は、なんでも出来ない子、わからない子として、見られることがあります。ちょっと残念です

ね。(10 年以上前) 

No.713   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

子供が幼い頃、妹の当時通園していた保育園に送迎の毎日、一緒につれていっていた時の事です。保育園の子供さんひとりが「あの子なんで歩け

ないの？」となにげなく見たままの事を言ったと思いました。先生の答えどう言われるのかなと？親としてじっとだまってみていたら、先生の言

葉は「だめよ！そんな事言ったら、ハイあっちいって」だけでした。残念！（教育者の一番大事な幼児教育に残念！勉強してほしいなと）ちゃん

と答えてあげてほしかったなーと親として、人として思いましたね。ある時は、同じ保育園で子どもさんが「なんで車いすなん？」と聞いてきた

ので、「生まれてくるときに病気になってね！今、歩けないから、この車いすに助けてもらっているのよ！車いすおしてみて！みんなと一緒に走

れるし、歩ける様になる車いすなんよ」と素直に伝えてみると｢ほんとやん！すごいね！」とほほえんでくれた事はうれしく思いました。(10 年

以上前) 

No.714   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

子供が高等部３年の時、席が空いていたら高等部の人もスクールバスに乗れるようになりました。でも、添乗員の数は変わらないので他害や問題

のある人は遠慮してほしいと言われ、子供が問題行動が激しいのでわかってはいましたが、辛い気持ちになりました。(10 年以上前) 

No.715   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

小中学校で障がい（者）への理解のための学習をさせるべきだと思う徐々に普通学校への統合化を図るべき。積極的に地域の障がい（者）施設と

の交流や合同のイベントなどを徐々に普通学校への統合化を図るべき 

No.716   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

小学校へあがる時、肢体不自由の支援学校・肢体不自由の支援学級（当時市内に２校）・校区に普通小学校への母子通学。この３つの選択肢の中

で本人に合うのは、支援学級ではないかと思っていたが、入学前の発達教育センターの判定では支援学校の判定だった。そこを無理して住まいの

博多区→中央区の肢体不自由の支援学校への希望を出して、学校長にも会って、受け入れのお願いをしていたが、結局受け入れますと返答を頂い

たのは入学式の５日前くらいだった。発達教育センターからは３月中には受入の返事をもらえると思いますよ！と言われていたが、実際は 4 月 4

日くらいだった。それから学校へ出向き、担任とも会い通学に必要なものを準備する事になり、とてもあわてた。無理を通して入学させたわけだ

が結果受け入れるつもりなら、せめてもう少し早く返事をしていただきたかった。入学までとても不安な日々を過ごしたことを覚えている。うち

のような事例を作りたくないのだろうと思った。(10 年以上前) 
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No.717   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的障がい・そううつ病)/父/⺟ 

小学校入学時、校区に特学がなかった為、校区外の特学を何度も見学に行き、随分迷った上で地元の幼稚園のお友達と別れ、校区外へ入学しまし

たが入学してクラスへ行くと担任の先生が変わってあり、その日一日一緒に過ごし、何かその先生に（様子に）疑問を感じました。日々重ねて様

子を見る中、何かやはりおかしいと思っていると、学年違いのお母様より、ノイローゼで戻ってこられた先生とわかり、このままでは成長どころ

か不安になる一方だと思い教育委員会の方と何度も何度も話をしたうえで地元の校区へ戻させていただきました。もちろん両校の校長先生にも了

承していただきましたが、その時校区外の校長は私も最初からその方が良いと思っていました。という言葉にがくぜんとしました。その学校の校

長が言う事ではない！！と…。その後、校区に戻っても特学ではなく普通学級なので特別に教材を準備してくれることもなく、つらい日々の中、

ある日子供達からの情報で「今日○ちゃん中庭に出されて、カギ閉められたよ。」という素直な子供達からの話でした。それから学校長へ相談し

た所、やはり子供達の話しは事実で、１人で中庭に出されカギを閉められたそうですが、担任は何くわぬ顔で、そんなひどい事と感じている様子

ではありませんでした。嫌だと泣く事もできず、ただ１人つめ出され、しばらくの間いたという様子を思うだけで、とてもつらく苦しかったで

す。何も分からない障がい児にそんな事をする人が先生で良いのでしょうか？今でも忘れられないつらい思い出です。それから私は時間取り出し

で体育館で運動をさせたり毎日通う日々を過ごしました。その後、その先生は下の子の担任となりました。このつらさ、わかりますか？(10 年以

上前) 

No.718   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(知的障がい・そううつ病)/父/⺟ 

学校については、中学は校区外の特学へ行きましたが、先生の目が行き届かず男の子に下半身を触られるなどもありました。高等部については、

１、２年はまだよかったのですが、3 年のクラス変えの後、そううつ病になってしまいました。肢体の子、自閉の子に完全にかかられていて、と

りあえず意味は（自分の感情や近況）伝えられないが言葉はしゃべれる。歩けるというだけで毎日ほったらかしにされていて、少しできる子から

はなぜしないのか！と罵声を浴びせられ、それをフォローしてくださる事もなく。あの明るくて人なつっこい子が、今もなお、そううつからは解

放されないまま、沢山の人の手を借りて過ごしています。今は、この子どものような子供たちの環境が改善されている事を願います。学校も施設

も障害者について、知識のある方の配置がされないので？と感じます。そうであれば、このような事はないのではないでしょうか？ 

No.719   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

子供が小学校の時、学童保育でいじめられたのを妹が泣きながらダウン症の姉をかばう為に年上の相手に抗議した事を最近語った事。(10 年以内

/10 年以上前) 

No.720   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

中学校の頃、支援学級（１年の始めの頃）「きたない」といじめられて、学年集会で話し合いをした事を担任の先生に聞いた。(10 年以内/10 年

以上前) 

No.721   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

小学校の入学式で新たに支援学級が設立しましたが、学校の教員の半数が障害児の子供達に対して、冷たい視線をする為いやな感じを受けた。

（他の父兄の方も数名それを感じたと言ってました。）(10 年以内/10 年以上前) 

No.722   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

母親が仕事だったので妹が友人のところへダウン症の姉を連れて遊びに行くと、そこの母親から「ちゃんと面倒を見れないなら連れてこない

で。」と言われた。(10 年以内) 

No.723   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

親のしつけが悪いとよく言われた。ある講演で親の育て方で登校拒否になったり、自閉症になったりすると公の場で言われた。皆さんに誤解を与

えるだけでなく、講演者が自閉症についてご存知なかったのではと思い残念で仕方なかった。(10 年以上前) 

No.724   1.直接差別/30 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

幼稚園 年中頃 卒園式 自宅待機 小 6 の時組体操不参加 等 

No.725   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

小学の頃、仲間はずれにされた。(10 年以内) 

No.726   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

ガイジと言われた。(10 年以内) 

No.727   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

普通高校に通っているのに、養護学校と言われた。(10 年以内) 

No.728   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

小学から中学１年の前半まで無視された。(10 年以内) 

No.729   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

大学に勉強を受けている時に、ボランティアの学生から両隣に座ってノートテイクをしてもらっていたが、教授からいきなり、「ノートばかり見

ないで先生の唇を読みとれ」というようなことを 2 回言われた。社会に出たらいつまでもノートテイクがつくわけではないからと言われ、ここは

勉強だから聴く権利があってノートテイクつけてると言っても聞いてもらえなかった。（あとで学生課の職員に言って注意してもらったけど） 

No.730   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳/本人 

言われた事はあるが気にしていない。・バカにされる・頭たたかれた・学校の先生からひどくたたかれたり、鼻をはじかれたり沢山あります。他

の人から聞いたりはしていた。見たこともある怖い時は自分に助けを求められたこともある。ろうの人 5 人位で、相手の所に行ってやっつけた！

若い時不良だった。今は反省しています。現在はそういうことはありません。(10 年以上前) 
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No.731   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【本人】 学生時代 ・中学の時いじめ・・教室にとじこめられた。うわばき。便所等へのとじこめ。ズボンおろし。金銭のだましとられ。学校

教育で希望ではない進路や方針が決定された。※健常者と本児らと区別教育から始まるので本児らへの理解が大人になってもできていない。 

No.732   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【本人】 学生時代・小学～中学の義務教育で担当教員の不慣れ、専門性のない言動・対応があり問題化されず教師の考えで終了させられた。相

談機関が機能できていない。カンファレス等の検討時間が設けてもらえなかった。小学から中学へと移行する時、情報が次年度に提供がなく又一

から説明。対応の必要をせまられた。 

No.733   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

その当時、小学校から中学校へ上る時、障がい児学級が校区にない場合、他の校区に通うことになります。我が子の時代も６年間普通学級の中で

慣れたところから他の中学校（その当時特殊学級）に入学しました。地域の子ども育成会は中学校にもあり、少ないけれど活動がありますが、他

の中学校に行くことで地域の子ども会の名簿に入らなく存在がなくなります。せめて地域の中では小・中学校存在を認めてほしいと思いました。

(10 年以上前) 

No.734   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小学校入学時、普通の学校に１週間だけでも他の子供達との生活をと望み姉の通っていた学校に入学前健診を受け、校長先生は最初いいと言われ

たのですが、教頭先生と保健の先生から「親ならば子供に合った所へ行かせるべき」と言われました。４５分間ちゃんと静かに机について居られ

る様、幼子教室に通わせ、保健の先生と教頭から臨床心理士等資格がある人がいいと言うならとの事だったので、教室の先生が有資格者だったの

で話に行こうとされると「仕事がいるなら他の仕事をあげるから余計な事をするな」と言われたそうです。(10 年以上前) 

No.735   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的)/父 

中学時代（小学校からの友人が通わない中学校）通常のクラスとの交流時やろう下ですれ違う時、「くさい、くさい」と言われ蔑視され続けてい

た。本人が２０才になって初めてポツリ（つらかった）と話をしてくれました。元々感受性の強い子でしたので相当つらかったと思います。学校

を休むという選択肢のない子ゆえ、通い通した３年間だったと思います。折しもお母さんが入退院をくり返していて気付いてやれなかった事を悔

やみました。(10 年以上前) 

No.736   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(四肢体幹機能障害、知的障害)/父/⺟ 

小学校入学の就学相談で地域の学校を希望して、決定するまでの過程で発達教育センターに相談に行くと、「校長先生からの返事待ちです」と言

われ、校長先生に相談に行くと「入学決定は、教育委員会が決めることで、私がどうのこうの言える立場ではない」とたらい回しにされた。２月

末になって、発達教育センターから、「お母さん、まだ気は変わりませんか」という電話をもらった。結局、入学式目前の４月に入って、校長先

生、発達教育センタースタッフ、保護者との面談が行われて、協議し、入学が決定した。(10 年以内) 

No.737   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/精神保健福祉手帳/本人 

中学校ではイジメと恐喝に遭い不登校になりました。ですが適応指導教室が学校にあることを知り、周囲に罵られながら通っていました。また礼

儀がなっていない友人たちに、自分のお金や自分の私物を借りパクや又貸しで手元に戻ってこなかった事もありました。 

No.738   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(アスペルガー症候群)/父/⺟ 

アスペルガーは知的に遅れもないので通常学級で生活していますが、一見わかりにくい障害なので「本人の努力不足」「おやの躾のせい」と捉え

られる。(10 年以内) 

No.739   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育手帳(アスペルガー)/夫または妻 

小 6～中 3 まで不登校でほとんど通学せず、中 3 から不登校適応教室に登校。そのため高校進学を不登校適応教室のある高校を探し、親子面接を

受けました。面接で、発達障がいのアスペルガーがあり、感覚が敏感なことなどの特徴の説明をしました。支援の具体的な内容を話した方がよい

と思ったからです。ですが、その高校から中学に問い合わせがあり、なぜ親御さんが障害のことを公開するのかと。結局受け入れ出来ませんと不

合格になりました。学校の対応から考えると障害を隠していれば、合格だったのかと疑問が残りました。また、同じく障害を説明し、受け入れま

すと言われた高校に進学しましたが、いざ入学して、感覚過敏のためイヤホンの通学時の使用をお願いすると、校則違反だからと断られ、ドクタ

ーの診断書を出してやっと認められましたが、その時にはすでに子どもの体調が悪化しだし、登校が出来なくなっていました。転校を考え、手続

きをお願いしたにも関わらず、2 か月の間ほっておかれ、その間の授業料だけは払わされました。受け入れますというのは事実、ただそれだけで

支援は全くしないという結果でした。まるで高い入学金、授業料を取るだけの詐欺にあったような気分です。(10 年以内) 

No.740   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

市役所の中の教育委員会で地域の中の中学校の中に特殊学級があると聞いたので、そちらに進路を希望したところ、こちらの話や本人の状態をよ

く理解しないままに当時の養護学校の中学部に入学してくださいと言われた。現在も本人は学校生活に不満があり、時々、情緒に不安定なところ

があります。(10 年以内) 

No.741   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

耳が聞こえないのに、小さいころから普通の学校に行って、私一人が耳が聞こえないことで、周りから言葉や言い方、話し方がおかしいと馬鹿に

されました。私の生まれたところは田舎だったので、手話とか支援学校施設がありませんでした。友達もできなくて一人ぼっちでした。私が聞こ

えないと知ったら、人は私を変な目で見ます。(10 年以上前) 

No.742   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(学習障害、⾃閉症)/本人と⺟ 

中学の時、部活でメガネが壊された。理由わからず、仲間はずれ。(10 年以上前) 

No.743   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳/本人と⺟ 

大学時代、レジメが出来ない、教室に入れないことを理解してもらえなく、単位が取れなかった。(10 年以内) 
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No.744   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

学校卒業後、パソコンの勉強がしたいと言い○○専門学校へ進学した際、初めて障害者（発達障害を通学させる）を入校させるとのことで、ソフ

トウェア科へ。どこまで理解しているか？を担当者が把握されていないので応用編は教えられない。代替えとして、ワード・エクセルの勉強を自

習課題として与えられ半年間を過ごしました。やはり一般の専門校で支援、配慮は難しい面があり、専門的な勉強をしてみたいというニーズに対

応できないものかと思いました。(10 年以内) 

No.745   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

保育園時代の頃、自宅から近いということで○○保育園に入所しましたが 、障害者枠ではなく、普通の子ども達と同じカリキュラムでした。障

害の特性を理解されてなく、本人が子ども同士のちょっとしたトラブルからイライラして物を投げたりして、こちらも悪いと思いますが、自宅か

ら持ち込みでお昼寝用にベビー布団を置いていたのですが、子供がおもらしをしたとの事で衛生上汚いからという理由で断りもなく処分（廃棄）

され、事後報告があり、代替えで園にあった古い布団を渡されたことがあり、結局、園では面倒見きれない、別の保育園に転園してほしいと言わ

れました。最初から障害者枠のある園に入れたらと思いました。(10 年以上前) 

No.746   未分類/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

学校でのこと。下の子が小６の時、普通クラスに行くとみんなが無視する。それから、いきなり簡単な数式を言ってすぐ答えなかったらバカにし

てからかう。わざとらしいいじめをされた。など、障害の特性を知らない、リアクションが面白いからするといった理由でいじめを受け、結局、

学校へ行けなくなりました。医師から個別教育が必要と診断されても障害名が確立してないことを理由に支援学級に入ることができませんでし

た。（IQ が高い） 引越しをして、病院を変えて、障害名がはっきりしてようやく中学から情緒学級に編入ができ、中学は卒業できましたが、

本人が障害を受け入れきれず３年間引きこもり、自分でバイト探し、ようやく仕事をし出しました。IQ が高いと、障害があっても判定されず、

本人も家族も行き場を失いどうにもならないことがあり、一度つまずくと立ち直るのに時間がかかるし、自暴自棄になり犯罪等につながるケース

もあるので、IQ が高いということだけで判断されるのもどうかと思う。 

No.747   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/父/⺟ 

PTA で発達障害を取り上げてもらい成人講演会をしてもらうことになったが、資料や、自分が保護者同志の交流などを提案したのにもかかわら

ず、他の本から資料として成人だよりに掲載。結局、間違った情報が掲載されていたので理事会で指摘すると、校長が「掲載したことについては

謝るが、訂正文は出さない」と言われた。 その後、行われた講演会でも、実際、学校へ在籍している子供たちより重度の障害者の方の講演会で

したが、子供たちの情報や現状は伝わらず、支援学級の保護者には不評でした。 

No.748   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/本人 

中学時代の 3 年間は苦労の日々でした。友達の多くが地元の中学に進むのに対し、僕は地元から離れた学校へ。3 年間は大変でした。(10 年以内) 

No.749   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/父/⺟ 

地元の小学校に入学したものの保護者介助を求められ６年間の学校からの要求は大変なものであった。（平成１３年から１８年）（１０年以内）

(10 年以内) 

No.750   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(先天性環軸椎脱脊髄症)/父/⺟ 

親同伴での登校から下校までの毎日。修学旅行の参加に、親も慈悲で参加してすべて世話をする事と、車椅子では行けない所は、よそで待機（工

夫をすれば行ける所も）修学旅行の意味がない旅行になるため、不参加せざるを得ない状況になる。来るなと言われた。(10 年以内) 

No.751   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性まひ)/本人 

普通中学校に見学に行ったとき学生から嫌なことをいわれた。(10 年以上前) 

No.752   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/父/⺟ 

６歳になったとき、養護学校を受験しましたが、言葉で話すことができず、入学できませんでした。１２歳になったとき、○○小学校特殊学級に

６年間通いました。１７歳の時、義務教育になったので、福岡県立養護学校に入学。(10 年以上前) 

No.753   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的障がい)/夫または妻 

小学校の特殊学級に編入した頃、他級生から登下校の際、衣服・ランドセルの破損、殴る、蹴る、口の中に小石・砂を入れられる等の暴行をよく

受けていました。(10 年以上前) 

No.754   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的障がい)/夫または妻 

小学校の特殊学級に編入した頃、他級生から登下校の際、衣服・ランドセルの破損、殴る、蹴る、口の中に小石・砂を入れられるなどの暴行をよ

く受けていた。(10 年以上前) 

No.755   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

障がいがあるため、本人に適切な学習などが受けられないこと(10 年以内) 

No.756   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

養護学校(特別支援学校)での生活の中で本人の希望を聞いてもらえなかった。(10 年以内) 

No.757   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

市の教育委員会の入学相談でよく話を聞いてもらえず職員の一方的な言い方で特別支援学校入学となった。(10 年以内) 

No.758   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

特別支援学校の進路相談でもこちらの希望を聞いてもらえなかった。(10 年以内) 
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No.759   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/精神保健福祉手帳(学習障害（読み書き障がい）)/父/⺟ 

学習障害でも読み書き障がいについてはコミュニケーションや体力に差がない場合もあり、息子はまさにそうであった。小学校では障害の理解も

低く（当時は特に)先生方へ相談しても「様子を見ましょう」や「お母さんの愛情不足です」といった回答やアドバイスしかなく、本当に必要な

情報や適切なアドバイスがなく母親としては辛い時代であった。中学になってようやく読み書き障がいと担任の先生が理解してくれたのに、特別

支援学級で相談した先生は「理解が進む目的で、小さなメモ帳を渡しています」と平気な顔をしておっしゃる。読めない書けないので困っている

のに、「メモ帳に書け」とは…。「先生が大切だと思うことは付箋に張ってください。」と細かく説明し、お願いし、ようやく読み書き障がいの

現実を理解していただいた。小学校中学校における教員の理解度の温度差が差別を生むことを理解してほしい。とはいえ今から 10 年前の話で、

今はすごく状況は変わっているのではと期待しながら思っているが、(10 年以上前) 

No.760   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

小学校 4 年生のころ学校帰りに同級生の誰かが知的障害（中程度、発語なし、女子）の子をけしかけて息子を傘で何度もたたかせた。（たたいた

方もたたかれた方も自分のことを人に伝えることが困難なために、だれがさせたのか、どのくらいたたかれたのか、真相は不明のまま）(10 年以

内) 

No.761   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

幼稚園入学の時です。３人兄弟の３番目の子です。上の子達と同じ幼稚園に入れてもらおうと相談に行ったら断られました。自分の所では対応で

きないと言う理由でした。いくつか幼稚園を回り、やっと大丈夫といわれる所が見つかり入園出来るようになりました。ところが、在園生の保護

者と職員より手のかかる子が入るのならば職員の数を増やして欲しい。ダメなら自分達は辞めるとの話がでたそうです。幼稚園側は職員を増やす

事は出来ないとの返事で、当時の職員と園児の２/３が辞めていかれました。私も入園を辞退しようと思いましたが、園長先生より、『大丈夫で

すから来て下さい』と言って頂き、大変感謝いたしました。こどもはトイレもいえましたし、オムツもしていません。歩けないので１つの所にじ

っと座っているか、周りを少しハイハイするくらいで、一人がずっと付いていなければいけない状態ではありませんでした。入園してからは、園

長先生、新しく来た職員先生残って下さった園児達と楽しく２年間過ごさせて頂きました。脳性麻痺の障害児という事で拒否された初めてのでき

ごとでした。 (10 年以上前) 

No.762   1.直接差別/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

３歳児の時に、幼稚園のプレを受けようと思って幼稚園に問い合わせをした際に、発達に遅れがあることを告げると、態度が変わって「うちでは

責任がとれません」「障害者はお断りしています」と言われた。プレはＯＫでも入園は難しいと断られた。要は、勉強することや理解をすること

もせずに断ることの多い、福岡市の幼稚園。仮に幼稚園に通えたとしても、人権を無視した暴言を吐かれたなど周りで聞くことがなんと多いこと

か。福岡市は私立が多いから仕方がないのか？それ以前に、教える立場の教員や保育士が理解を放棄している。福岡市は、東京や横浜市の何百年

遅れているか知っているのか。情けない。言わせてもらえば、福岡市の幼稚園の先生たちのレベルの低さに呆れている。(10 年以内) 

No.763   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

すでに親子通園をしていた時、３歳児健診があるが、ただでさえ人が多いところが苦手な子が多いのに、しかも園でちゃんと健診を受けているの

に、それを理由で行かなくてもいいかと保健所に電話で問い合わせたり、実際に行ってみた時の保健士の態度が信じられない。要は、３歳児健診

で早期発見をするはずの土台の人々が、発達障がいについて何も知らなさすぎるのだ。だから、それでも連れてきて下さい。とか、泣いてぐずっ

たり、多動で歩き回っていても、普通に注意したり、嫌な顔で見たり、質問の時も「虐待している」ほうにチェックを入れられたりした。呆れて

文句を言っても、「ごめんなさいね、知らないわ」とあっさり言われた。あなたたちより、よっぽど親の方が知識があるわい！と怒り心頭であ

る。この人たちの教育はどうなっているんでしょうかね。単独通園施設を新しく作れたのはいいが、福岡市の予測が遅かったにも関わらず、でき

た場所は南の離れたところ。ここしかなかった。とは言うが、本当にそうだろうか。どのくらい探して努力されてきたのか。そこに玉突きのよう

に、在園児童の転園を言ってきている。相当なストレスだ。市長が「保育園の待機児童ゼロ」を言っているから、こちらも同様にゼロにしたいと

いうのなら、それは絶対にやめないといけない。現場の市職員は頑張っているのかもしれないが、上からの圧が見え隠れするから承諾できない

し、しない。(10 年以内) 

No.764   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障害・軽度精神遅滞)/父/⺟ 

同じ障害を持つ子供を幼稚園に通わせている人が、なかなか園生活がうまくいかなくて担任に「専門の施設（単独通園施設）に通わせようかと思

っている」と相談すると、「お母さんは子供がかわいくないんですか？」と言われたとのこと。親としては本人の利益のために単独通園施設に通

わせているのに、それを保育のプロに否定されている気がして悲しくなりました。幼稚園の先生達にももっと療育についての教育をしてほしいと

思います。(10 年以内) 

No.765   1.直接差別/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症スペクトラム)/父/⺟ 

学校の先生から、授業や課題、体育会、学芸会などにおいて、本人が練習すればできる内容にも関わらず、わざと取り組まいという差別を受け

た。そして、親や周りの教師には「なんにもできなくて、あの子を受け持つのは大変だ。」言いふらしていた。それは、出来ることが周りの教師

にわかれば、取り組ませることに努力をしないといけなくなるので面倒だったからである。みんなが嫌な思いをしているのは就学相談です。発達

教育センターの就学係は教師にも関わらず、罵倒したり、嫌みを言ったりしている。相談と言うより、就学する子の振り分けをしているだけす。

でその子が、学校に入学した後の学習や生活のサポートを名目にしているが、教師の手間を出来るだけ少なくするために特別支援学級に行かせる

ために、保護者を不安にさせることを言ったり、わざと傷つけることを言う。そして、「あなたのお子さんが、通常級に進んでも学校はサポート

できません。なにかあっても責任はとりませんがよろしいですね。」といった内容の話を了承すれば、通常級になんとか入学することができま

す。学校生活において、嫌なことやわざと傷つけることを言うのは教師です。理解ある先生もいらっしゃいますが、格差がありすぎる。こちら

に、文章でお伝えしきれません。。。(10 年以内) 

No.766   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/支援者 

小学校、中学校のとき、友達から椅子を倒されたりしてつらかった。(10 年以上前) 
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No.767   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/支援者 

小学校の時、体育で鉄棒や水泳などで自分ができないときに、じっとしているしかなかった。自分にできることを教えてもらったり、手伝っても

らったりしてもらいたかった。みんなと一緒にできないことはつらかった。(10 年以上前) 

No.768   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(知的障害、てんかん)/支援者 

小学校と中学校の時、ともだちから「あんたは障害者やけん、してやるよ（手伝ってやるよ）」と言われたのが嫌だった。お母さんが友達のお母

さんに「うちの子と仲良くして」と言っていたらしく、ともだちから「頼まれたから友達になったぞ」と言われて嫌だった。(10 年以上前) 

No.769   1.直接差別/無記⼊/無記⼊/精神保健福祉手帳/無記⼊ 

精神障がい一級です。県外より、進学のための勉強をしに、越してまいりました。実家が、経済的に裕福ではありません。日常生活を普通にでき

るまで、私も家族も大変努力をいたしました。事情を察し、ご厚意出て申請をしてくださった方々。日々社会でご立派に働いていらっしゃる方々

の税金から頂いた年金で、進学、就職のため、勉強をさせていただいております。 実技系の予備校に通わせてもらっておりました。他人様のこ

とをこのように申して申し訳ないのですが、講師の先生が差別的な対応が多く、きちんと、ご指導をしていただけませんでした。課題の添削や面

談を自分だけしていただけませんでした。馬鹿にしたような対応を取られても腹を立てるのは大人げなく思い、いつも課題を仕上げること、学ぶ

ことに集中しましたが、それでも嫌味を言われたり、ほかの方と比べるとどう考えても十分な指導をしていただけませんでした。勉強できる状態

までの、家族の苦労と、将来のために金銭面で支援してくれた家族、周囲の方々のご厚意を思うと、悔しい思いでいっぱいです。私自身に至らな

い点、失礼があったかもしれませんし、どう思われているかはわかりませんが、私は不便に感じる点があっても精一杯努力しました。お金をもら

っている以上ご指導はきちんとしていただきたいと思いました。ご拝読いただきましたら、誠にありがとうございます。他の障がいで、つらい思

いをされている方が、お一人でも、充実された不備を送られることを願っております。 

 

7.情報・コミュニケーションの領域 

No.770   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

場内アナウンスが聴こえないので、人の行動を見ながら「何？」といつも不安(10 年以内/10 年以上前) 

No.771   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

各場面において、コミュニケーション手段が筆談となるも、まともに教育を受けられなかった。ろうあ者にとっては筆談は苦手なコミュニケーシ

ョンである。様々な窓口に手話の出来る人がほしい。十分なコミュニケーションをとるために。(10 年以上前) 

No.772   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

ふくふくプラザ等の建物や区役所において、アナウンスが流れてくる際に視覚的にわかるようなものが常備されていないので、情報が分からず、

差別に感じる。 

No.773   2.間接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

区役所に市民が見るテレビが常備されているが、ろう者が見ても分からない。平等にわかるよう、字幕をつけてほしい。電車や地下鉄も同様。 

No.774   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

研修には手話通訳者を付けてくれるが、ミーティングや突然の説明がある際に手話通訳をつけてくれない。説明の際に簡単な筆談をしてくれる

が、簡潔しか書いてもらえず、全体の事がわからず困惑する。(10 年以内) 

No.775   1.直接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

係員だけのミーティングがある際に、前もって私に知らせず、ミーティングが終わった後、私だけ説明を受ける。これに関しては気分が悪く、差

別をされている感じがして悲しい。(10 年以内) 

No.776   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

性暴力被害者支援センター・ふくおかに相談専用の電話番号が記載してあるが、ＦＡＸ番号が記載されていない。電話のできない人にとっては差

別ではないか。 

No.777   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

福岡市の情報発信サイトを見ると、画面に字幕が付いていません。聴覚障がい者に対して差別ではないでしょうか。市長室を見ると、画面に字幕

が付いていなく、別のところにテキストがあるのですが、一体化にできないか。 

No.778   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

福岡市のネットテレビ：字幕がついていないため、社会参画ができない。人に優しいまちづくりと掲げてる市長の行動に疑問に思う。 

No.779   未分類/20 代/男性/⾝体障害者手帳(混合性難聴)/本人 

アルバイト：新聞を見ると、電話番号しか掲載されていない。 

No.780   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

朝礼や会議などで口話が主に進められているため、その時に得られる情報がないため、聞こえる人との情報量にかい離がある。(10 年以内) 

No.781   未分類/30 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・先天性心臓機能障がい)/本人 

耳が聞こえないことで、コミュニケーション手段が口話中心となっている社会においては、なかなかコミュニケーションが図られず、孤立しやす

い。(10 年以内) 
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No.782   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/本人 

話の中で言われてる言葉など理解がむずかしいです。自分がわからないことが多いので、兄弟までも悪いイメージで言われる。自分が言いたいこ

とが相手に伝わりにくい。自分ではわかるように言っても相手には伝わりにくくて、はっきり言ってとかわかるように言ってとかいわれる。(10

年以上前) 

No.783   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(喉頭摘出)/本人 

電動式こう頭器を使って話す事ができますが、会話として理解してもらえているか心配です。(10 年以内) 

No.784   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

晴眼者の人は、色々な資料は無料でもらえる。しかし、視覚障がい者は、墨字資料を点字資料にしてもらう場合費用がかかる。（行政・一般・医

療機関からの資料等）行政で点字資料が無料でできるようにしてほしい。(10 年以内/10 年以上前) 

No.785   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性//支援者 

近所で一人暮らしの耳の不自由な女性から聞いたこと。家の 2 軒先で火事があり消防車なども出車していたのに（夜間）朝まで気づかなかった。

翌朝火事跡を見て背筋がふるえたとのこと。 

No.786   3.合理的配慮の不提供/無記⼊/無記⼊//支援者 

地方の NHK・民放のニュース番組に字幕をつけてほしい。災害・事故等をアナウンスされるが聞こえない者には分からない。緊急時に対応が遅

れ、命の危険にさらされることが起きる。(10 年以内) 

No.787   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

困った時は筆談で教えてほしい。(10 年以内) 

No.788   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚)/本人 

聾学校での口語教育によって国語の教育を十分に受けられなったため、読み書きが苦手である聴覚障害者に対して、このようなアンケートを記入

させるのが差別である。(10 年以内) 

No.789   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚)/本人 

地下鉄の事故等による放送は、ほとんど音声によるもので、情報が十分に保障されていないのが差別である。(10 年以内) 

No.790   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚)/本人 

読み書きの苦手である聴覚障害者に対して、字が読めないかという言葉は 暴言であるし差別である。(10 年以内) 

No.791   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人 

自分の話している言葉が相手に通じなくて、何回も聞き直された事が時々あります。(10 年以内) 

No.792   3.合理的配慮の不提供/20 代/男性/療育手帳/本人 

こんな質問して、障害者（知的）が書けるわけないでしょう。もっとやり方、考えましょうよ（父） 

No.793   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両側感音性難聴)/本人 

聞きまちがいを笑われたことがある(10 年以内) 

No.794   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

団地内で毎週日曜日に掃除の日を決まっているが、雨の日など中止になる事がある。しかし、情報が届かず自分だけいつものように掃除の場所へ

行ってしまった事があります。(10 年以内) 

No.795   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

駅や店など受付で、きこえないと言ったらすぐ筆談するという対応を常に心がけてほしい。「筆談して」と言っても、ずっと口話で話しかけて紙

に書こうとしない人もまだいるので、こっちもイライラ、相手もイライラする。もっと柔軟に対応できるよう教育もしくは、そういう環境になる

ことを願っている。 

 

8.政治・司法・資格・⾏政の領域 

No.796   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

10 年以上前の話しになりますが、迷子になり警察の方とさがしてもらったことが数度あります。小さい子どもなので親の責任ですが、「何をお

こすかわからない、しっかり家にしばりつけておけ」という様なことを、すごくひどい言葉で言われたことがあります。犯罪を防ぐ意味で指導す

る立場の方々に障害児・者に対する適切な対応ができるようお願いしたいです。外国の人にそれぞれの言葉がしゃべれる人をあてがうのと何らか

わりないと思います。(10 年以上前) 

No.797   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

欠格条項の前に進路をあきらめ、絶望して、自棄になり、人生を狂わされた。(10 年以上前) 

No.798   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症・知的障がい)/⺟ 

１０年以上も前のことですが、子どもが行方不明になった時に警察署の方より親の育て方が悪い！と言われとても傷つきました。(10 年以上前) 
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No.799   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

車の運転をしている時（直進）、自転車が角からすごいスピードで曲がってきて、私の車にぶつかった時、相手の男性がすごいけんまくで怒っ

て、私は驚いて相手の早口が聞き取れないので、何も言えない時がありました。警察で事情を聞かれている時、私は難聴であることを言ったの

に、おかまいなしに相手の言い分だけを聞いていた。今までの経験で行政も警察も障がい者の“障がい”に鈍感です。(10 年以内) 

No.800   2.間接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(両上肢障がい)/本人 

運転免許の資格検査でハンドルにバネを取り付けて、これを回せないと無理と言われた。健常者でも回せるかと思う位固い。(10 年以上前) 

No.801   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳/⺟ 

10 年以上前、ハローワーク（障害者担当）を通じて牧場（牛の世話）の職場を紹介され、親子で見に行った。強烈な悪臭と、堆肥まみれの道や

作業場、驚きよりも怒りがこみあげ、ハローワーク担当者に紹介するにあたり現場を見たのか。と聞くと書面でしか知らないとの返答。知的障が

い者だとどこでもありがたがって働くということか！と思いそれ以降ハローワークに行かなくなりました。 

No.802   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/父 

大坂維新の会～大阪市議会で発達障がいは親の愛情不足からの病気で、その予防をめざすとした条例を提案(10 年以内) 

No.803   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/父 

大阪地裁の裁判員裁判で求刑１６年を上回る懲役２０年の判決理由は、アスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、再犯が

心配である（事件は４０代のアスペルガー症候群の男性が姉を殺害した）(10 年以内) 

No.804   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(フリードライ氏病による四肢経性マヒ)/本人 

警察署に行くと気を使うし、使われる。車イスを見ると総立ちになってイスを片づける。(10 年以内) 

No.805   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/⾝体障害者手帳(顎髄損傷)/本人 

健常時に取得した自動車運転免許を（ＡＴ式手動アクセル・ブレーキ付きに限る）条件付きに更新する審査を受けた。５分以内で運転席に乗り込

み、車椅子を折りたたんで収納し、ドアを閉めることが条件だった。５分で出来たにもかかわらず、「福岡市は交通量が多いので、３分ぐらいで

できないと難しい」と言われ、後日（数か月後）再審査となった。３分以内でクリアすると、今度は以前に取得していた自動二輪車を削除すると

言われた。理由を聞くと「二輪はもう乗れないだろう、削除を承諾しないと免許は更新できない」とのことだった。現在では、三輪のオートバイ

なども出ていて、乗れたかもしれないと思うと残念で仕方がない。(10 年以上前) 

No.806   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症 難治性てんかん)/⺟ 

息子が２０歳になり選挙の投票ハガキが郵送されてきました。息子の一票をどうしたらいいのかと思い行政に尋ねたところ、本人の意思が確認で

きる方法（うなずく、目を閉じるなど）があれば大丈夫ですと。息子には最重度の知的障がいがあり、本人の意思の確認は他の人にとっては不可

能です。親としては本人のためになる政策をかかげている所に息子の一票を入れたいと思いましたが、この一票は何も生かされず死に票になりま

した。親が代わりに投票する事は当然受け入れらないこととはわかっていてもこの一票の重みを感じながら悔しい思いをしました。(10 年以内) 

No.807   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい（全盲）)/本人 

人との接触事故で白杖が折れ、警察に相談したが、威圧的な態度で我慢しなさいと言われ、被害をうやむやにされた。(10 年以内) 

No.808   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

通訳するにも専門用語に関わり、手話通訳者にも負担をかけている。他の市町村に照会してみたら、福岡市だけ。差別ではないか。(10 年以内) 

No.809   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/支援者 

交差点で信号待ちをしていてその時パトカーのサイレンが遠くから聞こえているのは分かっていたが、青信号になりゆっくり横断歩道を渡ってい

ると、正面方向から来たパトカーがスピードを落とさず左折し、白杖をとばされはねられそうになり、大変怖い思いをしました。パトカーはその

ままのスピードで去っていきました。(10 年以内) 

No.810   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

小さい頃、マンション前の道路拡幅工事があったころ、人夫さんの財布から 1 万円取ったと言って、お巡りさんが家に来たことがあった。よく 1

人で外に出て通りを見ることが好きな頃だった。私は弁償しましょうと言ったが、お巡りさんはそれはいいと言われた。(10 年以上前) 

No.811   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

パトロール警察官が警ら中パトロールの車の中から不審者を見る様にべっ視されるのがわかった。(10 年以内) 

No.812   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

二入で自販機前でコーヒーを飲んでいると、警ら中のパトカー内の警察官からギロっとにらまれた。障害者に対する思いやりもなにもない。ただ

市民生活の安全優先、障害者べっ視の警官育成の教育が抜本的に改正されなければ、我々障害者は永久に日の目をみない。小学校や、初等教育の

段階で、様々な病気や障害を紹介、啓蒙していかなければ社会は機能しない。同時に地域に理解してもらわなければ、精神障害の福祉は不可能で

ある。(10 年以内) 

No.813   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

沖縄では市役所の役人にも怒られたり、どなられたりして本当につらかったです。(10 年以内) 

No.814   3.合理的配慮の不提供/30 代/男性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害・統合失調症)/⺟ 

道路交通法の改正によって、精神障害の病名を書くことが免許更新の時に義務づけられた。主治医の診断書なども必要になる。これによって免許

更新が今まで以上にできにくくなる。また、事故のときは重い罰則が課せられる。現在、免許をもたないと仕事にも支障をきたし、就職先も限ら

れてくる。実際、免許更新をあきらめて失職した人もいる。精神障害者が運転免許をとりづらくなり、更新もできにくくなると、社会参加にも大
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きな障害となる。障害者権利条約の批准と合わせて考えても、完全参加と平等の精神から大きく違反している。免許の取得や更新について、今回

できた法律は差別的で精神障害者の人権を侵害することだと思う。(10 年以内) 

No.815   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/精神保健福祉手帳(そううつ病)/本人 

昨年１１月に国会が可決した法案で、てんかんや統合失調症、そううつ病、うつ病などの患者で、免許を更新する人や免許を新しく取得する人が

免許センターで切り換えなどする時に、自分の病気を申告しなければいけない。もし申告しないで免許を受け取った場合、人身事故で人を死なせ

た場合、通常の罪より格段に重い危険運転致死罪などに問われ、重い刑罰が課せられるという法律ができ、今年の５月２０日から施行されていま

す。昨年中に起きたてんかん発作で意識を失った運転手の車が、何人かの人を死なせた事故の遺族がもっと重い刑罰をかけてほしいという声に答

えて、考えられた法案だが、当初はてんかんや心臓病など運転中に意識を失う可能性のある人に申告義務を負わせる話だったのが、出来上がって

みると意識を失うのとは関係のない精神障害者全般に申告義務を負わせる法律が出来上がったことに強く精神障害者に対する国の偏見と差別を感

じます。(10 年以内) 

No.816   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

不愉快な思いをしたのは、いわゆる「てんかん」の患者が交通死亡事故をおこしたその事故がＴＶのニュースで報道されたことです。その事に起

因するのかどうか分からないが、運転免許の更新時に持病の告知の申告をする仕組みが成立しようとしていることです。そんな法律が成立した

ら、たまったもんじゃない。それこそ、法の下の平等を保証する憲法違反だ。事実として、精神疾患の障害者が自動車（四輪車）の運転や、バイ

ク（自動二輪車）の運転は問題なく成立しているし、今後も何の問題もない。そもそも精神疾患を論ずるのであれば、我が国の「うつ病」は、２

５０万人以上とも言われており膨大だ。うつ病は心の風邪とも言われており、そこから手をつけるなんて人権侵害も甚だしい。ＴＶというマスメ

ディアは、所詮商売であり、スポンサーである企業からお金をもらってＣＭ（コマーシャル）を流すことで利益を上げている。だから視聴率を上

げるためにドラスティック（劇的な・過激な）な、野次馬的なニュースを報道しているに過ぎない。しかしながら、何百万人もの人が見ているか

ら、その影響は大きく無視できず、そこから先入観や偏見が生まれる。運転免許は、実績として既にもう１０年も２０年も無事故で問題なく成り

立っており、そんな所になぜメスを入れるか理解できない。(10 年以内) 

No.817   6.判断が出来ない・その他/無記⼊/無記⼊//支援者 

区役所に「耳マーク」設置について、確認に行った時、2 階の「障害者窓口」には置いてあったが、1 階の受付には無かった。利用頻度は 1 階が

多いので、1 階の受付カウンターに「耳マーク」と「筆記用具」を設置してほしい。また「耳マーク」そのものを知らない人も多いので周知徹底

をお願いしたい。これからは”地域住民が支え合う”という意味からも率先していただきたい。(10 年以内) 

No.818   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/無し(発達障害)/⺟ 

福岡市は今後も増えていくだろう障害特性の子供への対応のクオリティーを上げるためにも、教員にセミナーを受けさせたり、勉強会を必ず参加

させるなど、もう少し他市・他県の対応と比較すべきです。（引っ越し組はみな不満です）至急、人材育成お願いします。(10 年以内) 

No.819   2.間接差別/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/妻 

ずっと前に交番に行った時に「私は耳が不自由ですので、筆談でお願いします」と言ったところ、交番官は「あー、聞こえる人はいないのか」

「筆談だと時間がかかる」と言われた言葉に私はイヤな思いをしました。「交番官は市民の人たちを守るのが仕事でしょう」と言っておきました

が、反省の色もなく、不きげんな顔していました。(10 年以内) 

No.820   5.無理解・偏⾒/50 代/男性（息子）/無し(てんかん)/⺟ 

息子が自動車免許をとるとき、医師の診断書や事前の電話相談をしていたのに、当日の朝 2 時間私とむすこの面談が有り、合格したのに、みんな

の前で「きみは別だから待っていなさい」といわれ、１時間半ほど待たされ、結局朝早くから夕方までかかった。（息子は 10 年ほど発作はおこ

ってませんでした。(10 年以内) 

No.821   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(側頭葉てんかん)/本人 

10 年以上前、ハローワークに行っていたが、障がい者担当の職員から変な目で見られて気分が悪かった。結局、ハローワークで仕事は見つから

ず、人の紹介で就職できた。ハローワークの職員が「お前、また来たのか」のような目で見られていた。(10 年以上前) 

No.822   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視⼒障害)/本人 

差別ではないけど希望。選挙の時に、受付でガイドさんがストップになるけど、最後まで付いて来てほしい。なぜならば、選挙管理委員会の方の

代筆をそちらの方で確認されるけど、私としてもこちらの方でガイドさんに確認して欲しい。 

No.823   1.直接差別/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺・知的障害)/⺟ 

保育園に入園の際受け入れて頂けるか訪ねに行った時、脳性麻痺によって矯正装具を使用していた為に「うぁ～障がい者は…」市の職員の一言だ

ったのでショックでした。他の保育園に入園しました。(10 年以上前) 

No.824   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育・精神保健福祉手帳(知的障害、てんかん)/⺟ 

平成 25.10.6 外出中、大発作があり救急車がきた。気がつくと近くの交番所から警察官が救急車の中にいた。なぜか救急隊員が呼んだとのこ

と。多分、発作中に体に触ったり、押さえたりされたので無意識に抵抗をしたのを 暴れると思って警察官を呼んだようでした。救急隊員はてん

かんについて発作の形態や発作の時間など発作中の対応について学習するようにしてください。 

No.825   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

夕方、通所の帰りにゲームセンターで置き引き（バック）されました。派出所へ親子で届けに行ったとき、受け付けてくれてる警察官ではなく、

中央に座っている上司らしき方が、「バックを本当に持っていたのか」「ひとりで外に出すんじゃない」など、口を挟んできた。「福祉施設に通

っています」と伝えると、「それはなんだ」と聞かれた。それで近所の「○○のような障害者施設です」と言ったけど知らない様子で、他の人に

説明を受けていました。警察は頼れる場所だとおもっていたので、がっかりした。(10 年以内) 
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No.826   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

＊おまわりさんは、とてもいい方で、事情をわかってくださり「そんなうるさくないのにね」と言って、今後何かあったらと名刺を下さった。中

央警察署の生活相談課にも相談に行ったが、真剣には話を聞いてもらえず、若い警察から「一人でもうるさい！と感じている人がいるのだから、

お宅がうるさくしないようにすれば!?」と冷たくあしらわあれ、くやしくて涙がでた。(10 年以内) 

No.827   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(糖尿病わずらって左目が⾒えなくなった)/本人 

自分は 3 年間弱までは、約 17 年間路上生活をけいけんして、きれいさっぱりな格好してる時に限って、「置き引きぎわく」を警さつ官達から、

持ちかけられたり、「刑務所行ったら、3 度のメシ食わせてもらえるし、週 2 回は風呂に入らせてもらえるんだぜ」と、いやみ言葉をあびる事も

しばしばあったり、路上生活から足を洗うきっかけにはなったものの、左目が見えなくなったのが、かなりショックが大きく、献血を受けられな

くなったのが、くやしかった。また東京で路上生活を送って、○○さんに会えなくなったのが、まことに残念だった。(10 年以内/10 年以上前) 

No.828   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/(糖尿病わずらって左目が⾒えなくなった)/本人 

話はもどるけど、今まで警さつ官から「君、ホームレスのくせに何できれいさっぱりな格好してるんだね、さては１０万～２０万もの大金でも置

き引きしたんじゃないのかね、君、あやしいから、しょまで来てもらおうか」と声をかけられて、気があせった。また、路上生活時代は、飯なん

てまともに食って行けず、風呂なんて入れるきかいが少なく、体中にしらみがわいて来て、両足にクリーム色のうみ活を 2 回出させた事もあっ

た。(10 年以内/10 年以上前) 

No.829   3.合理的配慮の不提供/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(心臓病及四肢体幹機能障害)/⺟ 

昨年、姓名の変更（名字のみ）の手続きの際、「本人の直筆署名が必要」と言われ困惑したことがあります。結局お世話になっていた弁護士さん

にお願いして解決しました。(10 年以内) 

No.830   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

市の審議会に当事者委員として参加していた時、記憶障害（LD)があるので録音させてほしいとお願いしたが、議長の医者に難しいと却下され

た。合理的な配慮はしてもらえなかった。こんなことではいつまでたっても、知的障害や精神障害の仲間は不利な立場に立たされ、他のものとの

平等をいう、権利条約も守られない。 

(10 年以内) 

No.831   3.合理的配慮の不提供/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

福岡市の審議会の委員になったが、脳に障害があり、内容が難しかったので、「録音」させてくれとお願いしたが、断られた。「障がい者の行政

への参加」だと、張り切っていたが、何もできなくて仲間に申し訳なかった。帰り道、ビルの屋上から飛び降りたくなるほど、悔しかった。(10

年以内) 

No.832   1.直接差別/20 代/男性/療育・精神保健福祉手帳(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

県や福岡市の公務員試験の応募条件に身体の方しかチャンスがない。その他の障害の方へのチャンスがないことがとても悔しい。(10 年以内) 

No.833   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・精神保健福祉手帳(広汎性発達障がい)/父/⺟ 

発達障がいへの正しい知識のなさ、偏見から、本人たちは、能力があるにもかかわらずに、障害年金も取れない人が多く、自立して生活をしてい

く上においてとても不安に思っている。(10 年以内) 

No.834   3.合理的配慮の不提供/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(多発生硬化症)/父/⺟ 

選挙の投票所（期日前）車椅子で入って行ったところ介助者はここまで・・・係が押します・・・特に初めて期日前をしに行った時、気分悪かっ

たです。※ 区役所の期日前投票に行きますが、入口で係の人に変わられ、本人が名前を忘れてしまって、後ろから投票する私の方を振返って

も、教えてあげられない事があり、とても残念！家族であるならば一言耳元で教えても良いのでは？悪くなって行く障害者の１票は市政には届か

ないのかと思って、この欄に書かせて頂きました。(10 年以上前) 

 

9.コミュニティー・社会の領域 

No.835   1.直接差別/60 代/男性/療育手帳(知的障がい)/本人 

近所の同年ごろの子を持つ親から、一緒に遊ぶと「バカチン」がうつるから遊んだらダメ、と言われていた。(10 年以上前) 

No.836   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/療育手帳(知的障がい)/本人 

また本人の兄弟、特に姉妹のことで、あんな弟がいると嫁にはいけないと言われていた。(10 年以上前) 

No.837   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

心ない視線を送られていると感じる時（ほとんどないですが） 

No.838   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害)/本人 

対外的より、家族が症状の理解や支援を求めてもしてくれず、ただ世間体ばかり気にするのはつらかった。（世間的に言えない存在が自分と感じ

るのは辛い）それで家族との関係は非常に悪化した。 

No.839   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(視⼒障害・両眼網膜⾊素変性症)/本人 

自転車がぶつかってきて、あやまらずにさっさと逃げていった。相手の顔が見えないので、あいさつができないので、あいさつされたこともな

い。 

No.840   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ（メンケス病）)/⺟ 

公園デビューしたら周りで遊んでいた親子がサーっといなくなった。(10 年以内) 

No.841   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

兄弟や親せきに自分が精神障害者であることを言えない。悲しいことです、今も。(10 年以内) 
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No.842   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

差別を直接受けなくても、差別や偏見が怖くて自主規制してしまう被害もある。 

No.843   1.直接差別/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい・⾃閉症)/⺟ 

兄弟が破談になりました。 

No.844   1.直接差別/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい・⾃閉症)/⺟ 

親戚から「産まなきゃよかったのに！」と言われました。 

No.845   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/⼥性/療育手帳(精神遅滞)/⺟ 

身体的に問題がなく見えるので、騒ぐ時、じっとできない時に周囲の理解を得にくい。(10 年以内) 

No.846   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/無し(診断名がついていません)/⺟ 

外出先で同年代くらいの子どもから容姿を見て「何であの子○○なの？」と大声で言われるのがいやです。 

No.847   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(知的障がい・⾃閉症)/⺟ 

現在５歳の男の子です。３歳頃から療育をはじめていますが、未だに会話が成り立たずコミュニケーションが上手に出来ません。思い通りにいか

ずかんしゃくを起こすこともよくあり困っています。行動を制止したり、否定的な言葉を使うとさらにエスカレートしてしまいます。危険がなけ

れば見守るようにしていますが、知らない人から見ると放置しているようにとられ冷たい視線を感じます。その為人の多い所には行きにくくなっ

ています。 

No.848   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

病院の待合室や新幹線の中で騒いでしまい「あなたのしつけが悪い」とどなられたこと。(10 年以内) 

No.849   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

10 年以上前、弟に「お前は病気だから家を出て行け」と言われた。(10 年以上前) 

No.850   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症・知的障がい)/⺟ 

１０年以内のことですが、観劇の会に親子で参加した際、始まる前でしたが、意味ないひとり言を言う子どもに対して”いいかげんに静かにしな

さい”といきなり注意されたこと。そんなに大きな声ではなかったのですが、ふざけているように見えたのでしょうか？私の方がびっくりして何

も言い返せなかったことが悲しかったです。(10 年以内) 

No.851   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

補聴器をしていても、音が聞こえなかったり何の音かわからずに歩道を歩いていても、自転車にぶつかりそうになったり、狭い道で車が後ろの直

前まで来ていても気付かない事がある。(10 年以内) 

No.852   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(両・感音性難聴)/本人 

子ども会の役員、難聴でも子ども一人につき１回ということで、役員をしましたが、集まりはいつもかやの外で配慮をしてくれる方はいないに等

しくいつも涙してました。(10 年以上前) 

No.853   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

満席でも我が子の隣の席は空いたままだった。 

No.854   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

近所の家の植木をひきぬいたので謝りに行ったら「ダウン症の子どもは天使のような子どもと思っていたのに、こんなこともするんですね」と言

われた。(10 年以内) 

No.855   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/男性/⾝体障害者手帳(頸椎損傷)/本人 

私は高校３年生の時、バイクの事故で頚椎損傷になり四肢不全麻痺となりました。事故のため１年休学し、復学したのですが、周りの生徒から私

の麻痺して動きが悪くなった動作をまねして笑われていた事を思い出します。ふざけてやっているのですが、私としてはとてもいやな思いをしま

した。(10 年以上前) 

No.856   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

「ひきつけ」はおかしい人がなる・・・と子どもを持つ方に言われ、悲しくなった。（てんかんを併発しています）(10 年以内) 

No.857   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

発達障がいを持って生まれた子の親は、すべての事、すべての物、兄弟児の事を捨てて尽くさないと治らないとママ友から言われた。当事者でも

ないのにと腹がたった。(10 年以内) 

No.858   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/無し(広汎性発達障がい)/⺟ 

外出先で眠たくなるとこだわりが出て、大声で泣きさけびます。「愛情を持って育てればそんな風にはならない」と知らない人に説教された。

(10 年以内) 

No.859   1.直接差別/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

ファミリーレストランで外食、少ない時間をねらって入り、だれも座っていない所を探し隅っこに落ち着きましたが、他にもあいてる席は多数あ

るのに、すぐとなりに座った若い男女、奇声を出したり、こぼしたり、立ち上がったり・・・で、静かにできるよう子どもに注意（小さな声で）

してたところ、「うるさい、こんなとこ来んな」と言われ、ショックで声も出ず、食事途中で帰宅。(10 年以上前) 

No.860   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

市町村の福祉団体に在籍中、重度の知的障がい児のお母様数人より歩く、しゃべる、ある程度理解がある。何の問題があるのと否定された事。

(10 年以内) 

No.861   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい)/⺟ 

近所のゴミ置き場の戸にスプレーで、ガイジ、ベンツ、どっか行ってしまえ、死ねと書かれ最初は意味がわからなかったが、地域の小学校に連絡

後消してもらった。(10 年以内) 

No.862   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

子どもが小学校へ入学した時（特別支援学校）、当然町内会から子ども会へのお誘いがあるものとばかり思っていました。それはついに小学校卒

業するまで何のお知らせもありませんでした。まぁ重度の知的障がいがあるので、ムリかなぁ？とは思っていましたが、お誘いすらなかったこと

に、何かさけられたような悲しい思いがしました。(10 年以内) 

No.863   1.直接差別/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(重度の知的障がい・てんかん)/⺟ 

〈てんかんのある人の相談会で出された事例をいくつか記しておきます。〉・発作が起こり、免許証を返納したら、家族や親せきにてんかんがわ

かり嫌がらせをされた。夫とも別れることになりそう。(10 年以内) 
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No.864   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/無し(発達障がい)/⺟ 

発達障害と診断を受けた後、親戚縁者の知識不足ゆえの言動に嫌な思いをしています。(10 年以内) 

No.865   1.直接差別/60 代/男性/⾝体障害者手帳(脳性まひによる肢体体幹障がい)/本人 

姉の結婚相手に会わせてもらえなかった（結婚式まで）(10 年以上前) 

No.866   1.直接差別/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

市内に精神障がい者の施設を作る時に、地元の住民から反対運動が起きた。自分が知っているだけで２件あった。ひとつは住民への説明会で、女

性が「子どもになにかあったらだれが責任をとるのか」と厳しい口調で反対した。もう一カ所では、「施設を作るのはいいことだが、ここではな

く、どこか田舎に作ったらいい」と言われた。(10 年以上前) 

No.867   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

よく自転車がぶつかってきて、手をケガすることが多い。 

No.868   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(視⼒障がい 両眼網膜⾊素変性症)/本人 

自転車がぶつかってきて謝らずにさっと逃げていった。(10 年以内) 

No.869   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(視⼒障がい 両眼網膜⾊素変性症)/本人 

相手の顔が見えないので、挨拶ができないので、挨拶をされりこともない。(10 年以内) 

No.870   1.直接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

同和研修の際に、グループ討議で順番に発言し、私の番と思ったら私でなく次の人に飛ばされて差別と感じ腹がたった。(10 年以内) 

No.871   5.無理解・偏⾒/60 代/男性/⾝体障害者手帳(両眼視神経委縮)/本人 

私はあんまマッサージを生業としているが、視覚障がい＝あんまというイメージがあり道を歩いていて「あんまさん、あぶないよ」と言われたこ

とがあった。(10 年以上前) 

No.872   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

買い物の時、独り言を言うので白い目で見られる(10 年以内) 

No.873   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児まひ)/本人 

小学校の頃に障がいのことをからかわれました(10 年以上前) 

No.874   1.直接差別/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(ポリオ)/本人 

私は２０代の頃、自宅から３０分かけて車通勤し、事務の仕事をしていました。彼は農家の三男坊で、大した家柄ではないのですが、私の足が不

自由だということで、会いもせず結婚を反対でした。反対されても付き合いを続けていると「そんなに結婚したいんなら会ってやるから連れてき

なさい」と言われ、彼の家に通されました。座敷では彼の身内と親戚がズラリと顔を揃え、中央に座布団が１つ置いてありました。皆が見てる前

で座ると学歴や趣味や仕事のことなど聞かれました。「はい、もういいから帰りなさい」と言われ、立ち上がって私だけ帰され、「先でおまえが

苦労するから付き合いはやめなさい」と彼は言われたそうです。悲しかった思い出として今も心に残っています。「(10 年以上前) 

No.875   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/支援者 

○○バスに乗った時に、白杖を持って通路側に座っていたら、隣でスマホをしていた若い女性が「降りるのでどいてください」と言われたが急に

立ってよけてあげることができず、バスは停留所を通過してしまい、「どいてくれないから降りれなかった」と苦情を言われた。 

(10 年以内) 

No.876   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/支援者 

歩道で白杖を使って歩いていて、前方からスマホをしながら来た女性にぶつかり、車道に飛ばされて非常に怖い思いをしました。白杖を持ってい

てもこのように言われることがあり、大変いやな思いをします。(10 年以内) 

No.877   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(精神障害・統合失調症)/本人 

症状の悪化で周りの友人や恋人は離れていった。迷惑をかけたので仕方がないと思うが、今思い出しても悲しくなる。(10 年以上前) 

No.878   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

障がいのことを伝えると人間関係がとぎれることがある。(10 年以内) 

No.879   1.直接差別/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾝体表現性障がい)/本人 

精神障がいというだけで相手にしてくれなかった。(10 年以内) 

No.880   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(知的)/本人・父・⺟ 

地元のサークル（公民館）活動に参加するのに、知人と本人が申し込んだところ、本人だけが断られる事実がありました。結局断念するしかなか

ったです。その後、育成会の中でいろいろなサークルができましたので、今はそのサークルに加入して楽しく過ごしている様子です。(10 年以上

前) 

No.881   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/本人 

学生時代はいじめられたけど、大人になってからはありません。 

No.882   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児麻痺)/兄弟 

家の周辺で脳性小児まひ、障害者に対し一般人および子どもたちの視線・偏見の目であった。（本人：ポケットによく石ころを持っていた。多分

防御のためだろう）例 通り道にきんかんの実がなっているのを見つけては取ろうとして一般人が見つけては多分何かを言っているのだろうと思

うが…。自宅に来ては注意を受ける次第です。（他人の木だからと…）。 子どもたち通学時間（帰宅時間含め）からかいの言葉を発している。 

母が認知症の際，徘徊で外に出ていた時も私達に連絡なく「どこかに歩いて行きよった」の言葉だけでした。全体的に身辺に障害者を持っていな

いのと認知症者との生活の経験がないためだろうと思っています。気休めの言葉は簡単に誰でも出来ます。認知症者との生活にあたって近所の方

たちには伝えていますが、結果こういう形です。障害者をもつ家庭でも他人からみては「大変」の言葉で終わります。理解と援助ができるまでは

時間がかかり、次の世代までにはいかせればいいですね。(10 年以内) 

No.883   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(解離性障害・うつ病)/本人 

リストカットの痕を全否定されるから、半袖が着られない。異性にいやな目でみられる。やせすぎて「きもい」といじめをうけた。(10 年以内) 

No.884   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(発達障害)/本人 

周りの人からジロジロみられていらいらします。(10 年以上前～今も) 

No.885   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

障害をもっているということで、信用してもらえないと感じることがあった。病気の症状がでることがあるが、全て妄想や幻聴だと片付けてほし

くない。(10 年以内) 
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No.886   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

二度目は、団地のきまりで、そんな風に言うのかと後で思ったんですけど、私に町費を集める番が回ってきて、でも対人恐怖症でもあって、障害

があるので、と町内会長さんに電話で話したところ、ただお金を集めるだけですよ、と言われて横の方へ書類をもっていて、留守だったので書類

を手すりにかけておいたら、横の方がドアをドンドンたたいて、どうして町費ぐらい集めきらんとかー。と怒鳴られて、ドアごしに、町内会長さ

んに電話をして かけました。というと、町内会長は新しい会長が変わったとおじさんが言って、分かっています。というと、テンションが下が

って、じゃ電話番号を教えんか。と言ったので、書類に書いてますと言うと、家に入って電話をしていて、その後一時して、又ドンドンドアをた

たいて、あけないか。としつこかったので、チェンをかけずにあけてしまって、その後わけの分からない事を言い出して、俺は糖尿病で誰でも薬

は飲んでいるんだぞ。俺は○○病院の看護していたから身体障害者見てきた。俺は車の中で寝泊まりしてるんじゃ。とか、わけの分からない事を

言ってました。今、勤めに出とると？とか生活費 勤めているところはどことか、少しお金もらいよると？生活保護は貰っているのとか、その

後、町費集めるのやらんか、と言われたのでドアを閉めようとすると、ドアに足をはさんで閉めさせないようにして、そのあと尻もちをわざとつ

いて（隣のおじさん）しつこくしてきて、その後町内会長さんが家に電話をかけて来て、電話の音が聞こえなかったのでと思っていると、又電話

がかかってきて、10 分後に家に来ますということだったので、待っていると、会長さんが、ただお金を集めるだけですよ。勤め先でも頭を使う

でしょう。と言われ、会長さんがお話をしていると、横のおじさんが出てきて、この人は階段清掃もしなくて、お金納めることもしないでしょう

が。こいつが困っても、誰も相手もせんばい。この棟はお前が困っても相手にしない。とか言われました。 

でも、自分は誰にも迷惑をかけたことが無いと言っていたのですけど、夫婦ゲンカしたり、犬を飼ってはいけないのに飼っていたり、私の所に横

の人の郵便物が入っていたりしたから、横の人に手紙を添えてポストにいれても、ありがとうもなかったんです。 

犬飼っている人で、お酒を飲んでいたりする人だから、おかしいんだろうとは思うんですけど、でも、精神障害者は人権がなくて一般人より弱い

なーと思いました。この書類を読んでくれてありがとうございます。2014 年 6 月 2 日にあったことです。(10 年以内) 

No.887   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/精神保健福祉手帳(パニック障害・不安恐怖症・うつ病)/本人 

今は亡き夫が全くこの障害（病気）を理解してもらえず亡くなってしまったので、せめて家族だけには理解し、協力してもらいたかった。(10 年

以上前) 

No.888   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/本人 

言葉の意味、言ってることが理解できなかった時、頭が悪いからと兄弟も悪いとか言われたとき、ちゃんと話してるのに言ってることがわからな

いと言われた時、ダメなやつはダメだとくやしいです。(10 年以上前) 

No.889   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/本人 

言葉の意味、言ってる事が理解できなかった時。頭が悪いからと兄弟も悪いとか言われた時。ちゃんと話してるのに、言ってる事がわからないと

言われた時。やっぱりダメなやつはダメだなと悔しいです(10 年以上前) 

No.890   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育手帳/本人 

自分の他まわりから見られるのがはずかしい。 

No.891   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/療育手帳(⼝がどもる)/本人 

自分が電車かバス通勤をした時に自分と間をあけて一人か二人の別の障害者を見る目が、やさしい方とにらみつけるのとがありました。その時自

分はどっちをすればよかったのか思いました。(10 年以上前) 

No.892   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/(睡眠障害)/本人 

りょうしんはしせつをずっとあづけるばしょとかんちがいしている りょうしんのかしゃくがなってない等りふじんをうけました(10 年以上前) 

No.893   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

強く思うようなことはない、ただ声を出したり手をたたいたり、跳びはねたり、動き回ったりという行動を嫌な目で見られたり、遠くに離れるな

どの行動をされ、不快だったことは多々ある。ただ、本人は他人の目を意識しない（というか、それが障害であるが）ので、不快に思っている様

子はない。(10 年以内/10 年以上前) 

No.894   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

多少扱いづらかったり、おかしな行動をしていても、普通に接してもらう事を一番お願いしたい。変な目で見る、遠ざかるという以外におおげさ

に反応したり、親切に手をかけたり、声かけしたりする事も本人にとっては嫌な事である場合がある。人と接するのが好きな障害の人と、そうで

ない人を見分ける目を持って、各々にあった普通の接し方をしてもらえるのが一番良い。大人の接し方を見て子どもたちがどう接するのが良いの

か学べるような良い例をたくさん集めて地域、社会、学校で共通理解をしてもらえると良いと思う。(10 年以内/10 年以上前) 

No.895   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/父 

乗り物の中、或いはショッピングモールの中で、好奇な目で眺め（凝視！）られ、大変いやな思いをさせられた。たまにグループでヒソヒソと侮

辱的な話をしていることがあった。(10 年以内/10 年以上前) 

No.896   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/男性/療育手帳(知的・ダウン症)/⺟ 

「いやな思いをした」小学生くらいの子にまじまじ、じろじろと見られる事が多い(10 年以上前) 

No.897   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/療育手帳(知的障害（ダウン症）)/⺟ 

夕方から夜にかけての結婚式、披露宴に出席の際民生委員をされている方にご相談をしたところ快く子どもを預かっていただきとても助かりまし

た。理事長もされている方で子どもも時折遊びに行っております。困ったときはいつでもと言って下さいます。(10 年以内) 

No.898   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/精神保健福祉手帳(てんかん)/本人 

まだ３０代の頃ですが、結婚を前提に女性と交際しようとした時、障害のあることを最初に話すと、決まって交際を断られたことがあります。そ

の人数は５０人近くになりました。障害があるだけで普通の女性は結婚相手から外す。とても悔しい思いをしました。(10 年以上前) 

No.899   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

子どもの障害で、私の実の母から差別用語を言われケンカになった上、母が言った言葉は「あんたやから」とか言ってました。私は母に「あんた

だから」とか「母だから」とかの問題じゃなく、親子でも差別用語を言ったらダメなのよというと、母はいじけてしまい電話も一切でなくなり、

うちは母の援助で生活してきたので、その援助が途絶えてしまいメールをしてもまったく返事がこず、最後には私は困り、再度母に連絡をし、も

う何もないのなら区役所に行き生活保護の手続きを求むからとつげたところ、母から生活保護を受けるのは貧乏人が受けるもの」と嫌味を言わ

れ、子どもがうまれてから実の母なのにおどしみたいなことも言われ、いやな思いを子供が生まれてからずっとしてる上に、私もどうしていいか

身動きができず、カゴの中の鳥状態です。正直子どもと二入で死のうかと思ったこともあります。私は兄弟がいないので母にしか、たよるほかな

いので、その母が理解がないので困っています。以前にも弁護士からも生活保護のことを言われ、母に言うと、母が「お母さんさえがまんすれば
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いいことだから、生活保護はうけないで」と言ったことがあり、私もわかったと会話をしてたのに、毎日言ってることが変わり、私も困惑してい

ます。親戚からも言ってもらったこともあったんですが、結局母は聞く耳もたずで・・・書ききれないのですみません(10 年以内) 

No.900   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(脊椎カリエス)/本人 

電車、バス、エレベーターに乗ると、障害が背中の骨が曲がっているので、周りの目がきになる。それゆえに２５歳頃から車を購入し、バス・電

車などには今日まで乗ったことがない。現在は就職先が病院だったため、障害の事を気にせず定年をむかえました。(10 年以上前) 

No.901   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症)/⺟ 

母（私）の高校時代の友人（A さん）が、３５年ぶりに家に突然選挙のお願いのために訪ねてきたとき、家がわからず近所でたずねたずねしてき

たらしく、私の家を見つけて玄関まできました。その時は用件のみで何も他のことは言われなかったのですが、後日他の友人から電話があり、

「障害者がいるってね」と言われたので、詳しく聞くと、A さんが家を訪ねてきた時に、近所の人から「障害者がいる家でしょう？」といって教

えてくれたとの事だった。その事が学校の友人中のうわさになってしまいました。近所の人の心ない一言で、私が言ってなかったことが知られて

しまい、いやな思いをしました。それ以来、数人の友人から「どんな障害ね…」とか、電話で問い詰められたことが何回か有り、どうして近所の

人も見ず知らずの人にそういうことをいうのか、すごく腹立たしく傷ついた経験があります。(10 年以上前) 

No.902   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(上下肢機能障害要杖)/本人 

車椅子の時で、よく手助けしてくれる。急勾配上り下り。バスの乗り降り。 

No.903   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的)/⺟ 

声が大きいので、振り向かれたりしたことはある。子供がのぞき込んだりして見られたことも。(10 年以内) 

No.904   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

○○さんのコンサートに行っていた頃、みんな仲間って感じで、娘に対する周りのお姉さん達の笑顔が嬉しかったです。 

No.905   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

現在振り返って見る人が多いのは博多駅ですね。他の駅では余りありませんが、博多駅は前の方からや、振り返って見る人が本当に多いです。

(10 年以内) 

No.906   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/無し(広汎性発達障害の疑い)/⺟ 

知的の遅れがない「広汎性発達障害」の疑いがある子供を育てている母親です。子どもは社会性の遅れがあり、親以外の人とコミュニケーション

がとれません。そのことが原因かはわかりませんが、以下のような事がありました。①フリースペースにて：公民館で行われるフリースペースに

遊びに行った時のことです。子どもは人見知りが強いので、フリースペースに遊びに行っても親から離れず、親としか遊びません。よく話しかけ

てくれるお友達がいたのですが、子どもは返事をすることができませんでした。申し訳ないなと思い、そのお友達が話しかけてくれる度に「あり

がとう、この子は人見知りが強いから答えられないの、ごめんね」と言い、お友達が話しかけてくれることには親が答えることにしていました。

いつも元気に話しかけてきてくれるので、子どもも話すことはできませんでしたが、そのお友達と親とのやりとりを楽しそうに聞いていました。

そんなある日、そのお友達が私たちの姿を見ていつものように「おはよう」と元気にあいさつしてきてくれました。するとその様子を見ていたお

友達のお母さんは「あいさつすることはいいことやけど、せんでいい奴にまで挨拶せんでいい」と言って、お友達の手を握って離れていきまし

た。いつも子どもがお友達の話に返事をしないことに腹がたったのかもしれません。子どもではなく、わたしの態度が気に入らなかったのかもし

れません。原因はよくわかりませんが、そのお友達が私たちに話しかけてくることは、その日以来なくなりました。原因はなんであれ、お母さん

が気に入らないことを子どもにまで強制させる言動にとても嫌なくやしい思いをしました。(10 年以内) 

No.907   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/無し(広汎性発達障害の疑い)/⺟ 

②義理の両親（おじいちゃん・おばあちゃん）の家にて：人見知りの強い子どもは、おじいちゃん・おばあちゃんにもなついていません。特にお

じいちゃんにいたっては、近づいてくると手で顔をかくしてしまいます。そんな行動をとってしまうのが原因なのか、二人の孫（私たちの子ども

と、夫の兄の子ども）がいるのに、おじいちゃんの家には夫の兄の子ども一人の孫の写真しかかざっていません。写真は何枚も渡しているの

に・・・。子どもは知的の遅れもなく、自分が写っている写真が大好きでよくアルバムを見ている子なので、いつかこのことに気づき悲しむ日が

くるのではないかと、おじいちゃんの家に行く度にビクビクします。今はおじいちゃん達にこの子の人見知りは障害によるもので、子どもが悪い

わけではないことを分かってもらえるように努力しているところです。そして私のことで子どもが嫌われることがないよう嫁としての仕事を頑張

っています。(10 年以内) 

No.908   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

公園で遊ばせているとき、他のお子さんとのコミュニケーションが難しく、表情が乏しいので変な目で見られることがあります。見た目はわから

ないので仕方ないのですが・・・。(10 年以内) 

No.909   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症による両{上肢機能障害{下肢体幹機能障
害)/⺟ 

父親の身内に「うちの家系にはそんな子はおらんけん、そっちの家系やろ！！」と言われた。(10 年以内) 

No.910   3.合理的配慮の不提供/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

地域の児童館で先生にもう来ないでほしいと言われてしまいました。走り回ったり館内の掲示物をはがしてしまったりたためだと思いますが、悲

しくなりました。（障害の事は伝えてありました） ＊以前 1 年だけ住んでいた沖縄で(10 年以内) 

No.911   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

スーパーで走ってしまい、知らない方に「なぜもっとちゃんとしつけをしないのか？」と言われ怒られた。「障害がある」と言うと「そんなこと

知らねーよ」と言われてしまった。＊以前 1 年だけ住んでいた沖縄で(10 年以内) 

No.912   1.直接差別/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

有料の子供を遊ばせる施設で、３歳くらいの子とおもちゃのとりあいになり、倒してしまい、その子の父親に「障害があるなら連れてくるな、背

中に障害児と書いておけ。警察を呼ぶか、俺がおまえ（息子）を殴るぞ、早く帰れ」などと言われた。 福岡市内の大型複合施設の施設にて。

(10 年以内) 

No.913   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

４歳の時にスーパーの子供を遊ばせるスペースで同じくらいの年の子を押してしまいその子は泣いてもおらず見守っていたらその子のお母さんが

怒って障害があると謝りましたが息子はそのお母さんにつねられ腕に跡がのこり、頭もたたかれました。(10 年以内) 

No.914   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症（カナータイプ）)/⺟ 

その前はずっと横浜市に居住していましたが、嫌な思いをした事は全くありませんでした。沖縄に引越し１年半住みましたが、あまりに辛く福岡

に引っ越しました。嫌な思いをすることが減りました。上に書いたようなことが沖縄では日常的に起こり、大人も子どもも「変な子」と言われた
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りして、外出するのが怖くなり、うつ病になりかけました。（母親が）福岡では上に書いた１回のみで嫌な思いをすることがなくなり、ほっとし

ています(10 年以内) 

No.915   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/無し(⾃閉症)/⺟ 

息子を知らない人から「なんでこんなに言葉が遅いの？」「なんでこんなことする？」と言われると、説明もできず、いやな思いをします。(10

年以内) 

No.916   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/無し(発達障害)/⺟ 

本人とのトラブルに巻き込まれた周りの人は、それ以降もうかかわりたくないという気持ちになるようで、そんな態度をとられたり、「あの子と

はつきあうな」と言葉で言われたこともあります。発達障害はとてもわかりにくい特性なので、理解を求めるのは無理なことなのかとも思います

が、排除されたようないやな思いをすることがよくあります。(10 年以内) 

No.917   1.直接差別/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

サークル活動時、毎年更新手続きをする募集要領には、参加資格を満たしていたので入会していましたが、列に並ぶと踊りのふりを覚えていない

から「危ない」といわれ、ひとりだけ列を全く関係ないところに立たされた。ひとりひとり声かけをされている時、娘だけとばされる。など存在

がないものにする扱いと、排除する行動がさりげなくリーダーにより行われていた。(10 年以上前) 

No.918   3.合理的配慮の不提供/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害・ダウン症)/⺟ 

地域では校区ではない（特別支援学級がなかった）というので育成会にいれてもらえず、地域交流があっても参加させてもらえず悔しい思いをし

た。(10 年以上前) 

No.919   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/精神保健福祉手帳(そううつ病)/本人 

僕の場合も、２０歳から４０歳まで自分の病気（そううつ病）がなかなか収まらず、周期的に入退院を繰り返していた時は、自分と関わりがある

人は両親だけでした。今でも両親に助けてもらいながら一緒に生活していけています。お金のことや社会とのつながりなどでまだまだわからない

ことが多いので、両親がなくなったあと、やはりひとりで生活するのは寂しいだろうし、色々と処遇していかないといけない生活上の問題が出て

くると思います。今通っている施設の人たちにも相談にのってもらいながら、生活していきたいと思っています。住んでいる地域の人たちにも、

このような病気を抱えて暮らしていくことに理解と協力を少しでもしてもらっていきたいと思います。(10 年以内) 

No.920   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

病気とわかったとたんメールの返信がこなくなった。ショックだった。(10 年以上前) 

No.921   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

親戚には話してません。どんな風に対応していいか悩むと思うので・・・。(10 年以上前) 

No.922   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

自分が精神障害者であることを話していい人と、話してはいけない人がある。→親が。気にしていないよとは言うが、姉の家族には話している。

同じマンションの肩書きを気にする人には話さなくていいと言われている。自分はこれから元気になろうと思っているので話しても良いと思う。

(10 年以内) 

No.923   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

病気に対する理解がない。自分が病気にならないと相手の気持ちがわからないと思うこともある。病気になって、友達とのつきあいがなくなっ

た。だからいやな思いをすることもあまりありません。(10 年以内) 

No.924   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

お母さんが親戚の集まりの時に言われたことがある。病気をかくして友達ともつきあっているので、日常的に感じたことはありません。ほかの人

は（健常者）の人生のスピードに比べて自分は遅いような気がする。(10 年以上前) 

No.925   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

私は今、一人暮らしですが、２０年位前は父も母もおりまして、マンションで同居しておりましたが、特に仕事も遊びもする事なくふらふらして

おり、噂で”あそこの息子さんは”という偏見で見られて何か問題があると犯人扱いにされそうになった事もありました。はっきり言って腹が立

ち、しかしどうする事もなく”なんで俺なんか”と親に八つ当たりして今では後悔しています。人の判断を言動で決めるような事ではお互いに気

持ちもわからないので自分たちの事を理解してもらいたいです。(10 年以上前) 

No.926   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症候群)/⺟ 

出産後ほどなく障がいがある事を公表したら…「障がい児を持つ親って離婚率高いよね」と言われたり、「高齢出産だったからねぇ…」と言われ

たり、出産祝いの代わりだろうが、「お見舞」とのし書きされたお金を頂きました。(10 年以内) 

No.927   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒによる肢体機能障害)/本人 

人間扱いではなく一緒にいるだけで「うつる、汚い、気持ち悪い」物を見ているようでいやな思いをしました。障害者でも一人の人間として見て

ほしいと思います。(10 年以上前) 

No.928   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視⼒障害)/⺟ 

眼科でまっていたら、初老の婦人よりきかれたので「生まれつき目がみえない」ことを告げました。すると「あんたが何か悪い事をしたちゃろ」

と言われました。何も言い返せないくらいショックでした。(10 年以上前) 

No.929   1.直接差別/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

主人の母親から子供は人前に出すな。障害者がいるので、もう子供は産むなと妊娠中に私にすぐ病院に行って中絶してきなさいと、しつこく言わ

れました。姉は良く可愛がってくれるのに障がい者の妹は一切面倒な見ないからとはっきり言われました。(10 年以上前) 

No.930   1.直接差別/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

友達からもこういう子は早く死ねば良いのにねぇとも言われました。今は何を言われても平気になりました。(10 年以上前) 

No.931   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症)/⺟ 

普通の方と顔がちがうのでジロジロめずらしそうにみられています。（特に子供達が多いですネ） 

No.932   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(レット症候群)/⺟ 

近所の方から障害があることに対して「私たちの税金で生活しているのね」と言われ、医者の奥さんだったこともあり、思いもしない言葉だった

のでショックで返す言葉を失った。(10 年以上前) 

No.933   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかんによる重積症後遺症)/⺟ 

散歩に行くと、頭のてっぺんから足もとまで見られた。(10 年以上前) 
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No.934   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

特別な人の視線がなければ、もっともっと行動範囲が広がるのではと常に思います。(10 年以上前) 

No.935   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

今、社会は障害者が外に出て楽しむ事等が増えている為、少しずつ理解は得られている事と思います。こちらの受け取り方を改善すれば（当方が

かべを壊せば）良い事とは思いますが…(10 年以上前) 

No.936   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

外出などで出かけたとき、理解する為にも声を掛けて下さる方も多くなっていますが、まだまだ冷たい視線で見る方も多いです。(10 年以上前) 

No.937   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

こちらが心の壁を乗り越える努力も必要です。(10 年以上前) 

No.938   1.直接差別/無記⼊/無記⼊//その他 

聞いた話です。自閉症の子と分かってから、義父母の態度が変わった。親戚の集まりに連れてこない様言われた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.939   6.判断が出来ない・その他/無記⼊/無記⼊//その他 

聞いた話です。中途失聴になった方が、家族の誰一人として手話を覚えてくれようとせず、会話は口話を読み取らないといけないと言っていた。

家族は筆談も面倒な様子。孤独を感じるし、イライラするし、疲れると。職場でも筆談で指示されるが 分かりづらいとのこともあった。(10 年

以内/10 年以上前) 

No.940   5.無理解・偏⾒/無記⼊/男性/⼥性/⾝体障害者手帳(中途失聴難聴者)/支援者 

聴力や聴力のタイプ、周囲の状況や相手の話し方、声のトーンなどで、ある特定の人の話がわかったりすると「きこえているじゃないか」と思わ

れてしまう。声が大きいこと、補聴器のピーピーハウリング、何回言っても伝わらない等、理解がうすいため周囲から嫌がられたりする。(10 年

以内) 

No.941   6.判断が出来ない・その他/無記⼊/無記⼊//支援者 

知りあいの聴覚障害を持つご夫妻からの話です。親族の急な法事があり、出掛けた時、みんな忙しそうに動き回っていたが、何がどうなっている

のかわからなかった。(10 年以内) 

No.942   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳(知的障がい)/本人 

デイサービス・病院・スーパーマーケット等が本人の行動範囲で、一般人との関わりが少ないため、不快に思うことが少ないのかと思う。(10 年

以上前) 

No.943   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性//支援者 

こどもの頃、歩いていたら、親子で歩いている人が、病気がうつるといけないと、よけて歩いていった。 

No.944   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者（両感音性難聴）)/本人 

お正月やお盆で親戚が集まった時、孤独感。親戚の中に１人も手話の出来る人が居ないため。 

No.945   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳/無記⼊ 

近所の人達から「バカ」などと言われた。 

No.946   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳/無記⼊ 

姉からいつも「のけもの」にされていた。 

No.947   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳/無記⼊ 

姉は妹から聞いたことは、ろうあ者がいることが恥しいといつも言ってたそうです。 

No.948   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(感音性難聴聴⼒ ⾔語機能の喪失)/本人 

「電話をかけて」とたのんだ時、 すごく嫌そうな顔をされて、いやな気持ちになった。(10 年以上前) 

No.949   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

障がい者の親、を持つ子どもと言うのは、どのくらい親を助けたら良いのでしょうか。私は、視覚障がい者で、子供が二人、母子家庭です。近く

には、私達家族をサポートする親族はいません。住んでいる団地では、月に１度の清掃があります。ゴミ拾いや草むしりなど、目が見えないと無

理。しかし、立っているだけでいいから出席するようにとの事。隅の方でじっとしていれば、邪魔にならないかと言うと、そうもいかないのが清

掃。周囲が忙しく立ち働く中、じっと立っているのは、文字通り、身の置き所のない感じです。車イスの方は、どうされていますか？と尋ねた

所、一見して体が不自由とわかるから、欠席で良いとのこと。気の進まない私は、ずっと欠席をしていました。親が出られないのならば、子供に

出席をとの事。私も了解しました。ところが、子供は中学、高校生のころで反抗期。日曜の朝の事でもあり、盛大に反抗していました。月にたっ

た一回の掃除ですが、前後には気が重くなりました。(10 年以上前) 

No.950   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

そのころ我が家の子供たちの手伝いと言うのは、「見る、読む」事でした。例えばカレーやシチューのルウの区別、詰め替え用の洗剤やシャンプ

ーの区別、インスタント食品の調理法などの説明文から、このセーターは何色かな？まな板から、コロコロ転がっていったジャガイモの捜索、な

どなど、彼らの目を借りるのは日常でした。また、家の中の事だけでなく、外出の付き添い、それに買い物の時の値段や商品の説明、などなど一

つ一つは小さなことでも、毎日の事となると、結構負担は大きかったでしょう。学校も宿題も、遊びたいことも、やることはいっぱいあるのです

から。その上、地域の事にも「親の代わり」を務めるとなると、負担は大きかったと思います。今、成人した彼らが、「近所のおじさん、おばさ

んがよかった、よく褒めてくれたよ」と、楽しそうに話すところをみれば、周囲の方たちが、あたたかい気持ちで見守っていてくださったことを 

ありがたく思います。結果として、悪い事ではなかったのです。それでも、考えてしまいます。あのころ、私は「子が親を助けるのは、当たり

前」と思っていました。周囲も同じ価値観から、子供にできることは、やらせましょうよ、本人の勉強にもなるから、と時々言われました。学校

関係の書類、福祉関係の書類と、雑多な書類の数々。それも又「子どもに…。」(10 年以上前) 

No.951   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

親に障害がある時、子供はどこまでやればいいのでしょうか。どのくらい、自分の時間を提供すれば良いのでしょうか。小さなことでも、積もれ

ば相当のストレスになります。いらだちや不満をうまく言葉にするのは、大人でも難しいですから、子供ならなおさらです。周囲と子供の板挟み

で、親も疲れます。「出席は必要ないけど、出ていない？」「やる必要はないのだけど、やってみませんか」そんな緩やかな考え方が広がり、そ

れを支えるルールがあれば、これから子育てをしていく親も、子供も、楽になると思います。(10 年以上前) 

No.952   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

バス停で待っているときなど、こちらからあいさつをしても、無視されることがよくある。他の方には挨拶しているのに。 
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No.953   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

会話の中で「目が見えているようなしゃべり方をしている」と言われたことがある。 

No.954   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

全盲になってから、40 年以上は経っている今でも、「本当は見えているのでは？」と言われたことがある。嘘をついているかのような言われ

方。 

No.955   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

歩行訓練を受けたり、料理等自分で努力してやっていることなのに、本当は見えているのではと誤解されるのは辛い。 

No.956   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

２８年前、当時弱視の夫と結婚し、夫の両親や姉妹からひどいいじめに合い、汚いもの扱いされたり、差別を受けた。結婚して８年後くらいに病

気にあり入院。そのため５年かけて学んで習得したはり、灸、マッサージの仕事もできなくなってしまった。ひどいことをされても頑張って、両

親の介護等面倒も見てきたが、つらかった思いは忘れられない。 

No.957   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

目が見えないことで、こんなにもひどい差別を受けるとは思っても見なかった。 

No.958   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

目が見えないことで、馬鹿にされたり、頭が悪い人と思われたり、人間ではないように扱われた。 

No.959   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

スーパーの中に息子を連れて入ると、見た感じで障害があることが分かるのでしょう。親子連れの方とすれ違う時に、その子をぐいっと抱き寄せ

て、うちの子をあからさまに避けて、横を通られてとてもイヤな気分になります。何かうちの子が悪いことをしましたか？叫びたい気分です。

(10 年以内) 

No.960   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

病院、買い物、どこに行っても変な目で見られます。小さい子からも変な目で見られるし、大人の人でもそんな人がいます。やはり、人の好奇の

目は気になり辛いです。 

No.961   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

マンションのお隣さんから外で会ったときに「お宅のお子さんは普通じゃないから大変ねー」と子どもの目の前で、子どもをなめ回すように見ら

れて言われて悲しかった。いろいろあって引っ越しを決意した。(10 年以内) 

No.962   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

聴こえが悪いというだけで、知的障害を持っているのではと誤解され嫌な思いをした。(10 年以内) 

No.963   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/無し(健聴者…支援者)/本人 

こちらが見えていないときに挨拶をされても気づかないのは当然なのに立腹される。(10 年以内) 

No.964   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

子どもからドアカメラにガムテープを張られる。（子ども）(10 年以内) 

No.965   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

棟の役員さがり止メかけるな。移動できんと言う（三輪自動車）駐輪させないつもり？（チェーン錠切るぞと脅す。）(10 年以内) 

No.966   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

市営住宅業務課からかみさんの三輪車（自転車） 自転車駐輪場は健常者優先と言われた。自治会（棟）の役員も同じ。＊シニアカー（電動四

輪）も同じ駐輪ステッカーすらくれない。自治会長と副会長は言わない。(10 年以内) 

No.967   1.直接差別/50 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

自転車に住所を書くなと書かれた。2014/5/23 （個人情報は書くな）(10 年以内) 

No.968   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

興味本位のようなぶしつけな視線(10 年以内) 

No.969   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(疾病による四肢体幹機能障害)/⺟ 

「通行の邪魔だ」と３０代の男性に言われた。それ以来本人は後ろから来る人に「お先にどうぞ」と言うようになった。(10 年以内) 

No.970   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児麻痺による左上肢下肢徑性麻痺)/⺟ 

車椅子で外出時、子供はもちろんおとなまで物珍しそうに見られることがとてもいやです。(10 年以内) 

No.971   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性小児麻痺による左上肢下肢徑性麻痺)/⺟ 

好意と思ってかけて下さる言葉だけど『頑張って』と言われるといやな気持になる。(10 年以内) 

No.972   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

4～5 年前の事です。最寄りのバスまで忘れ物（携帯）を届けに行った時のことです。そこに居たスーツ姿の中年男性から「野放しにするな！」

そのような言葉をすごい剣幕で言われました。びっくりしました。私も当日は息子を送った後、実家（関西）に帰る予定だったので、半パニック

に。先ず頭を下げ「すみません」「何か迷惑をおかけしたのでしょうか？」と聞きましたが、内容は言われなかったです…。その後主人に連絡を

しました。あ～ぁ、こんな人と同じバスに乗っていたのか!!とため息が出ました。その後、1 週間程は子どもの様子を見る為とバスの雰囲気を知

る為に、主人が一緒に付き添うようにしました。別になんてことなかった。そのような人もいなかったとか。息子も落ち着いて乗ってるし、問題

なかったけどなあ～と言ってました。たぶん、何かあったのだと思いますが、カッコイイ紳士に見えたあの中年男性の異常なほどの冷たい言葉が

忘れられません。(10 年以内) 

No.973   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

サンサンプラザで水泳の指導を受けています（週 1 回）。ここは障害者スポーツセンターです。入口の近くに車を停めて車イスを出していた身障

者の男性から、「どけ～」と大きな声で怒られてる息子。本人もびっくりしていました。たぶん近くを通った時、邪魔になったのかもしれませ

ん。障害は違っても同じ障害者。「すみません」と私。「ごめんなさい」と息子。こんな場所でこんな不愉快な思いをするなんてショックでし

た。言葉で文句が言える頭の良い障がい者程、知的（特に自閉症）には上から目線。バカにするな!!と思いました。(10 年以内) 

No.974   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

13 年 9 か月一般就労していた時に、高校生から自転車で行きながら「お前は邪魔、どけ」とか言われて唾をかけられたりしていました。どうし

ても歌いながら会社に行ったり、道で座り込んで独り言を言って、遊びながら行っていたので自転車の人は通って行くのに邪魔になったり、危な
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かったりしていたので、こちらの方も悪かったかもしれませんでした。通所施設に行くようになってからは少なくなったように思います。(10 年

以上前) 

No.975   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

いろいろな場所に積極的に連れて行くのですが、その時にやはり視線を感じることがあります。(10 年以内) 

No.976   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

20 年前、電車の中で私に聞こえるともなく２人のご婦人が障害児を持ってたら親は大変だから… 

No.977   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(視覚障害（弱視）・知的障害（高機能⾃閉症も重複）)/⺟ 

私の知り合いが、障害者の性を「ああ言う人たち（障害者）はさるの様にやりたがって困るのよねぇ。」と言っていた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.978   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/無し(ダウン症)/⺟ 

これからの課題として、子供達を遊ばせる場所等で障がいがある事を告げると、周りの保護者の方々で、次回から声を掛けて下さらない事がある

ため、障がいがある事を話すこと自体、していません。体も小さく、言葉もはっきり出ない為、2・3 歳児くらいに思われて「小さい子」扱い

で、仲良く遊んでいます。もう少し大きく（学齢期）なってきたら、悔しい場面にも、沢山出くわすと思いますが、今のところ上記の様に障がい

を誰にでもオープンにはしていません。（身近な人、家族、友人たちにはもちろん話しています）(10 年以内) 

No.979   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

2 年位前、バスに乗って子供と出掛けた時、私達が座る座席のすぐ後方から声がしたような気がしました。「どうかおありなんですか？」そう言

われたように聞こえました。バスに乗って座席に着くまでの間、視線を感じ、子供の障害に気付かれたかな…と思いながらも構わず座っていた時

でした。もしかしたら気のせいかもしれないし、そちらにせよ私は気づかないふりをしようと外を見たり子供に話かけたりしました。目的地に着

き立ち上がると、またすぐ後ろの席から「頑張ってください」と聞こえてきました。私はやはり振り返らずそのままバスを降りました。その方

が、私の子どもを気に掛けて応援したいと言う素直な思いを声にした優しい人なのだろうと想像できましたが、もしそう思ってくれるのなら、声

に出さず心で思うだけにして欲しかった。変かもしれませんが、子供のことに気付いていない他の乗客に「何かあるのかな?」とわざわざ気づか

せるような事をして欲しくありませんでした。下車してから悲しいような悔しいような何とも言いようのない暗い気持ちになりました。(10 年以

内) 

No.980   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/男性/療育手帳(発達障がい・⾃閉症)/⺟ 

ST のリハビリの帰り、いつも通る（遊ぶ）公園で、小学校低学年くらいの男の子 3、4 人と母親 3～4 人のグループの中の、男の子が「あ！病院

に行ってる人が来た！」と私と子供の方を指して大きな声で言いました。初めは、私たちの後ろに誰かいるのかと振り返りましたが、誰もいませ

ん。母親たちは私達を見ながらヒソヒソ話をしています。それで、『あ、私達が病院（精神科）に通ってるのを母親たちが話してて、それを子供

が言ったんだな』と分かりました。（危ない人を見る様な目でした）うちの子は年中ですが、言葉が出ず、キャーキャーとしか言わないので目立

つのかもしれませんが、週に何度も行く公園で、そんな話をされているとは思いもせず、すごく悲しい気持ちになりました。少しの間、その公園

に行く気になれず、子供には好きな外遊びを我慢してもらいました。(10 年以内) 

No.981   5.無理解・偏⾒/50 代/男性/⾝体障害者手帳(網膜⾊素変性症・両感音性難聴)/本人 

弱視難聴という盲ろう者で網膜色素変性症による視野狭窄の為周囲がみえない由、盲ろう者について知らない人から「見えてるくせに又聞こえて

るくせに挨拶しても返事もしない」と言われることがある。(10 年以上前) 

No.982   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/50 代/男性/⾝体障害者手帳(網膜⾊素変性症・両感音性難聴)/本人 

白杖を使用して歩行しているにも関わらず、正面から歩いてくる人に白杖の先が相手の足先に当たった時暴力を受けた。(10 年以上前) 

No.983   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺・知的障害)/⺟ 

小学生の時骨折したが、後に美容室の人から 歩道橋で男の子がつきおとした事を聞かされ愕然とした事(10 年以上前) 

No.984   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺・知的障害)/⺟ 

電車の中で年配の男の人が「障害者？」「かわいそうに」「障害者たいへんやろ」と言われ悔しい思いをした。(10 年以上前) 

No.985   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

もともと育児サークル（子供がハイハイの頃から）や公民館、子育てサロンなどによく行ってたので、地区の友達とは仲良くさせていただいてま

す。成長と共にサークルは、子どもがついていけなくなり、子どもも嫌がり、私がママ友と話す事さえ嫌がったので、やめました。その時に、子

どもが療育に通園する事を みなさんに話してやめたので、同じ地区の為、スーパーや朝や帰りの送り迎えなどの時に、必ず誰かには会う事が多

いですが、皆さん変わりなく接してくれるので、伝えて私は良かったと思っています。たまには、公民館に子どもと行く事もありますが、療育の

先生方のお蔭で成長してくれて、今は嫌がって泣くこともなく、お友達ともちょっと遊んだり、オモチャで遊んだりしています。（本人の好きな

ように遊ばせています。）そして、私がママ友と話す事も、子どもが受け入れてくれました。今生活している地区の中で、わが子の障がいを知ら

ない方は、せっかく話しかけていただいているのに、すぐ返答しない我が子に「しゃべらないねぇ～」と言われることもありましたが、私が「こ

んにちは」と言うと、この頃は近所の方に「こんにちは」という事も増えてきました。何より地域から孤立しないように、堂々と生きて行こうと

思っています。無理せず、頑張りすぎず、自然体で子どもと笑顔で生きていける社会になってくれればと願っています。〈まとまっていない回答

ですみません〉(10 年以内) 

No.986   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症候群)/父 

対外的には顔を見られるくらい 

No.987   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(ダウン症候群)/⺟ 

どちらかと言えば差別の少ない地域です。幼児の頃から住んでいますが、小さな子どもからは不思議そうな顔で見られることはありますし、お年

寄りの方は「可哀想にね」と言われたこともありますが、特別不愉快な思いはしませんでした。家の近くには特別支援学校（移転しました）小、

中学校には特別クラスがあり通所施設もあります。子どもが小さい頃には、地域の子ども会から行事の時は声を掛けて頂きました。住民の方は障

害児、者には理解があると思っています。 

No.988   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/療育手帳(知的)/本人 

私はまっしろなヘヤースタイルが女子中学生から２，３名小さく笑って通り過ぎた悲しかった。 

No.989   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

現在、住んでいる地域では「いやな思い」をしたことがありません。また、「理不尽な対応」も受けたこともありません。私たち家族を極普通に

地域で暮らす家族としてお付き合いしてくださっています。障がいのある子を理解してもらおうと思う前に、私自身が地域に関わり、兄弟児の学

校での委員や子ども会参加、地域の運動会参加などを通してつながりを作りました。私を理解して頂くことで、私の家族を理解して頂きました。

どこまで、あるいは、どこからを「差別」と呼ぶのか、私にはよく分かりませんが、障害を持つ側も何か障がいというベールをはずすことを考え
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る必要があるのではないでしょうか。強いて言えば、１日２００円の賃金しか出ない労働をしているということ。生産能力が低いのでやむえない

かも知れませんが。それと社会にバリアフリー化が進み、駅や街のあちこちにエレベーターが出来、エレベーターに拘りを持つという障がいの我

が子が、どんどん街に出て行けなくなったことです。これも障がいの特性ゆえにやむえないことで差別とは関係ありません。 

No.990   5.無理解・偏⾒/40 代/⼥性/療育手帳(⾃閉・知的障害)/⺟ 

あまりいやな思いをしたことはないのですが、外出で歩いてると、よくジロっと長く見られたり、２，３人グループ等こそこそばなし。時には笑

いながら通り過ぎる人も・・・。あまり気にしないようにしています。 

No.991   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(ダウン症候群)/父 

他人にジロジロ見られたりした程度のことはありますが強く印象に残るような経験はありません。 

No.992   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性マヒによる両上下肢体幹機能障害)/⺟ 

できるだけ外出させようと思ってはいますが、外に出ると人のやさしさ、思いやりにふれることもあれば、人混みの中をずっとあやまりながら進

まなくてはならないことも多く、時にはいやな顔をされたりすることがあると、心がバリアフリーになっていないことを感じます。色々な意味で 

いろんなバリアフリーが進むといいと思います。(10 年以内) 

No.993   1.直接差別/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞・てんかん)/⺟ 

「障害児（者）」がいる家族という目で見られ、子ども会や町内の係を勝手に飛ばされる。家族全員が障害をもっていると思われている。父親の

職業、妹の成績（高校）などがわかると、態度をかえてくる。その後、子ども会は、町内の会長を。町内会は、総務（書記、雑用全般）を 12

年、校区交通安全協会の係（同じく総務、雑用全般）も 13 年している。 

No.994   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害・⾝体障害)/⺟ 

散歩中、子供たちに「変な人がいる」といわれた。心ない言葉にとても傷つきました。（子供なので仕方ないと思います）。その時に、その子供

たちによく説明できる勇気があったらとあとで反省しました。(10 年以上前) 

No.995   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳/⺟ 

じろじろ見たり、なんにもしてないのににげたり、コソコソ話して笑っているように感じることがあります。障害者にあなたもいつなるかもしれ

ないのに・・・。誰にも声かけてもらいたいと思います。私自身も人見知りするので大変なのはわかりますが・・・。 

No.996   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/父 

幼少時から現在に（25 歳）になるまで、街に子どもと一緒に出ると、チラ見、ヒソヒソ話、あからさまに差別的発言（あの子おかしいよ（子供

が言う）→それに親が同調して距離を置く）等、日常ほぼ毎日あります。ない人等いないでしょう。→せっかくの場をこわす発言しますが、あえ

て言わせていただければ、こんな事聞いてどうするのですか？改善するとお思いですか？？？ 失礼ですが、私個人の意見としては、こんな事し

てもらうくらいなら、障害者認定手続きの封筒に、自分で切手買って送り返せという福岡市に一人約 50 円～60 円として 10 万人いるとしても 100

万もかからないのに送料無料にできないのか？といって欲しいです。これこそ差別じゃないですか？（障害者なんですよ～） 

No.997   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

子供は地域の保育園・小学校に通い、子ども会にも参加している中で、親がいやな思いをしたときもありましたが、今は本人が自分から地域の行

事に参加し、有意義な余暇活動をしているようです。（楽しそうです。）本人に「いやな思いした？」と聞いても「別にない」と言っています。 

No.998   1.直接差別/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

高１の 6 月。うっかり 2 階の閉め忘れた窓から、子供が外に向かって、うぉ！うぉ！言っていた。通りがかりのひと（隣のマンションの男性）か

ら「文句を言っている」とどなりこまれ、事情をお話しし、詫びると「障害者なら縄にくくりつけとけ！」とさらにどなられた。その 2 週間後

に、郵便ポストに怪文書（「声がうるさい！これ以上するのなら嫌がらせをしていると見なし、こちらも嫌がらせをする」というような内容の

文）を投げ込まれ、その 3 日後くらいに警察に通報され、交番からおまわりさんがきた。(10 年以内) 

No.999   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

姉の七五三のお祝いで、お参りに行った際、妹がうるさいから出て行ってほしいと、神社の方に言われた。（障害者とわかっていらっしゃらなか

った。）(10 年以上前) 

No.1000   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

公共の場や、乗り物の中では、独り言が多かったので、人の目がとても気になった。(10 年以上前) 

No.1001   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

現在、母と 2 人で外出することは、力の強さ、足の速さ等、逆転して以来、強度行動障害という事からも、まずなくなってしまいました。それで

も以前は、2 人で散歩に出かけたり、病院、訓練もほとんど母が連れて行っていました。まだ、そういう時代、散歩中のことです。急に、息子が

走り出し、追いかけたのですが、曲がり角があり、一瞬姿を見失いました。直後、大きな怒鳴り声が聞こえ、すぐ追いついたのですが、息子はそ

の１～２分ほどの間に、家を建築中の前の建築会社の社用車の前で、2 人の大男の人に囲まれていました。追いついた私に、その男の人たちは、

「あんたの子か！」と怒鳴りつけました。当時、息子は車のボンネットの上に、寝そべる事があり、多分そうしようとしたのだと思います。「車

に傷を付けた！弁償しろ!」と叫ぶのです。車はひどく汚れていて、ほこりだらけ、傷だらけで、どこを傷つけたのか皆目分かりません。しか

し、「ここだ、ここ、どうしてくれるんだ！」とすごまれます。その時、息子は黒のジャンパーを着ており、このジャンパーの黒のボタンで傷を

付けたと言います。見ると黒のボタンに白い車の塗料は付着しておらず、ましてや黒のジャンパーはきれいなまま。車のほこり等全く付着してい

ません。おそらく、おおいかぶさる前に怒鳴られたのでしょう。弁償要求と共に、息子を指さし「こんなのが外をウロウロしているのかと思う

と、怖くておちおち外も歩けない。何とかしろよ!」と言われました。割と大きな建設会社の社長さんと従業員さんでした。車はディーラーさん

がどことどうやって返せばいいのか？と悩まれた位、新しい傷はありませんでしたので、きれいに磨いてお返ししました。(10 年以内) 

No.1002   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

周りから、しょっちゅう言われるのは、「足が立って良かったね。」です。車イスや重身であったら、大変だったけど楽でいいよね・・・です。

けれど自閉症の特性から問題行動ととられる行為が見られると、それは母親の育て方が悪いからだと言われます。肢体不自由のお父さんからでさ

え、「うちはちゃんと育てたのに、あなたはひとい母親です。言葉かけすらせず、放たらかしにのでしょう？」と子育て論を延々説かれました。

同じ障害者の家族でも、障害種が違うだけで、理解がお互い難しいのかもしれません。 

No.1003   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

それが親族ともなれば、理解しているのか否かで大差が出ます。姑さんは息子に愛情はあったのだと思います。だからこそ、普通じゃない息子を

見ていると悔しかったのでしょう。姑さんから私（母）に対して、お前は知能が８０もあるか？いや、なかろう。お前みたいな者が嫁だから子供

がこんな事になるんだ。息子は人よりもずっと上で何でもできるのに、孫がこんなになったのは、全てお前のせいだ!と言われ続けました。周囲

にも、嫁がふさわしくなかったと言っておられました。姑さんが亡くなった今も、主人の弟たちのお嫁さんたちはかわいがられましたので、今も
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主人の実家に帰ってもよく言われていますが、家の行事のしきたりを嫁の中で唯一知って執り行う私は、未だに主人の実家のある土地に居場所は

ありません。 

No.1004   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(精神発達遅滞)/⺟ 

障がい者支援センターの向かいに分譲マンションが建設されることになり、販売が始まった頃、兄弟児（本人の弟）の保護者たちが、このマンシ

ョンを購入するかどうかと言う話題の中で、「でもねぇ、向かいの施設がねぇ。うちはやめておくわ。」という保護者が居て、他の数人もうなず

いていた。私もその場に居たが、その保護者たちは、私の家族に障害者がいることを知らなかったので、やはり陰では「こういうふうに考えた

り、言ったりしてるんだなぁ」と思った。(10 年以内) 

No.1005   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

悔しい思いはないですが、通りがかりでじろじろ見られることはあります。どうしても声が出るので、近所からクレームっぽいことは言われたこ

とはあります。でも、仕方がないので心の中でいつも申し訳ないと思っています。(10 年以内) 

No.1006   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(ダウン症候群)/⺟ 

顔を見ただけで障害がわかるので無遠慮に見られたり笑われたりは常です。子供達は一人だと見るだけですが集団になると指さして笑ったりしま

す。小学生の頃、団地のベランダから外で遊ぶ息子と下の子（妹）を見ていると妹の同じクラスの男子が兄と知らずに｢その子と遊んだらいかん

よ｣と言っているのを聞き、私も若かったので、｢コラー、何ていいようとね｣と叱ると逃げていきました。後日その子から娘がけられたと言うの

で先生に事情を話して｢いじめられているのでは？｣と相談しましたが｢そんなことはないでしょう｣と一言でした。でもその後はそんないじめみた

いな事は言わなかったのでなかったのかな？と思っています。(10 年以内) 

No.1007   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(変形性股間節症)/本人 

スーパーの駐車場での事です。３年前まで右股関節、手術前の痛い時、車いすの駐車場に止めました。（私は少し歩けるのです）７０才ぐらいの

お母さんから「あんたは歩けるじゃないか！」と言われました。「私、足が悪く、痛いんですよ！」と言うと、「年を取ればだれでもあっちこっ

ち痛くなる」と言われ「私障害者手帳持っています」と言うと「あんたみたいな人が国から手帳をもらえるのはおかしい」とまで言われた事が有

ります。このお母さんに何を言ってもわからないだろうと思いました。(10 年以内) 

No.1008   5.無理解・偏⾒/60 代/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(股関節脱臼、ポリオ)/本人/その他（会員） 

（障がい者）の催しの時、ボランティア要請した時、ボランティアの人から（障がい者）は、その事だけしかできないと判断され、態度、言葉づ

かいまで下目線扱いされ数々の悔しい思いさせられた。障がい者で容姿は悪くても、能力、才能、その他、人間としてすべて欠けてる訳ではな

い。勉強してほしい。ボランティアなさる方は特に知識と包容力を養ってほしい。社会生活する上で、身体的に不自由する為、皆さんの善意に甘

えてるんですが、時にはかえって迷惑になり辛く感じられる時があります。(10 年以上前) 

No.1009   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳/本人 

家族で食事をとるとき、自分一人が話の中に入っていけずさびしい思いをした。(10 年以上前) 

No.1010   3.合理的配慮の不提供/60 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

回覧板でも文章は難しく、近くに通訳できる人がいないので困る。ろう者なので、会議内容がわからず困った。 

No.1011   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

小さい時、家のまわりにろう者はいなく、石を投げられた。怒ったらその子のお母さんが子供を叱ってくれて、その後友達になった。 

No.1012   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

兄弟は健聴者のため会話できず、手話も使ってくれないので筆談だった。 

No.1013   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

手話ができないことが多く、筆談が大変。弟は手話を習ってくれて会話ができるようになった。 

No.1014   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

補聴器（箱形）を付けていることや手話を使うことによって近所の人にバカされた。(10 年以上前) 

No.1015   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

家族との会話の時に、ついてゆけない経験はあります。会話に入れない。法事など親せきが集まる時一緒に会話できず一人でお酒を飲んでいま

す。(10 年以内) 

No.1016   3.合理的配慮の不提供/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

団地内や地域での行事に内容が分からず参加できない(10 年以内) 

No.1017   3.合理的配慮の不提供/60 代/⼥性//無記⼊ 

家族（兄弟）が６人います。聞こえる人４人で、ろう者２人いる。身ぶりでコミュニケーションとれるが、ｽﾑｰｽﾞではない。早すぎて読み取れな

い。なかなかゆっくり話ししてもらえない。弟とか妹は、手話、身ぶり、手ぶりでしてくれる。年上の兄弟はしてくれない。それで差別がある。

それが不満。兄弟に対して不満がある。両親と祖母の法要のとき、情報がない。周りの話していることわからない。それが困る。(10 年以上前) 

No.1018   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

子どもの頃は、ろう者だということで、悪口を言われたり,いじめられたりした。仕事や遊びの時もいじめられた。昔は通訳がいなかった。筆談

だったので大変だった。がまんをしていた。無視されたり、無視していると思われたりした。今は大丈夫。 

No.1019   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

バスで障害児だと気づくと席を移ったり、ちらちら見られたりすることはあります。エレベーターも子供が乗ると他の方が乗らなかったり。体も

動くし（ゆれるし）声も出るし、これっくらい仕方ないと思っています。逆に席をゆずって頂いたり有り難いこともあります。(10 年以内) 

No.1020   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(知的)/⺟ 

小さい頃から水が好きで近所の水道を出したり、よその家の中に入り、冷蔵庫を開けたりしていたので「野放しにして外に出さないで」と言われ

くやしくその場で子供をだいて泣いた事を覚えています。(10 年以上前) 

No.1021   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(知的)/⺟ 

子供が 3 才で言葉が少ない又多動で知的障害と分かり、主人の母から、嫁の実家の家柄の祟りで子供に祟ったと言われたときは、ほんとうにくや

しくショックで子供と自殺を考えました。(10 年以上前) 

No.1022   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育手帳(知的)/⺟ 

カウンセラーで健常の子どもさんと関わると良いと言われ、地域の育成会の役員の方に話した所、他の子どもの風紀が乱れると言われた時は、情

けなかった（小学１年生の時）(10 年以上前) 
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No.1023   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

子ども会などの行事に何で来るの？みたいな対応された思いもあります。でもそんな時、心の貧しい人達でかわいそうな人達だと自分にいい聞か

せていました。そして今住んでいる所に引っ越しした時、住んでいる地域の人にわかってもらえるように、この子達を理解してもらうように、自

分も地域のことを積極的にお手伝いし、あの人の子という形でとけ込んで行けたらと思い地域活動に頑張りました。(10 年以上前) 

No.1024   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

まだ幼児の頃に住んでたマンションで、あからさまに特異な目で観られたりコソコソと私達の方を見ながら話をされ、いやな思いをした事を思い

出します（同じ年頃のお子さんを持たれている人達でした）(10 年以上前) 

No.1025   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(急性脳症による両上下肢の機能全廃)/⺟ 

家族ですが、スロープ車がめずらしかったのか、じっと見られたり、子供の世話をしていて大変なときに、いろいろと質問されたりしたとき、悪

気はないのだろうと思うのでこちらががまんして対応することがよくある。(10 年以内) 

No.1026   1.直接差別/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

分譲マンションです。ある理事長から火災などの時は自分でお隣さんと仲良く助けてもらえと言われました。車いすであろうが手伝いはしない

と。(10 年以内) 

No.1027   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺（四肢体幹機能上１下１ ⾔語機能障害）)/⺟ 

一部の人が障害者に対しての無理解がある人がいます。地域でももっと勉強会していただきたいです。(10 年以内) 

No.1028   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

いやな思いをしたことがあまりなく、周りに恵まれてきたと思いますが、身内から兄弟に障がいの子がいることで兄弟の結婚に支障が起きると言

われたことがある。(10 年以内) 

No.1029   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/療育手帳(知的)/⺟ 

回りの子どもたちにこわがられて、逃げて行かれたり、近よって行くとやはりこわくて泣かれたりされるのは、なんとも心苦しい思いをします。

(10 年以内) 

No.1030   5.無理解・偏⾒/60 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(⾝体、知的)/本人・配偶者 親子 2 人 

歩いている時、ウーウ言ってるため人がジロジロ見られた。バスに乗るときゆっくりかいだんを登っているといやな顔をされた。 

No.1031   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害)/⺟ 

歩き始めるのが遅く、バランスをとる為に手を挙げてたり歩く姿がぎこちなかったのもあるのか小さいころは笑われたり、振り返られたりと嫌な

思いはしたことがある。今でもたまに振り返られることはあります。 

No.1032   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(結節性硬化症による四肢体幹機能障害・発達遅滞)/⺟ 

車イスなのに健常者がいっぱいのエレベーターに乗れなかった事あり。兄弟から存在をかくされる。色々な行事に参加できない。 

No.1033   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳/⺟ 

周りの方に子供のことを理解してもらいたいのですが心にとどきませんでした。さみしかったです。周りの人や地域の方は子供が挨拶してるとき

は声かけてほしい。みんな一緒にできないこともあるけど地域掃除にはでるように子供にいってます。 

No.1034   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 歳未満/男性/療育手帳(カブキメーキャップ症候群)/⺟ 

町内子供会に初めて入った頃、一部の親に「障害児～」と言って指をさされたり、挨拶をしても無視をされたりされた。(10 年以内) 

No.1035   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺)/⺟ 

地下鉄に乗る場合エレベーターを使いますが、その時に障がいのある方、お年寄りの方優先とかいてあるにもかかわらず、（別に優先してほしい

わけではありませんが）平然と先に乗る若い子持ちの夫婦を見ると「ウン？」と思ってしまう事があります。結構多いです。「どうぞ」といわれ

ると「いえ、お先にどうぞ行ってください」と必ずこちらは答えるのですけど…。(10 年以内) 

No.1036   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

行動障害がある為、隣接する家等から注意（苦情）を言われた事が悲しかった思いがあります。(10 年以内) 

No.1037   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/療育手帳/支援者 

小さい時から今現在迄、言葉の表現が上手く出来ないので相手が気分を悪くしてけんかになります。本人は変にとられるとは思わないで話すから

です。相手が理解してくれる人がいないのです。(10 年以内) 

No.1038   2.間接差別/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

障害者本人が生まれた時から、ここに住んでいるが、だんだん声も大きくなり、小さい頃は大目にみてくれていたことも、体も大きくなり、窓か

ら外をながめることが大好きだったが、ある日近所から「声がうるさい」との通報があり、うちに警察がやって来た。「窓を閉めるように」との

事。閉めてもすぐ開け、その開閉音もうるさいと思うが初めて警察がやって来たのは本人が 15 才の高 1 の時だった。平成 17 年 8/24「近所から

苦情がでてる」と。その後警察は通報者を教えてはくれないが、再び平成 21 年 12/15「近所から苦情がでてる。窓閉めて」と警察がうちにやっ

て来る。1/22・2/7・2/25･･･とやって来るが「通報を受けても、もう来ないから」と帰っていった。警察に電話してもムダだと思ったのか、うち

の不動産屋から 5/12「近所から苦情」とＴＥＬあり。その間何年も窓を閉めたり、注意したりしたが、本人の好きなことなので声を出さずにな

がめることができず。現在窓を机やソファ-などでカギに手が届かないよう家具でふさぎ、開かないとわかると興奮するので、レースと厚手のカ

ーテンを閉め、外に気持ちが向かないよう、家の中は真っ暗。少しの隙間からカーテンをひるがえし外を見るがベランダに出ることはできない。

家としての役割を果たしていない。何度も警察に通報されていた頃は、声がうるさいという苦情に口をふさげと？死ねと？とうつ病になった。普

通に生活することが困難で、生きていることが嫌になった。(10 年以内) 

No.1039   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

当時通っていた（3 才～5 才）通園施設でのおまつりから帰宅し（住んでいるビルで）自転車から降ろすとトイレ失敗してズボンが濡れてるのを

みて、遊びに来ていた近所の子たちが「汚い。気持ちわるい」とはやし立て去っていった。(10 年以上前) 

No.1040   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

店内のディスプレイが気になり、触ろうとした本人に「触ったらいかんやろ」とずっとしつこく離れず言う女の子（同じ年令くらい）（当時）。

注意してくれるのはいいが、離れず興奮。(10 年以上前) 

No.1041   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

花火の音が嫌いなのに店内に置いてあるラジカセから聞こえ興奮。近くの人や物に突進していくのをつかまえ阻止。路上で興奮。いずれも変質者

のように遠巻きにながめられる。(10 年以上前) 
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No.1042   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

バカと言われた。（今だに言われる。）(10 年以内) 

No.1043   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

障がいがある人がいると言うことをわかってほしい。(10 年以内) 

No.1044   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(ろうあ者)/本人 

親が聴覚障害者の理解がなく、話が進められ内容がわからなかった。一緒に話したかった。(10 年以上前) 

No.1045   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴・聴覚障害)/本人 

小さい頃に家族が「だから聞こえない子はダメなんだ」と言われた事がある。 

No.1046   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

娘は健聴で手話ができるのでよかった。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1047   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

友達（健聴者）3 人と釣りに行くけど、一緒に行ってもいじめられる。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1048   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

8 人兄弟でろうは自分だけなので会話もなかった。今もほとんど会うこともなく、つきあいもない。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1049   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

友達との交流が少ない。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1050   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

近所に手話ができる人がいないため、遊びに行くのも一人になる。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1051   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

地域の会合の内容がちらしでしかもらえないので分からない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.1052   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚に障害)/本人 

地域の会合に参加していない。(10 年以内/10 年以上前/入社して以来) 

No.1053   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による両上下肢機能障害・難治性てんかん・喘息)/⺟ 

ガイドさんと外出時、少々パニックになっていた時に近所の人が通報してミニパトカーに乗せられ帰宅したことがあります。(10 年以内) 

No.1054   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(知的障がい)/⺟ 

以前住んでいた所で近所の初老の夫婦に嫌な顔をされた。家の中で自傷があったり、大声で叫んで怒り出したりしていたので近所に聞こえていた

と思いますが、あいさつしたりはしていましたが（障がいがある事）ご夫婦の友人に子供の事を（息子の事）嫌な顔しながら話されていた。多分

この家の子は障がいがあってうるさい～とか。(10 年以内) 

No.1055   1.直接差別/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症・知的障がい)/⺟ 

本人が小学部低学年の頃、大型電器店内に展示してあったジョーバフィットネス機器数台を同じようにきれいに並べたところへ、小さい５才くら

いの女児が来て、乗ろうとして押しそうになり、怖かった女児を見た父親に「帰れ！警備員を呼ぶぞ」と言われ、追い出された。まだ押していな

いのに騒がれたので嫌な思いをした。 

No.1056   5.無理解・偏⾒/40 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障がい・四肢体幹機能障がい)/⺟ 

じっと見られたり、さけて通られたりしました。(10 年以内) 

No.1057   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(⾃閉傾向の知的障害)/⺟ 

大声を出して走り出す子供を見て振り返られた。（何回もあります）今も・・・(10 年以内/10 年以上前) 

No.1058   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(⾃閉傾向の知的障害)/⺟ 

近所の女の子がこそこそ話をした。（何度もあります）(10 年以内/10 年以上前) 

No.1059   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/男性/療育手帳(⾃閉傾向の知的障害)/⺟ 

子供の背中にオモチャの虫を入れられた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1060   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

嫌な思いをしたことがあまりなく、周りに恵まれてきたと思いますが身内から兄弟に障がいの子がいることで兄弟の結婚に支障が起きると言われ

たことがある。(10 年以内) 

No.1061   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ及び小頭症による四肢体幹機能障害)/⺟ 

車イスでいることで、道で人に振り返って見られたり、ジロジロと見られることは毎日のようにあります。もう慣れてしまい気にしなくなりまし

た。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1062   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ及び小頭症による四肢体幹機能障害)/⺟ 

障害児を持っていると分かった時から急に態度が冷たくなった知人はいました。そこのところ、本人は理解がまったくしていないので逆に救われ

るところです。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1063   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

バスに乗っている時、スーパー・子供が話したりするのを見て「何？」と言う態度をされたりするのはずっとです。私達がその事を見ない様、聞

かない様にしているだけです。(10 年以上前) 

No.1064   5.無理解・偏⾒/10 歳未満/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

嫌な思いをした事はあるが、特にこれといって思いつかない。一人言などを言ってしまうのでまわりに見られる時などかな・・・ 

No.1065   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

父親の仕事上全国あちらこちらに何年間置きに住んでいましたが、特別支援学校へ通学するようになってから病院やスーパーやどこかへ遊びに出

かけると、こちらから挨拶をしても無言だったり無視されたりただじーっと見てたり(子供たちは仕方ありませんが…)、それが大人だったりする

とムッとして腹が立ったりした事はありますが、ただこれぐらいだけの事なので特にいやな思いはしてないと思います。(10 年以内) 

No.1066   5.無理解・偏⾒/10 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による両上下肢体幹機能障害)/父/⺟ 

障がいのある本人は音楽が大好きで、キーボードのデモ演奏を聴いたり自らキーボードを弾いたりするのが好きである。本人は音量を大きくした

がるので、「小さく!!」と注意するとその時は音量を小さくしてくれるが、知的にも療育手帳 A１で、また大きくしたり大きくしてはいけないこ

とが理解できていない。夜は２１時を過ぎたらキーボードをやめさせるようにしているが、「騒音がする」と不動産屋さんと区役所に言った住民

がいる。もう少し障がいがあってわからない(本人が)ことを理解してもらえたらと思う。(10 年以内) 
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No.1067   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(アスペルガー症候群)/父⺟ 

アスペルガーは知的に遅れもないので、通常学級で生活していますが一見わかりにくい障害なので「本人の努力不足」「おやの躾のせい」と捕ら

えられる。(10 年以内) 

No.1068   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

外に出ると、子供たちより年配の方にじろじろ見られたりする。 

No.1069   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/父/⺟ 

息子が小さかったころ、デパートに連れて行ったとき、子ども連れの母親が私の息子（特にパニック等を起こしていない時）を見て、自分の子ど

もに向かい、指で大きくクルクルパーであることを示し、私たちを避けた。この種のことは最近でも多々見られます。(10 年以内) 

No.1070   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/父/⺟ 

自宅でパニックとなり、大声を出すことがあります。その時に隣家の主人が隣家側の窓を閉め、そして、隣家から出来るだけ遠い部屋で生活をさ

せろとどなり込まれました。上記のことが多々あり、障がい者を地域に溶け込ませるように役所からの施策としてうたっていますが、非常に難し

いと思っております。(10 年以内) 

No.1071   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/父/⺟ 

外出中嫌な目で見られた。独り言やちょっとした行動をした時。(10 年以内) 

No.1072   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(先天性環軸椎脱脊髄症)/本人 

外を歩いているとき、知らない子供にジロジロ見られたり、｢何で歩けないの？｣｢病気なの？｣と言われる。同じく外で、知らない人にいきなり呼

び止められ、｢かわいそうね〜。｣と手を握られたり顔を触られる。他にも｢どこに行くの？｣｢偉いね〜｣｢頑張ってね｣など。 

他にも｢あなたは歩かなくて良いから楽でいいね｣色んな人から、｢うらやましい｣と言われたり、｢お風呂はどうやって入るの？｣とそんなことまで

聞かれる。答えないと、｢聞いてあげてるのに！｣という風に怒られる。(10 年以内) 

No.1073   5.無理解・偏⾒/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(先天性環軸椎脱脊髄症)/父/⺟ 

車椅子で道路を進むと、まゆをひそめる、ひそひそ話をする。「あらー、かわいそうに…」と言う。通り過ぎてからも、何度も振り返って見る。

目の前に突っ立ってジロジロ見る、「見ちゃ、いけません！」と自分の子に言う。細い手首を見て、「骨が見えてる」と言う。車椅子に座って、

楽をしていると文句を言う。こちら側の言動を、立ち止まったまま長時間見る。自分の子が障害のある人をじーっと見ていることに気づいた親

は、それに気づかないふりをして逃げる。(10 年以内) 

No.1074   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳(先天性環軸椎脱脊髄症)/父/⺟ 

かわいそうに、えらいね。がんばってね。そんなに大変な子どもなら、自分だったらいらない。あなたは不幸だ。手術ミスじゃないのか？病院を

訴えろ。などなど、自分は優しいから、声をかけたと勘違いしている人々に長期間にわたり不愉快な思いをしています。(10 年以内) 

No.1075   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(ダウン症 知的障害)/父/⺟ 

今の住まい（マンション）に越して来て間もない頃のこと、行き違いがあり、息子が一人裏口で待たされた事があったのです。鍵をもっていなか

った息子がドアの前で待っていたところに、住人の方が帰って来たらしく、入るのに邪魔だったのでしょう。｢お前何者や｣｢なんしよっとや｣の

声。反応しない息子に｢だまっとらんでなんかいわんか｣と強い口調の言葉を畳みかけられているところに私の到着。｢息子です。何かありました

か？｣の一言に少しき気まずそうに姿を消しましたが、息子は少しびびった様子を見せてました。もう少し優しい口調での言葉かけは出来なかっ

たものかと同じ住人として少し寂しい思いをしました。(10 年以上前) 

No.1076   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/療育手帳(発達遅滞)/父/⺟ 

特別支援学校在学中、○○公園の清掃の実習が２週間あり、帰りのバスを待っているとき、子どもと仕事にどうだったとか話していると、３０代

女性から、突然「うるさい！」と怒鳴られた。すごく嫌な思いをした。大声で騒いでいるわけでもなかったのに....(10 年以上前) 

No.1077   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/父/⺟ 

スーパー等に行った際、どうしても声が出るのを、わざわざ振り返って見る客がいた。これは地域差もあり、「いやだなー」と思いつつ仕方ない

と思っていました。しかし、近年そのような方が減った気がします。悪いこともしてないのに「すみません」を繰り返し言っている自分がありま

すネ！！他の親たちも同様のようです。(10 年以上前) 

No.1078   5.無理解・偏⾒/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳挫傷（高次脳機能）)/父/⺟ 

近所の人から、障害者がいると兄妹の結婚にも支障が出ると言われ、つらい思いをした。(10 年以上前) 

No.1079   5.無理解・偏⾒/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

視覚障害でも視力はあって視野が極度に狭いため誤解を受けやすい。弱視は理解されないため白杖を持っていると「見えているのに」と思われる

のが気になる(10 年以内) 

No.1080   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(多発生硬化症)/父/⺟ 

車椅子を使用し始めた頃。道ですれ違う際「こいつ、面倒くさそうだ、手のかかりそうな女だー」と思われている様な気がしてならなかった。本

人が車椅子にも慣れていなかった事もあり人の視線がジロジロ見られている・・・と思ったようです。（本人談）(10 年以上前) 

No.1081   5.無理解・偏⾒/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/父/⺟ 

特にありませんが道を歩いているだけでジロジロ見られる時はいやな感じがします。特に子供たちの視線はしつこいです。 

No.1082   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神障がい)/本人 

不登校や家庭のトラブルでひきこもり、相談所等にあずけられることがありました。当時の状態が過酷だったらしく、多重人格のような形で精神

的に不安定でした。支援してくださる方はもちろん多くいてくださったのですが、実家の生活が本当につらかったです。毎日、お子さんを持つ方

の嘲笑の笑い声が家の外で聞こえましたし、家の外で作業をしていますと、威圧するようなことをなされたり、お子さんと我が家に向かって悪口

をおっしゃったり。(10 年以内) 

No.1083   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/20 代/⼥性/精神保健福祉手帳(精神障がい)/本人 

私の状態が大変安定しておりませんでしたのでご迷惑をおかけしたことももちろんありますが、家にいるだけで「ママ、家におるー」や、家の会

話が聞こえたらしく、「きのうの聞いたー？」と大爆笑されたり。地域清掃の際も、にやにや話しかけられました。母が脳梗塞で搬送された際、

留守をしておりましたら、また、嘲笑されておられ・・・。家族は気にしておりませんし支援や理解を示してくださる方も多くいらっしゃいます

が、この体験から、日常生活を行う際、時折非常に困っております。(10 年以内) 
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10.その他の領域 

No.1084   1.直接差別/10 歳未満/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

１０歳未満であり、まだ記する程のいやな思いをした事がなく過ごしてきました。周りの方に恵まれてきていると感謝しています。 

No.1085   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/父 

特に無し。但し、障害があることで受けられる支援について、どのような支援が得られるか具体的に説明あるいは紹介していただける資料か説明

が欲しかった。 

No.1086   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）)/本人 

家族、友達、親類、職場などの人間関係では、自分から自分の障がいについて知らせておく必要があります。又、どういう対応をしてほしいのか

を細かく何度も知らせることが結局理解してもらう上で重要なことです。難聴者が補聴器をつけても正確には聞き取れません。人間関係で何度も

聞き返すことは相手に迷惑をかけるので出来ない。弱者に対しての思いやる教育が必要である。 

No.1087   6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(感音性難聴)/本人 

どこにいても聴覚障害は見えない障がいなので、生活の場において身内がそばにいれば、ほとんど頼む事が多い。一人の時は難聴だという事をま

ずそのつど伝えなければならない。 

No.1088   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/療育手帳(知的障がい)/兄弟 

仕事でおつかいに行って、集金のお釣りの小銭を落として悲しくてこまった。(10 年以上前) 

No.1089   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/父 

特別支援学校を卒業し、企業に一般就労しており、本人の能力に応じた教育を受け、進路を選択してきたので、差別されたという思いはないが、

選択肢が少ないとは思う 

No.1090   6.判断が出来ない・その他/50 代/男性/⾝体障害者手帳(外傷性てんかん)/本人 

昭和 51 年 12 月車運転中に交差点で衝突事故を起こし、1 か月程入院。その後 3 年経ち、てんかん発作が起こる。精神病院にて前頭部頭蓋骨陥没

の手術を受ける。その後、現在まで 37 年間複雑部分発作によるてんかん発作治療中(10 年以上前) 

No.1091   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

２０代の頃は、なんで自分だけがこんな病気を持っているのか？と周りの健康で幸せそうな人たちを見て、よく空をぼーっと眺めました。自分は

どこに向かっていくのか、発作がひどくなればなるほど不安になり、親とよく衝突しました。今まで朝から晩まで働いている親に感謝していま

す。 

No.1092   未分類/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

私は精神２級を持っていますが、もう３５歳でいい年なので福岡の結婚相談所に問い合わせたら「対応しているのは身体障がい者だけです」と断

られました。その時区別されてるのかな？と感じました。精神障害でも身体障がいでもまず一人の人間だから。(10 年以内) 

No.1093   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/精神保健福祉手帳(スタージ・ウェーバー病)/本人 

「スタージ・ウェーバー病」という顔面に赤いワインをたらしたようなアザが生まれつきある事で人にじろじろ見られたり嫌な事を言われまし

た。(10 年以上前) 

No.1094   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/⺟ 

障がいのない人と同じことができなかったこと、コンビニのアルバイトをした時、お店に万引きが入り、それを知っただけで怖くなりアルバイト

をやめてしまった。(10 年以上前) 

No.1095   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/精神保健福祉手帳(発達障がい)/父 

大人の発達障がい者で、初診を精神科医に申し込むと、殆どの病院が発達障がい者は診れないと断られた。(10 年以内) 

No.1096   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(視覚障がい)/本人 

今までしていた仕事ができなくなった。(10 年以上前) 

No.1097   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

障がいであることを公開すること自体少ない。 

No.1098   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(⾝体表現性障がい)/本人 

あなたはおかしいよと言われ傷ついた。(10 年以内) 

No.1099   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/兄弟 

入所施設にいる兄妹に対する差別は別居しているため、思い当たることはありません。(10 年以内) 

No.1100   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(知的障害・てんかん)/父 

特になし＊本人から直接聞いていない“ささい"な事があった？のか不明。他の方々の話を聞きたいが・・。 

No.1101   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/(統合失調症)/父 

特になし。他人に一方的に迷惑をかけるだけ(10 年以内) 
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No.1102   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(精神)/本人 

情報開示が国・県・市・区・事業所を含め一方的すぎます。個人の情報はなんでもしらされているのに、上記の組織の情報は知ることができない

のは、好ましくありません。(10 年以内) 

No.1103   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(精神)/本人 

障害者は働いていると運動する機会があまりないし、実際なまっています。ジムに行くお金もないです。(10 年以内) 

No.1104   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(精神)/本人 

精神に限ってではないと思いますが、人間、または男女間の出会いがあまりにも少ないです。さびしいです。(10 年以内) 

No.1105   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害・発達障害)/本人 

お互いの事、もっと理解してほしい。どなるように、怒るように指摘をしないでほしい。それでも頑張って生きてるって事わかってほしい。(10

年以上前) 

No.1106   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/(睡眠障害)/本人 

自分の事ですが、いつも個人の悩みになれば後回しを続けて、結局どうでもいいやと思っているうちに悩みを増やして結局わからなくなった。別

のことだが小さな用事くらいの悩み。どこいくのとか細かくいえば、どこいくのとはとかその行く道の先ってとか地球が丸いのに、こんなに歩け

るのはなぜかとか理不尽な思いから金とは金の元は   くまがひそんでいるとか考えます。一生考えた思いがあったこともありました。(10 年

以内) 

No.1107   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育手帳/父 

本人もいじめはあったが、差別は無かったと思います。 

No.1108   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(広汎性発達障害・⾃閉症)/⺟ 

うちはまだ小さいこともあってか、まだあまり障害があるようにみられてません。私の方が誤解を招くといけないので初めから話すようにしてま

す。今後体が大きくなってからがいろいろ不快な思いをしたりすることが増えると思います。(10 年以内) 

No.1109   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(上下肢機能障害要杖)/本人 

１０年前に比べ社会の理解が深まった。肢体障害者で外から見える。ろうあ者、精神、てんかんなどわからないので何か表示を。もう恥ずかしく

ない時代と思う。 

No.1110   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(脳梗塞、頚髄損傷による両上下肢機能障害)/本人 

動きが遅いため、一歩（席・トイレに入るなど）遅かった。外特に思いあたる事はない。遠慮しないで行動し発言するせいか？ 

No.1111   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

特にありません。施設（通所）の方や近所の方々から理解していただき、子供は知的障害が重度で大きな声を出す事などがありますが、可愛がっ

ていただいています。障がい基礎年金や、通所の施設などの財物な援助もいただき、申し訳ない位だと思っております。 

No.1112   5.無理解・偏⾒/70 歳以上/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

新天町で歩行中ちょっと子供と腕が接触しただけで、その手を自分の手でぬぐうようにして、いやな顔をされたことがありましたが、今はそんな

人はいないようです。(10 年以上前) 

No.1113   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/療育手帳(⾃閉症スペクトラム)/⺟ 

まだ子供も小さいので、今の所ありません 

No.1114   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/精神保健福祉手帳(広汎性発達障害)/⺟ 

特にあません。母親。本人は２７歳からひきこもり状態りとなりましたので、何らかのトラブルがあったと思われますが、それに関しては全く本

人は話しません。 

No.1115   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(アスペルガーの⾃閉症)/⺟ 

高速のサービスエリアで何時間もバスを見ていて（本人はバスが好きで、何時でもそこに立って見ることができます）トラックの運転者の人から

不思議に思われ（独り言もよく言っている）警察を呼ばれたので、本人がパニックをおこし、家へ電話をかけてきたので、私（母親）が警察の方

に発達障害で「バスをじーっと見るのが好き」だと説明してわかってもらいました。（本人は説明が十分にできず大声を出してパニックになる）

本人は「自分はバスを見ていただけなのに」と言っていました。・こういうことが何回かあり、警察をこわがります。（十分に自分のことを言え

ないので）・聴覚障害があり、外に外出するときはヘッドホンをつけて出ます。本人はこれがないと外にでられません。こういう人がいることを

わかっていただきたい。(10 年以内) 

No.1116   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(軽度知的障害・不注意型多動性障害・不安パーソナリティ障害)/本人 

私とかかわってくれる人たちが、今までの人達と全く違うので、現在はすごく恵まれた環境になってきています。(10 年以内) 

No.1117   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(疾病による⾔語機能の喪失)/本人 

障害者になって２年ほどですが、特にいやな思いをしたことはありません。障害者扱いで割引き、免除などの優遇を受けてると思ってます。私の

場合、声ですからＥＬを使用していますが、まだ珍しいようで、よく振り向かれますが、もっと出回るといいですね。。（ＥＬ：電気式人工咽

頭） 

No.1118   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/⾝体障害者手帳(高次脳機能障害)/父 

当方の場合、成人でもあり家族兄弟が常時いる為、余りその様な思いはしたことはない。しかし、未成年者の場合（特に小中高）の場合には様々

な事があるのでは・・・？ 
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No.1119   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(ミオクローヌスによる両下肢体幹機能障害)/⺟ 

本人がコミュニケーションをとる事が苦手で、仲間はずれにされる事も度々あり、弁当の時間、休みの時間等、一緒に楽しく過ごす友達がなかな

か出来なかった。(10 年以上前) 

No.1120   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(右半⾝麻痺)/⺟ 

水頭症で頭が大きかったら、お化けとか怪物とか言われました。それも大人の人からです。(10 年以上前) 

No.1121   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症・精神遅滞)/本人 

障害が分かってすぐの頃、医師から「こんな子、他にもたくさんいますよ」と軽く言われたり、療育現場の職員から「～ちゃんたちは…」と 2 分

するような言い方をされたとき傷ついた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1122   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/(統合失調症)/本人 

障がいはありませんが、同じ病名の人が犯罪等で報道されるのを見たり、聞いたりするのを我慢できないくらい悲しいです。うつ病はいいけど、

統合失調症はダメと言われているみたいな気がします。偏った報道のように見えます。 

No.1123   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性//⺟ 

いっぱい有りすぎます(10 年以内) 

No.1124   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性//支援者 

個人情報や守秘義務が守られるのは大切なことだと思うが,災害時にはそのことがネックに。地域で障がいのある人をいざという時にサポートで

きる支援体制ができるといいと思う。 

No.1125   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

嫌な経験はない。あまり気にしないから。他の人の話も聞いたりしない。見た事もない 

No.1126   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

まぁ、いろいろあってね…(10 年以内) 

No.1127   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(両感音性難聴)/本人 

老人の部での交流が楽しいので差別を受けたと感じたことがない。(10 年以上前) 

No.1128   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/無し(てんかん)/本人 

今現在は無い。ただ、障がい者と健常者の間でグレーな状態。今後、仕事をする時に悔しい思いをするのか、なかなか次のステップに踏み出せな

い。 

No.1129   未分類/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

いぬ・ねこ以下の扱い。奴隷状態(10 年以上前) 

No.1130   1.直接差別/50 代/男性/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

遺産相続の時の不当な扱い(10 年以内) 

No.1131   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/本人 

ちょっと話し声が大きかったりするとにらまれてしまう。(10 年以内) 

No.1132   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

スーパーなど、子供からジロジロ見らて「変な顔」と言われたりする 

No.1133   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(急性脳症による知的障害。後遺症によるてんかん)/⺟ 

てんかん発作が いきなり慌てて走り出す発作の為、わかりにくいので理解してもらえない。ジロジロ見られる。(10 年以内) 

No.1134   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育手帳(急性脳症による知的障害。後遺症によるてんかん)/⺟ 

すぐ手が出るので、小さい頃はニコッと笑ってくれていたが、最近は気持ち悪がられたり、怒られたりする。(10 年以内) 

No.1135   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/無し(てんかん)/⺟ 

特に差別ではないが、薬を飲んでいることをまわりに言いにくい・・・自分に引け目を感じる。(10 年以上前) 

No.1136   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(てんかん)/本人/⺟ 

障害があるがゆえに、将来の見通しが立たず、誰もが安心して暮らせる社会になってほしい。障がい者に十分な支援をお願いしたい。 

No.1137   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

本人が通学中、横を通るバイクの音が気になり耳をふさいで歩いていたら、バイクに乗っていた中年の男性がバイクを停めて一言本人に文句を言

っていた。 

No.1138   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

T シャツとスウェットのズボンを着ての外出で、「いかにもに見えるから…」と言われた事。 

No.1139   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

今は二人暮らし。生まれてからずっと息子と一緒。他の人と接することがない。マンションの両隣の人くらいしかつきあいがない。いろいろあっ

ても、気にせず怒りもしなかった。(10 年以上前) 
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No.1140   6.判断が出来ない・その他/無記⼊/無記⼊//支援者 

知人に老人性難聴になった人がいます。話し好きな明るい人でしたが、何かの折に皆が集まった時、今までならいろんな面白い話をするのでしょ

うが、黙ってポツンとしていたのが淋しかったです。難聴の人は周りから見えないので、誤解を与えていることに辛い気持ちだろうと思います。

何か良い案や方法があればいいのにと思います。 

No.1141   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/⺟ 

別にありません。差別禁止条例づくりには反対しませんが、もっと基本的なところでの思いやりや優しさがない限り、現状は変わらないのではな

いかと感じています。自治体がやるべきこと、個人がやるべき事をきちんと整理すべきだと思います。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1142   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

学齢期、一人で自転車で自宅周りに乗って遊んだりする事が多かったのですが、ある時、女子児童の集団にぶつけられたと自宅に乗り込んでこら

れ、自転車の修理代を要求された。何しろ本人はきちんと説明できないので、言いなりにするしかなく、それ以来一人での自転車は乗らせていな

い。このような事例は学齢期は多々あり、しだいと一人での外出は通勤以外はさせていない。(10 年以上前) 

No.1143   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

いやな思いをした。悔しい思いをしたなどについては、記憶に残るような悲しい思いや悔しい思いを受けた思いはなかったように思います。福祉

の制度が年々変わり障がい者、障がいをもった親には、少し頭の痛い住みにくい社会になっていってるような気がします。そのためには、地域の

方々に理解を求め行動に移していくべきだとは思いますが、都会になればなるほど、難しい問題だなと感じています。 

No.1144   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/⼥性/無し(広汎性発達障害)/⺟ 

今の所、変わった子供と思われる事はあっても、不当な扱いを受けた事はありません。 

No.1145  6.判断が出来ない・その他/50 代/⼥性/⾝体障害者手帳(盲ろう)/本人 

あまり考えたことがない。あったかもしれない。あったかも知れないが、家族はあまり口にしない。 

No.1146   6.判断が出来ない・その他/10 歳未満/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

記入するのが難しい事もあり、考えてしまうのですが・・・。多分、私自身がいやな思いなどをしないように（つらくなるので・・・）周りにど

のようにしたらいいか考えて行動してきたところがあります。まだ子どもは幼児なので、周りの目、わが子の行動も私の気持ちの中で抑える事も

出来ますが、これから先…がもっと大変だろうなぁと思っています。又、差別と感じる事も多くなってくると思います。〈質問内容と違う回答で

したら、申し訳ありません。〉(10 年以内) 

No.1147   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳/父 

ある通所に通っていたときに、色々とありました。それから行こうと言ったら、家の前でオシッコをもらしたりして、今は○○ホームに入園して

からはイキイキしてきました。正月に家に来たとき一晩泊まったらもう園に帰ると言います。私たちも年老いていますので今は安心しています。

私も気管支喘息肺気腫、前日電動車いすで通院、毎日点滴です。前日点滴が朝 8 時くらいにでて、帰りが 16 時半ぐらいで、子どもも私も障害者

です。でも近所の人もいろんな人と仲良くしてもらっています。 

No.1148   6.判断が出来ない・その他/40 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(知的・感音性難聴)/⺟ 

声が大きいので振り向かれたりする。 

No.1149   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

理不尽なことや、嫌な思いをした事は無いです。 

No.1150   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ)/本人 

ひじょうにきょうふしとまどい、はじめての人とコミュニケーションがとれなくてこころと体がきんちょうしてしまう。(10 年以内) 

No.1151   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/兄弟 

今までに、障害があるために、他人からいやな思いをさせられる場面や状況は特にありませんでした。周囲の人に理解してもらえるように家族が

本人を守ってきたからかもしれません。家族や支援者不在となれば、さまざまな誤解が生じたり、理不尽な扱いをされるかもしれません。 

No.1152   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(知的障害、てんかん)/⺟ 

現在、息子は通所施設で仲間たちと作業をし、職員の方々に支援していただきながら、毎日嬉しそうに登園しています。仲間といっしょに作業す

ることで、達成感を、工賃をいただいて喜びを。息子は自分らしく生きている気がします。様々なことを乗り越え、私も 60 歳代になり、悔しい

思い、いやな思いをしてきたこと等、「しかたないこと」と捉えるようになりました。でも周りに流されてと言うことではなく。障害児・者と健

常児・者お互い様とは言いませんが、このような事を考えるようになったのかもしれません。それでも息子が悲しい顔をするのは胸が痛みます。

真のノーマライゼーションの社会が本当に来るのでしょうか。(10 年以上前) 

No.1153   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(変形性股間節症)/本人 

私は今マンションに住んで居りますが、皆さんから親切にして頂いてます。が、午前中のお話をおききし驚いております。私も気づいた時には手

助けをしないとと思います。電車やバスにおいても駅でも視覚、聴覚の方にご意見をきき、早急に何とか対しょしなければと思いました。 

No.1154   1.直接差別/40 代/⼥性/⾝体障害者手帳(脳性麻痺による上下肢機能障害)/本人 

エレベーターに先に乗ってる方に｢あなたは乗るべきじゃない！｣と言われた。そして閉められた。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1155   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

細かい事は、沢山ありますが、取り立てて記入するまでもありません（視線等） 
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No.1156   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/⼥性/⾝体障害者手帳(聴覚障害)/本人 

経験ない（家族の間もない）  周りは良い人ばかりで、いつも一緒に遊んだりしていた。母のおかげです（耳がきこえないことの話を周りにし

てくれて理解を求めてくれたため） 

No.1157   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

今まで私が思っているより（望んでいるより）も良く接してもらったので不当だと感じたことがありません。 

No.1158   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/⺟ 

週３日作業所の送迎を介護ヘルパーにお願いしている。朝自宅に来てもらい自宅３F から１F まで階段を使い降りる。自宅アパート下にて、作業

所の方に娘を引き渡す、帰りの迎えは、逆のパターン。アパート下にてヘルパー待機。本人を連れて３Ｆへ。娘は左半身にまひがあり、通常は装

具を使用、相手の言っている事はむずかしい事以外は理解できるが、療育手帳は A1 を持っているのでその辺の理解はして欲しい。(10 年以内) 

No.1159   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

そうする事により「この間息子さんがこんな事をしていた」とか「あいさつしてくれた」とかいろんな情報をもらうようになり、ふつうに暮らし

ていけると思います。また自らこの子達の余暇を充実させてやりたくて、何人か集まって学童クラブ的な事をし、地域に協力して頂いたり、見守

って頂いたりしました。うちの子は学童期を卒業しましたが、その流れで後に続くお母さん達の頑張りもあり、今も存在するクラブになっている

事がとてもうれしいです。(10 年以上前) 

No.1160   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(ダウン症)/⺟ 

幼児の頃、一緒に子育てしてくれた保育園、保育士さんがいた事もラッキーでした。  差別は、それぞれの目の中（心）にあると思います。

(10 年以上前) 

No.1161   6.判断が出来ない・その他/10 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(水頭症による知的障害、機能障害)/⺟ 

特にひどい思いをしたことはないのですが、ちょっとした行動で”エッ”と思ったことはよくあります。ふかく考えないようにしていますが。本

人は障がいがひどいので、いやな思いは感じてないと思います。それが幸福なのかもしれません。私の知り合いの方は、近所の子供に”バー

カ””おまえバカやろ”とうしろからおいかけられたと聞きました。1 人で歩いて帰っている時で、怖くてにげると家の近くまでおいかけてきた

そうです。他にその地域では、子供をおいかけた障がい者に慰謝料を請求されたと聞きました。何も知らない子ならおいかけはしない。きっとい

つものようにバカとか言って、自主通所している方はくやしくて、おいかけたと思います。それを聞いた時その地域に住んでなくて良かったと思

いました。(10 年以内) 

No.1162   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ、知的障害)/⺟ 

うちの娘に関しては、特に何もない。むしろ、いろんな場面でよくしていただくことの方が多いように感じる（本人は話ができないので、もし話

せたらまた感じ方が違うかもしれないが・・・）恵まれているのかも・・・。他の方で言えば、外見上ハッキリ障がいがあるとわかる方は、から

かわれたりされたことがあるということはきいたことがある（主に子供）。横を通っていた親子の母親の方が｢悪いことをすると、あんな風にな

るよ｣と言うのがきこえたと知り合いが言っていたことも・・・。これらは、全て親の姿勢の問題、親の教育の仕方で子どもはどんなふうにでも

なるので。(10 年以上前) 

No.1163   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(難治性てんかん・両肢マヒ)/⺟ 

差別とは、個人の考え方次第と思っています。いつでも凛とした態度で居れば、差別と思わなくていいのではと。 

No.1164   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育手帳(軽度知的、情緒不安定)/本人 

○○病院で嫌味を言われた。外を歩いて知らない人にひどい言葉を言われた。何もしていない、指 1 本ふれてもないのに公害みたいな扱いをうけ

た。｢ただそこにいるだけ｣なのに。どんな服をきたらいいのかわからないから女にバカにされる。親に｢お前の給料なんかじゃなくて年金アテに

してるから｣といわれる。｢マジで仕返ししたい｣自分は人、知人や他人をふくめてナメられるのを異常なまで嫌っている。差別(10 年以内/10 年以

上前) 

No.1165   6.判断が出来ない・その他/20 代/⼥性/⾝体障害者手帳/⺟ 

受障してまもないので、まだない 

No.1166   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性マヒ及び小頭症による四肢体幹機能障害)/⺟ 

パッと見、普通だから損だねとは、よく言われた 

No.1167   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育手帳(知的障害者・⾝体障害者)/本人 

１９年前からおととしの 2 月まで路上生活（ホームレス）をしていました。仲間もまったくいませんでした。歩いて行って大変な思いもしまし

た。でもおととしの 2 月 15 日に路上生活をやめました。５日後に○○館に入ることができました。毎朝 6 時に起床してみんなでラジオ体操をし

てそうじをしたり運動をしたりなかよくすごしています。一年後には、○○作業所に元気に頑張って過ごしています。路上生活時代ではいやなこ

ともたくさんありましたが今は、そういうことはありません。仕事も一生けんめいしています。○○作業所では作業、卓球、体操、ダンスなど頑

張って生きています。路上生活時代ではごはんやふろもできませんでした。今はごはんも風呂もできています。ホームレス時代では北九州市内や

福岡市内を中心に寝泊まりをしていましたが、あまりいいことがありませんでした。学校は小学校の時は 4 年生まで小倉北区、５，６年の時は八

幡西区に行っていました。中学校の 2 年生の 2 学期から筑後市に転校しました。高校は養護学校に行っていました。今は元気でやっています。も

う路上生活はいやです(10 年以上前) 

No.1168   6.判断が出来ない・その他/60 代/⼥性/療育手帳(知的)/本人 

つらいおもいはありません。でもきょうだいわ九人です。1 ばんすえっこだから二ねんかんで２たりが、てんごくにいきました。 

わたしは６０おこえて、さきのことおがんかんこわくなります。としおとかんがえるとこわくなります。わたしはつよくなるために、みんなとた

のしくてをつないでくやしいことをすてています。 
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No.1169   未分類/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

こちらが予測・予想して遠慮したり避けたりすることがある。これも”不利益” 

No.1170   未分類/30 代/⼥性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障がい)/父/⺟ 

高齢者の集まる場所・施設等との共同空間ももっとあっていい 

No.1171   6.判断が出来ない・その他/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/父 

散歩に行った時に 10 代前後の人に、ごく自然に「どうかあると？」と聞かれたことがありました。（その時、不愉快な思いはしませんでした）

(10 年以内) 

No.1172   5.無理解・偏⾒/10 代/男性/療育・⾝体障害者手帳/父 

まだバギーに乗っていた頃、スーパーの買い物中、年配の男性に本人の顔を覗き込み「まだこんなもんに乗っている」といわれた。たぶんベビー

カーと思われたのでしょうがいやな思いだった。(10 年以内) 

No.1173   6.判断が出来ない・その他/40 代/男性/療育手帳(⾃閉症)/⺟ 

親の立場から。子供が小さい時からくらべたら、随分と周囲の理解がなされてきました。が、本人が大人になるに従って、別の意味でいろいろな

問題があり、親としては気が休まらない毎日です。相談したりする事はありますがやはり大変です。 

No.1174   5.無理解・偏⾒/30 代/男性/療育手帳(知的障害)/⺟ 

本人一人でいる時（バス通勤等）の間に多少嫌な事はあったと思いますが、本人はそういう事に関してあまり感じない所はあると思います。一見

してすぐ障害があるとはわからない容姿なので、様子を見て「やっぱりね！」とか「おかしいやろ」という言葉を聞く事は多少あります。(10 年

以内) 

No.1175   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

横断歩道で立ち止まったり、前に行くかと思ったら後ろに下がったりとスムーズに渡れず、車からクラクション鳴らされ興奮。暴言はかれ更に興

奮。(10 年以上前) 

No.1176   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(⾃閉傾向にある知的障害)/⺟ 

スクールバスを待っていたら、自転車に乗ったおばさん（おばあさん？）の暴言はかれた。(10 年以上前) 

No.1177   4.暴⾔・嫌がらせ（ハラスメント）・虐待/10 代/⼥性/療育・精神保健福祉手帳(知的)/本人 

一人一人の障がいのことを理解してほしい。(10 年以内) 

No.1178   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

私は聴覚障害者ですが、一般人との会議や病院などでのやり取りで手話通訳者がいるとコミュニケーションが保障されます。しかし、手話通訳者

がいなければ、どこでも周囲の人たちとのコミュニケーションができず、また駅や街中の電光掲示板では十分な情報が得られないため、コミュニ

ケーション・情報保障の面で困難を感じています。(10 年以内) 

No.1179   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害者)/本人 

コミュニケーション自体があまりない。(10 年以上前) 

No.1180   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

7 才の時車（ﾄﾗｯｸ）にぶつかってケガをした。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1181   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴覚障害・音声⾔語の喪失)/本人 

若い人が多くろうの友達も少ない。(10 年以内/10 年以上前) 

No.1182   6.判断が出来ない・その他/70 歳以上/男性/⾝体障害者手帳(聴⼒障害者)/本人・夫 

全ての障害者は尊い生命であり、又は神から与えられた者。決して復讐はしない。しかし回りの人々は偏見が目につく。不慣れなコミュニケーシ

ョンがそこにある。ろうあ者に対して「あなた！聞こえないでしょ！」くり返し言われるのは嫌です。(10 年以上前) 

No.1183   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【親】本人への支援として「切れ目のないフォロー」は行政には理解されていない。 

No.1184   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【親】兄弟児への不当扱いもある。 

No.1185   6.判断が出来ない・その他/20 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(てんかん・⾝障２⇒脳挫傷に伴う左半⾝マヒ及び下肢機能障害（歩けない）)/本人 

【親】先天的疾患に伴う障害保持者は決して本人が望んで誕生したものではないことを「社会の一員です」 

No.1186   6.判断が出来ない・その他/30 代/⼥性/⾝体障害者手帳(⾝体障害)/本人 

無視されたり、セクハラ(10 年以内) 

No.1187   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/精神保健福祉手帳(アスペルガー症候群)/本人 

○場の空気が読めない ○冗談が通じない ○苦手な仕事がある ○苦手な勉強がある ○苦手な家事がある(10 年以上前) 

No.1188   6.判断が出来ない・その他/50 代/無記⼊/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

今にいたらば、次範囲を考えることができるわけで、そのことをわからずしゅけんもつことなかれ。(10 年以内) 
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No.1189   6.判断が出来ない・その他/50 代/無記⼊/精神保健福祉手帳(統合失調症)/本人 

自分一年のプライベートをわかってもらうこと 

No.1190   6.判断が出来ない・その他/30 代/男性/療育・⾝体障害者手帳(脳性麻痺による四肢体幹機能障害)/父/⺟ 

子供が大きくなり(３０代)、介護している家族(両親)も５０代で年をとり大変になってきた。特に母親、力がなくなり抱き上げたり車椅子に座ら

せたりするのがきついです。３６５日休むことなく子供の面倒を見なくてはいけません。将来が心配です。親は病気もできません。自分の子は医

療的ケアが必要で、ショートステイも限られた所しか利用できません。親が元気なうちに、子供を安心して入所できる所を望みます。 

No.1191   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

いやな思いをした。(10 年以内) 

No.1192   6.判断が出来ない・その他/60 代/男性/⾝体障害者手帳(視覚障害)/本人 

悔しい思いをした。(10 年以内) 
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アンケート回答者からの地域・社会や周囲の人に対する願いなど 

設問：周りの人や地域・社会の人に理解してもらいたいことや協⼒してもらいたいことをご記⼊ください。 

凡例 No.  年齢/診断名/回答者 

願い 

No.1/60 代/感音性難聴/本人 

聴こえない事は見えない障害。補聴器をつければ誰でも聴こえる訳ではありません。大事な事は書いて伝えてほしい。 

No.2/60 代/知的障がい/本人 

（施設ににいない時）①急病になった時は、ぼくのために救急車を呼んで下さい。②ギックリ腰など体を痛めた時に手助けしてもらいたい。 

No.3/20 代/知的障害/本人 

自分から話しないので、困っていると思ったら助けてほしい 

No.4/20 代/ダウン症/⺟ 

町の中で何か困ってもじもじしていたら、優しく声かけをしてほしいです。言葉でうまく伝えられないかもしれませんが、わかってほしいです。 

No.5/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

親が見ていないところで、いじめられたり、本人が変なことや悪いことをしていたら教えてほしい。一人で歩いていたら声をかけてほしい。普段

からあいさつをしてほしい。 

No.6/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

一人で外出している時、災害にあった場合助けてほしい。 あいさつなど声をかけて欲しい 

No.7/30 代/ダウン症/父 

多様な人間が共存できるように、障がいがあってもそれを認めて共に生活できるような精神的なゆとりをもっていただきたい。 

No.8/20 代/精神遅滞/⺟ 

普通に接してください。普通が一番難しい事ですが、挨拶の声掛け、気になる言動への対応、普通にお願いします。 

No.9/20 代/知的障害 A・ダウン症/⺟ 

障がい者が話しかけてきた時は、やさしく（ゆっくりと低い声）答えてほしい。困った様子で話しかけられた時、言葉が不明瞭で意味が解らない

時は、連絡できるもの等持っているかどうか聞いて、持っていたら家族・施設に連絡をお願いしたい。パニック等（興奮したり、大声を出し車内

で立つ）起した時は、見守りで落ち着くのを待ってほしい。 

No.10/20 代/脳性マヒ（メンケス病）/⺟ 

声を出してお願いした時に応えて欲しい。（地域の中で確立できました） 

No.11/60 代/視覚障がい/本人 

1.公共施設の入り口に音声表示を付けてほしい。2.すべての金融機関で職員による代筆ができるようにしてほしい。3.バス停でのバスの音声での

行先案内を聞きとりやすくしてほしい。4.歩道での自転車走行を警察でもっと厳しく取り締まってほしい。 

No.12/50 代/精神障害・統合失調症/本人 

精神障害について目をそらさないでほしい。自分や自分の家族の身にも起きることとして考えて欲しい。忌み嫌わないでほしい。 

No.13/10 歳未満/広汎性発達障がい/妻 

進路を考えるときに悩んでしまい、幼稚園・保育園に通えるように専門の先生や受け入れをしてほしい。 

No.14/20 代/発達障がい/妻 

親が近くに居なくて、困っていたりしたら、話しかけてほしいです。 

No.15/10 歳未満/精神遅滞/⺟ 

町内会の役員等、夜の出ごとに出席が難しいため協力しながらも相談してほしい。（やる気がないという風に思われ居づらい） 

No.16/10 歳未満/発達障がい/父 

難しいとは思うが病院で少しの時間で良いので障がいの子がいける時間帯があれば助かります。 

No.17/30 代/広汎性発達障害/⺟ 

障害についての知識・理解 

No.18/10 歳未満/広汎性発達障がい/⺟ 

小児科以外でもお医者さんや看護士の方たちにもっと見えない障がいについても知ってほしいです。 

No.19/10 歳未満/診断名がついていません/⺟ 

もし、行方が分からなくなった時など捜索しやすいように近所にはこんな子も住んでいるという事をわかってもらえていたら良いと思います。 
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No.20/10 歳未満/自閉症スペクトラム/⺟ 

もっと発達障がい者の事を知ってほしいです。 

No.21/10 歳未満/知的障がい・自閉症/⺟ 

温かいめで見てほしい。ちょっとした声かけで気分が変わる事もよくあるので声をかけて下さい。（かんしゃくをおこした時） 

No.22/10 歳未満/広汎性発達障がい/⺟ 

発達障がいのことを理解してほしい。 

No.23/60 代/フリードライヒ氏病による四肢経性マヒ/本人 

障がいがあるからと気を使わずに普通に接してもらいたい。 

No.24/20 代/自閉症・知的障がい/⺟ 

本人がわかるわからないにかかわらず声かけをして欲しいです。 

No.25/60 代/聴覚障害（難聴…感音・伝音混合）/本人 

「筆談表示板」が銀行、郵便局、駅などにも置かれるようになりました。話の内容を要約してメモ帳かホワイトボードに書いてあげることです。

病院の外来でもそうですが、筆談してあげるのが面倒だと思う人が多い。（表情に出る）こちら側としては、気持がわかるので、依頼しにくいの

で、結局話の内容が中途半端できちんと理解出来ず間違いのもとになります。 

No.26/50 代/感音性難聴/本人 

人間は言葉によってコミュニケーションをとるもので、その言葉が理解できない（聞こえないのではない）難聴者は、人の会話に参加できない。

内容を聞くと、「たいした事じゃない」といわれる。そのたいした事を聞きたいのです。 

No.27/60 代/感音性難聴/本人 

耳元で大きな声でどならないで下さい。書いていただくのが一番わかります。 

No.28/70 歳以上/難聴/本人 

難聴者や高齢者に正しい内容を伝える為には、紙に書いて欲しいと思います。 

No.29/60 代/両・感音性難聴/本人 

最近は「難聴ですので筆談を」と言えますが、気持ちよく受けてくださる方もいますが、まだまだひかれます。はい、と言って受けてもらえるよ

うに地域社会に啓発が必要だと思います。 

No.30/20 代/ダウン症/父 

障がいのある人についての理解を深めて欲しい。障がいのある人に対して優しく優先するような排除しない社会にしてほしい。 

No.31/10 代/知的障害/⺟ 

知的に障がいをもつ人は、嫌な思いをしても自分で伝わる表現で訴えることが難しいことや、又、差別を受けていることがわからないことがある

ことを理解してほしい。親でも見ていない所で差別されていると本人からの訴えや説明がないので”わからない”ことが多い。「変な人」や「困

る人」ではなく「困っている人」と理解してもらい、差別感情をなくす（減らす）ようになってほしい。 

No.32/60 代/頸椎損傷/本人 

車イスで移動することが多いのですが、路面の凸凹や段差があって通りにくい道が多く大変苦労します。そんな時、車イスを押してくれたり、歩

道を横切る際、車を止めてくれたりしてもらえると、外出する時の不安が軽減されるのですが。※以前に比べると声をかけてくれる人が増えてき

ました。 

No.33/50 代/両上肢障がい/本人 

私は一見障がいがあるように見えにくく、特に協力をお願いする事はないので、精算したり、手の動作時に後ろの人からクレームが来る事があ

る。 

No.34/10 歳未満/広汎性発達障がい/⺟ 

私の息子は自閉症の一種「広汎性発達障がい」と診断されました。調子の良い時、落ち着いている時は普通とそう変わりません。見た感じもわか

らないと思います。私も息子の障がいは、本や専門家の話などの情報で日々勉強中です。「愛情がない」「仕事をしてほったらかし」「家庭崩壊

しているから」「子どもは親の鑑」。一般的に子どもによくないという親の行い＝障がいになったというのが間違いだと理解して欲しいです。そ

の様な言葉が、親の私たち（特に母親）を苦しめています。医療機関では、すごく理解して協力して頂ける所と、そうでない所の差が雲泥の差で

す。障がいをカミングアウトしてなくても、先生が気づかれて母親の私を気遣ってくれる先生もいらっしゃったのも事実です。走り回ったり奇声

をあげる子どもがいても「親のしつけがなっていない」と親を説教するのではなく、親や祖父母が一生懸命に対応しているのであれば「頑張って

いるね」と言ってほしい。 

No.35/10 代/レンノックス症候群（てんかん）広汎性発達障がい/⺟ 

ある近所の小学生の子が急に遊びにこなくなり、本人に聞いてみると「お母さんが、あの子と遊んだらダメ」と家庭で話してあったらしく、すぐ

近所なのでショックだった。近所の大人の方々はあまり近寄ってくれない・・・もう慣れましたが。 

No.36/50 代/外傷性てんかん/本人 

1.てんかんという病名の正しい認識を持ってもらいたい。突然に泡を吹いたり、倒れたり、あばれだしたりする行動に対して、きちがい病、近づ

くとうつる。のろいやたたりが有る者と見られていて ２.てんかんという病気の正しく理解してもらうための、行政の指導が必要です。てんか

んですと告知すれば、すぐに解雇です。隠さないと生きていけません。3.てんかんという事を隠して生きていかなければ、働くことにおいても,
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全て受け入れが無く、自分一人で生きなければならない。つらく苦しい事です。4.現在、健康な人でも、いつてんかんが起こるか分かりません。

特に障がい者にはもっと理解が欲しい。 

No.37/30 代/スタージ・ウェーバー病/本人 

精神障がい者も身体障害者も一人の人間なのだから、精神障がい者は身体障害者と比べて「変だ」とか「おかしい」とか偏見の目で見る人たち、

社会があります。でも、精神障がい者も感情をもった人間なのです。障がいを持って生きるという事はそれだけでも意味があるのだと思います。 

No.38/50 代/てんかん/本人 

てんかんを知らない人が多すぎます。誰でもがてんかんについて正しく知っておくべきです。てんかんはありふれた病気です。てんかん患者は１

００人に１人。全国に１００万人以上です。福岡市の場合、人口１５０万人とすると１５０００人くらいのてんかん患者がいることになります。

その中には他の障がいがなく、てんかんだけの人、薬で発作が落ち着いている人などてんかんであることを隠している人がたくさんいるはずで

す。この社会、てんかんであると言えば誤解され差別されることになりますから。 

No.39/40 代/脳性まひ・言語障害/本人 

地域の人からは大変信頼されており、あなたに聴けば何でも早く解決が早くて嬉しいと言われた時が、自分にも自信が持てました。 

No.40/60 代/両感音性難聴/本人 

民生委員の人格の向上につとめてほしい。 

No.41/60 代/網膜剥離/本人 

福岡空港国際線男子トイレ使用中、入り口のドアが閉じ（自動）ドアの開閉ボタンに点字表記がない。高速バス、トイレ（流す）のボタンに点字

表記がない。JR 駅正面入口で音サインは流れているが、重なる様に多方面から音楽が流れており、せっかくの音サインがわかりづらい。私鉄と

JR のカードの共通化をしてほしい。 

No.42/60 代/白内障/本人 

外で見かけたら声を掛けてください。自分からあいさつできないので、相手の人が名前を言って声を掛けてくれるとうれしいです。 

No.43/50 代/精神障害・統合失調症/本人 

特定の人を排除する社会はもろい社会だと言われるが、そのことを理解してほしい。精神障害者は、まれに事件が起こることがあり、理解を得る

には地道な努力がいる。精神障がい者の実際の姿をまず、知ってほしい。精神障がい者に関心を持ってくださる地域住民も少なからず存在する。

「私たちに何ができますか？」と言ってくださる市民もいる。彼らが学ことができる機会、特に当事者の体験談などが聞ける機会を提供し、理解

の輪を広げて欲しい。 

No.44/20 代/ダウン症 難治性てんかん/⺟ 

学校時代（特別支援学校小中学校まで）は、地域の学校と定期的に交流し、さらに子ども会などにも入会し、地域の方々と触れ合える接点があり

ましたが、卒業してしまううと（１８歳以上）関わり合いを持てる場がほとんどありません。近所の方には挨拶するだけでそれ以上の関係を築け

ていません。声かけあえる関係が今はありません。一緒にいる母（私）に声かけ、本人に目線を向けられますが、近所の方はなかなか息子に声か

けするのはよくないことだと又は、どう声かけていいかわからないと思っていられるようです。 

No.45/30 代/脳性まひ/本人 

補助犬と外出している時に勝手に補助犬をなでたり、声をかけたりされると犬の注意がユーザー以外に向き（仕事に集中できず）補助犬・ユーザ

ー共に危険です。まずはユーザーに声をかけてください。 

No.46/40 代/視覚障がい（全盲）/本人 

差別の禁止とは、障がいを理由に拒否、拒絶、排除を否定し、一緒に感じ、考え、行動していく最初のスタートだと思います。そのため、障がい

のある人や団体のみならず、いかに地域の一般の人を巻き込んでいくかがとても大切だと思います。障がいを個人の問題ではなく、私たち地域社

会全体の問題であることをいかに普遍化し、今は障がいを感じていない人にも、わかりやすく理解し、実感してもらえるような、前提となるまち

づくりのビジョンが必要だと強く思います。 

No.47/60 代/視覚障がい 網膜色素変性症/本人 

視覚障害は情報障がいであり、現在ではＩＴを活用して教育や就労に大きな可能性があることの理解を求めたい。 

No.48/50 代/聴覚障害/本人 

鳥取県や石狩市において「手話言語条例」が制定されました。福岡市もこれに続いて制定していきたい。皆さんの協力をお願いしたい。（市議会

で可決、成立を求めます） 

No.49/60 代/両感音性難聴/本人 

福岡市でも「手話言語条例」を制定していきたい 

No.50/40 代/聴覚障害者/本人 

聴覚障がい者がいる職場や建物などに視覚的に分かる、情報アクセスできるよう、設備してほしい。例えば、アナウンスなどの情報を流したら、

テレビやディスプレイ、ｉｐａｔなどを使って、情報提供するといった方法で聞こえる人も聞こえない人も平等に情報を得ることができる。公共

機関で働く人たち全員が挨拶やいつも使う言葉だけは手話を覚えていただきたい。単に手話を覚えるだけえなく、聴覚障害という特性のそのもの

を理解していただくよう、お願いしたい。 

No.51/30 代/感音性難聴・先天性心臓機能障がい/本人 

・手話を生かせ、手話で会話ができるような、また手話に理解がある社会を作ってほしい。・障がい者にとって暮らしやすい社会はハード面だけ

でなく、ソフト面での大きな理解が欠かせない。・「障がい者だから出来ない」という考え方は捨て去ってほしい。障がい者だからこそ、それを



81 

 

カバーする配慮（耳の聞こえない人には手話での会話、マナーを教える雰囲気など）を付け加えることで、通常の人と同様にできる。少しでもそ

の「配慮」をすることの優しさを持ってほしい。 

No.52/60 代/両眼視神経委縮/本人 

誰もがいつ担うかわからないこの障がいを 皆さんが自分のことと受け止め、かわいそうだという意識がとりのぞかれてこそ差別のない社会だと

思う。 

No.53/30 代/知的障害/⺟ 

知的障がいの息子の行動が周囲の視線を集め、いやな思いをすることがあります。なぜか車椅子で公園に行った時には子どもたちが挨拶してくれ

た。嬉しく思いました。同じ障がいなのに知的と身体との対応の違いを感じました。 

No.54/50 代/視覚障がい/支援者 

自分のこと、自分の仕事のことだけに気をとられて、まわりにいる人、高齢の方や障がいのある方もいるという当たり前ののことを理解してほし

い。 

No.55/20 代/視覚障がい/その他（通所事業所職員） 

いつも周りに迷惑を与えている気がして、どのように対処していいかわからないので、福祉関係の行政の専門の方から改善して欲しい。 

No.56/40 代/精神障害・統合失調症/本人 

精神障がいは誰にでも起こる。特別なことではないことを理解してほしい。大人だけでなく学校の教育でも少しでも学んでほしいと思う。 

No.57/30 代/統合失調症/本人 

障がい者への差別は無知からはじまると思うので、義務教育の中に障がい、特に精神障がいの教育を取り入れてほしい。そうすることで、病気の

症状が出たときに知識があれば、早目に病院にもかかれると思う。 

No.58/30 代/身体表現性障がい/本人 

精神障がい者に対する偏見をなくし、精神障がいに対する理解に興味を示すようになってほしい。 

No.59/40 代/知的障害/本人（代筆 父） 

友人が少ないし、また出来ても長続きしないので、いろんなサークルがあるとよい。 

No.60/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

あたたかい優しい目での見守り 

No.61/30 代/精神発達遅滞/⺟ 

見守ってほしい 

No.62/30 代/知的障害/⺟ 

知的障害の人にも一般の人は関心を持って理解してほしい。障害の人も一つの個性という位に考えて、あまり奇異な目で見てほしくない。 

No.63/40 代/知的/本人・父・⺟ 

地域の民生委員の方がみえて、災害の時にはどこに避難するか、どのようにしてそこに行くか，廻って見え、よく理解してくれるように障害者が

いるということをアピールすること（自分たちが）が大事かなと思いました。、 

No.64/40 代/知的障害/⺟ 

地域の中でほんの少しの顔見知りであってもちょっとした声かけや見守りがとてもありがたいことだと思います。地域の学校に通学していません

ので、本人を知る人が近所にいないこともあり心細いものです。 

No.65/40 代/知的障害/本人 

私たちの作品をたくさん買ってほしい。 

No.66/40 代/統合失調症/父 

精神障害者は「こわい人」ではないということ、本当は大変やさしい人なんだということを知ってほしい。 

No.67/60 代/統合失調症/⺟ 

障害者はもちろん、家族・苦労しています。障害者（三障害）に対しての関わり方、行動、言動の勉強してほしい。 

No.68/40 代/統合失調症/本人 

この病気について、少しでも興味を、目を向けてほしい 

No.69/30 代/統合失調症/本人 

私の場合、障害をもったのが、後天性のものだったので、また、疾病による障害であるため、自分自身が障害者になったことを受けとめきれてい

ないのです。周りの人の勧めを素直に聞いて、なんとなく流れに沿って生活してきたら、現在の状況になっていたということ。ですが、意外と生

活に充実感があるのです。それなりに暮らしぶりに満足しているということ。 

No.70/20 代/統合失調症/本人 

障害をもっている人の働く場所を増やしてほしい。 

No.71/30 代/精神/本人 

お金で解決しないなら生き方、人間同士の出会いの場でも与えてくれたらと思う。また、楽しいことで空虚感を埋めてくれてもいいとも思う。 
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No.72/30 代/統合失調症/本人 

「きつい」と言っても「怠ける」と思われる。一日中起き上がれないこともあるので少し心配りをしてもらいたいと感じる時もある。 

No.73/40 代/統合失調症/本人 

一般の会社でバイトとか社会にでても、そのおじさんがまた家にやってきて、今どこで勤めてるとか聞かれて一般の就労ができなかったらどうし

ようと思います。施設で訓練させてもらっているから今回はよかったんですけど、早く家から離れて施設に行って、仲間に会いたかったです。と

そんな風に 2014 年 6 月 2 日には思いました。 

No.74/40 代/統合失調症/本人 

この障害を少しでも理解していただいて、社会で自分たちでもできることで社会参加したい。 

No.75/50 代/パニック障害・不安恐怖症・うつ病/本人 

この障害（病気）の知識を皆さんに知ってもらい、偏見なく気軽に話や相談できるようになってほしい。 

No.76/30 代/知的障害・発達障害/本人 

お互いの事もっと理解してほしい。怒鳴るとか、怒るとか、指摘をやめて欲しい。ビビって余計パニクってしまう。それでも頑張って生きてるの

でわかってほしいです。 

No.77/50 代/口がどもる/本人 

もしバスや電車の中で見つけたらやさしく見守ってください。 

No.78/40 代/睡眠障害/本人 

人の考えることより、自分はアホだと最近思った。しまつにおえない人ですが、少なくとも必要な事と不必要なものを一緒に考えたらいいんじゃ

ないのかなと思う。 

No.79/50 代/知的障害/父 

何よりも日本では未だ福祉の土壌が脆弱。小学校時代から福祉教育が必要で、人の尊厳を理解できる人間をできるだけ多く育てることが肝要と思

う。福祉の土壌が脆弱のため、障害をもつ子どもをかかえる保護者は引っ込みながら、社会に溶け込めない点がある。残念ながら！ 

No.80/40 代/てんかん/本人 

てんかん症はいつ倒れるかがわかりません。僕が倒れた時に落ち着いて救急車を呼ぶなりしていただけたら有難いです。 

No.81/10 歳未満/知的障害・発達障害/⺟ 

①依然と比べ、マスコミ等で、“発達障害”の事を見聞きする機会は増えたものの、まだまだ誤解があると思いますので、正しく理解してもらえ

たらと思います。例）「きちんと療育すれば普通になるのに、親が何もしていないから、子供が●●なままだ」→療育は万能ではない。障がいは

一生治らない。発達障害は先天的な脳の障がいで誰のせいでもない。例）通常学級にいる発達障害の親子に「迷惑。親は障害を認めて特別支援学

級/学校へ入れたらいいのに」→知的障害のない・軽い子は通常学級へ入るしかなく、週１回の通級指導教室も１８０人希望して６０人しか入れ

ない狭き門である現実を知ってもらいたいし、市には早急に通級や情緒級等の整備をしてほしい。②「人にはそれぞれ見ただけでは分からない事

情がある」ことを知って、“普通”とは違う人に対して「温かいスルー」をする寛容な社会であってほしいです。例）街中で大きな子がベビーカ

ーに乗っているのを見て「こんな大きな子は歩かせないと」と注意される。→歩けないお子さんかもしれないし、多動があり危険だからベビーカ

ーに乗せているのかもしれない。③単独通園施設と幼稚園・保育園の“並行通園”を実現してほしいです。・福岡市では２歳障害児の数は、３歳

児から“専門の単独通園施設”へ入れるか？“一般の幼稚園・保育園（センターでの療育は年間７回程度）”か？という、両極端な二者択一の選

択を下さなければなりません。・横浜市では、昭和６０年の療育施設第１号開所以来、幼稚園・保育園との“並行通園”を実施しています。・

“並行通園”とは、担任からのアドバイス＆親の希望によって、単独通園施設（数４日）：幼稚園や保育園（週１回）など組み合わせられる通園

スタイルです。横浜では単独通園施設内に“毎日通園クラス”と“並行通園クラス”を設け、発達に応じて通園スタイルを毎年見直すことができ

るようになっています。・発達障害時にとって２歳児親子通園→３歳児幼稚園/保育園/５歳児単独通園→地域の小学校（支援学級・通級・普通

級）など、特別支援のある環境→いきなりダイナミックな環境へ入るのは多大な負担がかかります未就学児のことから並行通園で徐々に統合保育

を経験することで、小学校生活の適応が変わるのではないでしょうか。 

・また、統合保育は健常児にとっても、幼い頃から「社会には色々な人がいるんだ」と知る体験となります。・障害者差別をなくすためには、小

さな頃からの「共に過ごす体験」と「教育」が不可欠です。統合保育は、小学校以降の統合教育の成功、ならびに共生社会の実現へと導くものと

思いますので、ぜひ段階的な社会適応を可能とする“並行通園”を実現して頂きたいです。 

No.82/10 歳未満/広汎性発達障害・自閉症/⺟ 

「障害者」が日常生活に関わらない人は、実際に接する機会を持たない限りどのような対応をすべきかとまどうことがあると思います。幼い頃か

ら接する機会を持てば、障害者に対する理解を持った大人が増え、自然と障害者に理解ある社会が形成されていくのではないでしょうか。 

No.83/10 歳未満/知的障害/⺟ 

周りの人たちはもちろんですが、実際理解をしなくてはいけない施設につとめている方（職員）が理解してない方…とてもじゃないけど言えない

書けない方がいらっしゃいます。（ごく一部の方）そんな方々に理解・協力して（書いて）いただけるんでしょうか？ 

No.84/10 歳未満/発達障害/⺟ 

見た目だけだと一見障害者とはわかりづらく、親のしつけがなってないなど思われてつらいです。理解してほしいとは思いませんが話を聞いてい

ただけるだけでありがたいです。 

No.85/10 歳未満/ダウン症候群/⺟ 

・一時預かりや、サークルなど 増やしてほしい。南区は（区役所・保健所）ダウン症児サークルが無い。・地域で勉強会や講演会を多数開催し

てほしい。・公民館に専門の参考資料を置いていただくとか、地域掲示板を利用する 
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No.86/10 歳未満/脳性麻痺/⺟ 

タクシーを使った時に療育手帳がある事を伝えるのですが、手帳自体がわからない事しかなかったので障害者手帳と同じくらい認知してもらえれ

ばと思います。 

No.87/10 歳未満/発達遅延/⺟ 

ダウン症、自閉症について 中学や高校で学習する時間を作ってほしい 

No.88/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

発達障害に関しては、我が子もそうですが、言葉が少なかったり、人前でうまく元気に挨拶ができなかったり、お礼を言うことができなかった

り、偏食であったり、一見してしつけのせいに見える代表的な行動について、身に着けさせるのが人より困難であることを広く認知してもらいた

いと感じます。 

No.89/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

最近でこそ「発達障害」という言葉もよく耳にするようになりましたが、今までの自分がそうであったように、どんな障害で、どういった特徴が

あって、どう接したらいいのか。ほとんど知らないことが多いと思います。生まれつきの脳機能の障害で、育て方や育ち方に関係なく、コミュニ

ケーションなどがうまくいかなかったり、一部の発達がアンバランスであったりする人がいる。ということを、もっと小さな頃から当たり前のよ

うに知っている社会になってほしいです。 

No.90/10 歳未満/自閉症スペクトラム症/⺟ 

自閉症の正しい知識をもっと多くの人に知ってもらいたい 

No.91/30 代/自閉的知的障害/⺟ 

障害者は瞬時に動けない。大きな声で言いたいのは、自転車はルールを守れ！原則車道。自転車にたいして甘すぎる。なんとかしてほしい。 

No.92/30 代/脳性麻痺による四肢体幹機能障害/⺟ 

障害がある自分のこども３０代と車椅子に座っているお年寄りの扱いがちがうのがわかりません。お年寄りはいろんな対応があるみたいですが、

障害があるというだけで入院先をさがすのが大変になります。よく肺炎になり、より重くなり入院が必要になると心配です。 

No.93/10 代/低酸素性脳症/⺟ 

移動が一階だけでもエレベーターを何度も待つのでエスカレーターが可能な方はゆずってほしいと外出のたびに思います。 

No.94/40 代/脳性マヒ/本人 

・車、自転車の路上駐車は、車椅子での移動時、怖い思いをします。停めないで欲しい。・高校生の自転車走行が怖い。（歩道をスピードあげて

走行している）降りるかスピードを緩めて欲しい。・店舗内の車椅子で移動は、狭く商品に手があたりそうな所もある。買い物を楽しみたいので

配慮してほしい。 

No.95/60 代/上下肢機能障害/本人 

独居者に１月１回で良い電話で安否を！（特に民生委員（障害者担当）） 万一の災害の時、退避方法、先は？（その方法の確立を） 

No.96/20 代/脳性麻痺/⺟ 

障害児・者を見かけたら目を背けないで、自然に声かけをしてもらえたら本人達も嬉しいのではないかと思います。外に出ようと思う気持ちが出

てくるのではないかと思います。 

No.97/20 代/プラダーウィリー症候群・発達障害/⺟ 

フレンドホームの指導員の方々やピアサポートの方々に助けていただき感謝しております。本当に心からしっかりサポートして下さり私どもも頭

が下がります。 

No.98/10 代/染色体異常による両上下肢機能障害/⺟ 

いろんな場所でよく感じることなんですが、階段のかわりにスロープを使えるように設置してある所が増えているのは確かなんですが、「とりあ

えずスロープもありますよ」という感じがする所が多々あります。スロープで扉の前まではいけても、誰かが扉をあけてくれないと、入れない状

況だったり、ものすごくスロープが急だったり、かなり遠回りだったり・・・。もし、仮に車椅子の方が一人で移動してる時だったら大変だろう

なと思うことがよくあります。歩道を歩いていても同じです。段差や斜めになった所や・・・。絶対に自分が車椅子で通ることを想定していない

工事だなと思っています。１対１で接する皆さんはすごく親切な方ばかりで、たくさんの方に感謝して生活していますが、「対物」になった時に

は親切な造りではないなと感じるが、まだまだあります。それを設計したり造ったりしているのは人なのに残念です。 

No.99/10 歳未満//⺟ 

行動や理解に時間がかかる事を知ってもらいたい。一人で歩いている（遊んでいる）時等は、場所を教えていただきたい 

No.100/10 歳未満/先天性水頭症/⺟ 

福岡県は健常で、かつ若者のエレベーターの利用率が高いと思います。教育の問題なのか、小学生～大学生くらいの活発な方もエレベーターを使

用し、さらに目の前にお年寄りやベビーカー、車椅子の方がエレベーターに乗るために並んでいても、一旦乗った方は降りようともしない場合を

よく見かけます。東京ではあまり見かけないこの現状は、驚かされます。県民として恥ずかしいと思うので、学校や家庭、公共の場で正せるよう

にエレベーターは基本的に使わないという教育を広めてもらいたいです。 

No.101/10 歳未満/広汎性発達障害の疑い/⺟ 

発達障害についてもっとよく知ってもらいたいです。見かけは普通なので、周りの方から理解されずに、子どもや親は心ない言葉や変人を見るよ

うな目つきに苦しめられています。特徴ある行動を「おかしい」とか「親の育て方が悪い」とかではなく、その子の個性として温かく見守って頂

けると楽しく生活していけると思います。 
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No.102/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

今現在、理解してもらいたいこと、協力してもらいたいことはありませんが、今後、就学生活スタイルの変化によっては出てくるかもしれませ

ん。 

No.103/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

本人が３歳になっても歩けないことから、周りがあせってむりやり歩かせようとする所があります。私はゆっくりでいいと思っていて、できるこ

とからさせてあげたいと考えています。 

No.104/10 歳未満/脳性麻痺/⺟ 

ご年配の方に「この子歩けんの？」と本人を前にして言わないでほしい。障害が治ると思っている人がいるので、障害の本質のようなものを理解

してほしい。 

No.105/10 歳未満/自閉症/⺟ 

私も自分の子どもが自閉症だと分かるまで、どのような障害なのか全く知らなかったのですが、一般の方にもっと障害名や特性を知ってもらえた

らと思います。 

No.106/10 歳未満/ダウン症・心臓機能障害/⺟ 

障害はあっても、一生懸命生まれてきて、一生懸命生きています。健常児よりもたくさん辛いこともあり、制限もあり、耐える事、我慢すること

がたくさんあります。差別をしないでほしい。割けて考えないでほしいです。いつも近くでふれあっていれば、それが普通になり、こんな人だと

理解できるのではないでしょうか？だから、もっとふれあいの場を増やしてほしいと思っています。 

No.107/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

見た目にわかりにくい自閉症について理解してほしい 

No.108/10 歳未満//⺟ 

理解してもらうには時間はかかると思うので、こういう子が自分の地域にいるんだというのは分かってもらえたらなと思う。もし困っている、助

けがいるようだなと思うなら、勇気を出して声をかけてもらえるだけでも違うと思う。 

No.109/10 歳未満/自閉症スペクトラム/⺟ 

もっと障害の事を知ってほしい。特に、ぱっと見ただけでは分からない障害は、子供が大きくなるにつられて、変な目で見られたり、気持ち悪が

られたりすると思うので… 

No.110/10 歳未満/広汎性/⺟ 

・防犯 ・自転車の乗り方、条例などできているが、周知されていない ・信号なき所での衝突・トラブル 又、警察の来るのが遅い ・福岡市

は道が汚い。凸凹多く、段差多い（車椅子・ベビーカーへの配慮） 

No.111/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

障害にかかわらず、人間それぞれみんな違います。自分の物差しや思い込みで軽はずみな発言をするのではなく、想像力を働かせて思いやりの気

持ちを持てば、もっと気持ちよく生きられるのではないかと思います。 

No.112/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

「ダウン症」とは病名ではないという事。“病気”ではないので「ダウン症」自体は治らない。だけど関わりや療育で本人が持ってる力をどこま

ででも伸ばせるし、ものすごく個人差もあります。合併症が一つでもある方が多いのも事実ですが、全く何もなく元気に生まれてくる子もたくさ

んいるので、ダウン症を病名と思われる方々に個人差がものすごくあるので、一つのくくりでまとめずに、個人個人の話をよく聞いた上で、色々

判断して欲しいです。（特に保険会社の方々） 

No.113/10 歳未満/メビウス症候群/⺟ 

メビウス症候群と言う病気をたくさんの方々に知って頂きたい。日本に２００名ほどの珍しい病気です。主に顔面神経麻痺があるため、表情が乏

しいのが特徴です。 

No.114/20 代/アスペルガー症候群/⺟ 

見た目では分からない障害を持っている人がいる。ということを理解してほしいです。 

No.115/30 代/アスペルガーの自閉症/⺟ 

・外から聞こえてくる大きな声を怖がります。 ・何時間でも立ってバスなどを見ることが好き。 ・声（話し声）がよく聞こえて、本人にとっ

ては外出するときはヘッドホンが必要である。 

No.116/70 歳以上/視覚/本人 

乗り物の座席などとても気持ちよく代わってくれるようになり、とてもありがたく思っています。以前とは様変わり。役所の手続きの簡素化にい

てほしい。障害者が利用しやすいようにしてほしい。役所の窓口の対応が一番の問題。 

No.117/10 歳未満/ダウン症候群/⺟ 

わたしの校区では（他の校区はわかりませんが）支援学校（私立学校も）に入ると、町内子ども会リストには名前がはいっていません。他の知り

合いの方から紹介され、子ども会には途中入会しましたが紹介がなかったら、自分から障害のある我が子をつれて「子ども会に入りたいです」な

んて絶対に言わなかったでしょう。→是非支援学校に通っている子も、住民票から割り出して、子ども会リストに名前を載せておいてほしいで

す。 
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No.118/10 代/ダウン症/⺟ 

言葉で発信できなくても、理解のできている障害者は多いこと。 

No.119/60 代/１３番染色体異常による知的障害/⺟ 

老人や身障者に対する偏見より、知的障害の子供への差別がひどいように思います。学校の先生、保護者の方にこういう人もいるのだという事を

子供達に教えていっていただきたいと思います。 

No.120/20 代/知的障害・ダウン症/⺟ 

障害者が共に生活していると周知してもらうこと。必要以外に口や手を出して助けようとしないでほしい。ジロジロ見ないでほしい。一緒にいる

のに無視しないでほしい。 

No.121/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

保健婦さん、民生委員の方がダウン症について知識がなかったので、もっと勉強してもらえたら嬉しいです。新生児が生まれた家庭に訪問に来て

くださるのはありがたいのですが、特にアドバイスなどもなく訪問する事に意味があるのか？と疑問をもちました。 

No.122/50 代/ダウン症/⺟ 

困っている時に声をかけてほしいです。 

No.123/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

あいさつしたら返して欲しい。困っている様子だったら声をかけてほしい。 

No.124/50 代/統合失調症/本人 

病気に対する理解、病気になるって大変なんだという事を理解してもらいたい。 

No.125/50 代/統合失調症/本人 

統合失調症についての理解。なった本人はとてもつらいものだという事を理解してほしい 

No.126/20 代/強迫性障害/本人 

あまり助言やお説教を一方的に言わないでほしい。 

No.127/30 代/統合失調症/本人 

偏見を持たないでほしい 

No.128/30 代/統合失調症/本人 

病気の特性を理解してほしいし、人と比べるのではなく個人を見て欲しい。自分のいいところも気づかせてほしい。 

No.129/20 代/統合失調症/本人 

言語的に不自然な事があっても普通に接してほしい 

No.130/30 代/統合失調症/本人 

障害を持っている人と健常者を区別しないでほしい。 

No.131/60 代/てんかん/本人 

自分に時間あるので、働く場所など提供が欲しい 

No.132/20 代/統合失調症/本人 

病気の事を知ってほしい。正しく理解してもらいたい。 

No.133/40 代/うつ症（精神）/本人 

自分が動けなくなったときに、多くの周りの人にかかってもらえる。そんな世の中になっててほしい。 

No.134/40 代/統合失調症/本人 

交通の便をもっとよくしてほしい。 

No.135/50 代/統合失調症/本人 

とにかく差別をしないでもらいたいです。 

No.136/40 代/統合失調症/本人 

障害も個性と捉え、合理的配慮をお願いしたい。 

No.137/60 代/疾病による言語機能の喪失/本人 

現在で満足してます 

No.138/60 代/左中咽頭癌/本人 

今の所、周りの人たちが協力してくれています。 

No.139/40 代/高次脳機能障害/⺟ 

外見は障害があるのがわからないのに、話をすると同じ話題を繰り返したり、思っている事を押し通そうとします。そんなとき、これが障害なん

だと理解していただきたいです。 
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No.140/40 代/高次脳機能障害/父 

障害弱者に対し、もっと手厚い保護を願いたい。 

No.141/20 代/ダウン症候群/⺟ 

地域に住めば自然と障害の有無は分かること。奇異に見える子どもへの対応は「我が子、孫であればどう対応するか」と考え、ごく普通に接して

いただきたいものです。 

No.142/10 歳未満/ダウン症候群/⺟ 

気になったり怖がったりする気持ちもわかるけど、ジロジロ見たりしないで普通に接して欲しい。 

No.143/30 代/先天性水頭症/父 

・特に大きな災害時の支援体制の明確化。 ・公共施設（公園など）の段差の解消。 ・10 年くらい前に市の方にお願いしたが問題にしてくれ

なかった事があります。 

No.144/40 代/非定型精神病/本人 

自分の事ばかりじゃなくて目に見える不自由な人に目をむけ、これから先差別のない平和な日々をおくりたいものです。 

No.145/30 代/先天性骨形成不全症による四肢体幹機能障害/⺟ 

道路が整備された時に、歩道の１か所が片側にグッと落ち込んでいたので、車イスの通行に不都合だと申したのですが、以前から建っていたビル

の駐車場の出入りができなくなるからと、そのままになりました。最近、電動の方がそこを通る時、斜面の側へ前輪が動いたのですが、私が横に

いたので、すぐ止められまして、何事もなかったのです。このような道路は、どこにどう言えば良いのか？と思います。街路樹の根が盛り上がっ

て、とても通りにくい歩道が○○町にあります。景観も大切にしつつ、通行もスムーズであって欲しい。 

No.146/20 代/脳性麻痺/本人/⺟ 

我が家の場合、本人も私たち親もみんなの中で生活させたい…という希望だったので、こういう選択をしましたが、すごく勇気も気力もいる事だ

と思います。障がいがもっと軽い方でも、健常者の中では萎縮するという方もいらっしゃいましたし、その方は養護学校を希望されました。各々

の感が方、生活があるので、一律にみんなの中へ…といいうのではなく、本人や家族の希望する選択ができる社会になってくれたらいいなと思い

ます。 

No.147/40 代/知的障害者・身体障害者・交互性片マヒ/父 

すでに協力してもらっているが、紙上に記することはありません。 

No.148/40 代/てんかん性精神病・統合失調症/本人 

もっと精神障害者の人たちへの理解が欲しい 

No.149/10 代/ダウン症/⺟ 

言葉の発信が苦手でも、理解出来ている障害者は多いこと。面と向かって意地悪な言動をしなくても、存在しないような扱いをすることは十分差

別していることです。 

No.150/40 代/右半身麻痺/⺟ 

災害の時の避難は、無理かなと思ったりします 

No.151/40 代//父 

皆さんと対話が出来る機会があればと思う。住んでいる環境は全くの老人社会。積極的に対話できる所に出かける必要があります。努力はしてい

ます。 

No.152/30 代/統合失調症/本人 

障がいがあってもなくても、いきいきと暮らせる社会になってほしいと思います。 

No.153/20 代/レット症候群/⺟ 

災害があった時声を掛けてもらいたい。西方沖地震の際は給水タンクが破損したりエレベーターが止まったりしたが同じ階の方から情報をいただ

き対処が出来た。 

No.154/30 代/知的障害/⺟ 

地域の活動に参加する事によって、正しく理解してほしいと思います。 

No.155/10 歳未満/広汎性発達障害・軽度精神運動発達遅滞・てんかん/⺟ 

難治てんかんを患っているため、救急車で搬送することもあります。ご近所の方にはご迷惑おかけしますが好奇の目でみるのはやめてほしいと思

います。 

No.156/50 代/知的発達障害/⺟ 

何かにつけ、こだわりがあると云う事がなかなか理解してもらえない。言葉では分かっていても、例えば、どうしてきまった曜日、時間で電話が

かかって来るの、止めさせればいいのにと傍から言われますが、それが出来れば苦労しません。皆に迷惑かけて肩身の狭い思いをしています。 

No.157/50 代/聴覚障害者/本人 

国語力（日本語力）が不十分な聴覚障害者に、このアンケートの記入は困難です。手話によるアンケートを実施してほしい 

No.158/30 代/脳性マヒ/⺟ 

よく話しかけて欲しい（天気のこととか、何をしているのかとか） 
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No.159/70 歳以上//本人 

自治会・敬老会等の会合でも、要約筆記者が居てくれると助かる。そうでないと参加しても、ただそこに座っているだけで、様子、内容が分から

ないと、自然と足が遠のく 

No.160/50 代//その他（要約筆記者） 

私も含め、差別しているつもりはなくても、差別になってしまっていることは、社会の中に沢山あると思う。特に音声社会となっている現状を何

とか変えていける様にしてもらいたい。 

No.161/無記入//その他 

先天性の障がいでなくても、突然障害者となることはある。（質問から少し逸れるが）現在の学校教育は、よく知らないが、私の学生時代、学校

で差別問題を取り扱う同和教育週間はあっても、障がい者のことについて、皆で話し合ったりしたことは無かった様に思う。たまに、自分の兄弟

などに障害があるという人の作文が表彰を付けたりしている時に知る工夫であった。障がいを取り巻く環境や問題点など、体験させたり、積極的

に取り上げることにより、より理解を深め、今後の人材を育てていく。思いやりをもって行動する人を育てる必要があると思う。まずは〝知る”

という事が大事だと思うから。（質問の趣旨と違っていましたら、申し訳ありません。） 

No.162/70 歳以上/両感音性難聴/本人 

音声や言葉が字幕で表示できる電話機 又は 携帯電話がなぜ普及しないのか？今の技術だったら直ぐにできそうに思いますが。 

No.163/無記入//支援者 

社会は、どうしても健常者というのが前提のサービスや対応マニュアルとなっており、マニュアルにかいていない状況となった時、親切で配慮の

ある対応のできるような教育がなされていないと感じる。超高齢社会となるので、身体障がい者の方も増えてくると思います。 

No.164/無記入//支援者 

障がい者の方と同行していると、障がい者本人の買い物や用事だとわかっていても同行者に回答をしたり、選択を聞いてくる方が居ます。障がい

者本人の意思決定の重要さを理解してもらいたいと思っています。地域の行事、交流などにスムーズに参加できるような日々のお誘いや配慮が大

切だと思うので地域団体間での協力が必要だと思う。 

No.165/50 代/感音性難聴/本人 

筆談に快く応じてもらいたいです 

No.166/30 代/聴覚障害（感音性難聴）/⺟ 

聴こえにくい人、聴こえない人が結構周りにいるということ、筆談や分かりやすい話し方など、少しだけその方達に近づいて欲しいと思うし、も

っともっと耳マークと筆談セットが常に設置され、一般の人もよく知っている物になって欲しい。 

No.167/無記入//支援者 

聴覚障害者が筆談を希望した時は、進んで対応してほしい。難聴者は話せるが「聞こえない」ことを理解してほしい。 

No.168/10 代/広汎性発達障害/⺟/支援者 

様々な障害（目に見える障害、目に見えない障害）があると思いますが、身近に障がい者はたくさん生活している。（普段は支援校や施設に隔離

されている？）という事を一般の人にもっとしってほしい。一つ一つの障害について、もっと啓発すべきだと思います。特に自閉症スペクトラム

については、クラスの５％～１０％はいると言われています。親が気がつかなければ様々な問題が起きてきます。 

No.169/40 代//本人 

見下さないでほしい。傷つける言葉を言わないでほしい。 

No.170/50 代/肢体不自由/本人 

何か起きた時に、お手伝いしてもらう事 

No.171/10 歳未満/発達障害/⺟ 

・子供１１０番場所のアピール ・不審者情報開示の徹底（スピードアップ） ・あいさつ（子供があいさつしても、無視される方が多いので残

念がっています） 

No.172/60 代/聴覚障害者/妻 

災害時の情報が欲しいです。 

No.173/60 代/聴覚障害/本人 

災害時の情報を提供してもらいたいです。 

No.174/60 代/全聾/本人 

地下鉄で何かトラブルがあって、遅れる時、その情報が知りたい。それを知ることによって対応策をたてることもできるけど、今は誰も教えても

くれないし、こちらから聞いても、わかるようには教えてくれない。 

No.175/50 代/聴覚/本人 

耳が聞こえないと言うと、声を大きくしたり、耳に近付けて話しかけたりすることが多いので、聴覚障害者のコミュニケーションはいろいろある

ことを理解してほしい。（手話・筆談など） 

No.176/30 代/知的障害/本人 

尋ねたことに対し、優しく、わかりやすく対応してほしいです。 
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No.177/60 代/視覚障害/本人 

・目の見えない人が暮らしやすい社会は、他の人にとっても暮らしやすい社会と思うので、バリアフリーを進めてほしい。 ・いつ誰が障害者に

なるか分からないので、ひとごとと思わないでほしい。 ・無関心でいられるのはつらい。 

No.178/50 代/てんかん/本人 

発作が起きて、倒れたとしても、すぐに救急車を呼ぶことだけはやめてください。救急車を呼んだ人から、その人のメンツが立たないからと言わ

れ、病院へ運ばれて、嫌な思いをするのは私だけで十分です。本当に悪い時は、救急車を呼んでくれると助かるのですが、ほとんどの人は気が付

いているにも関わらず、その人のメンツが悪いなどの理由ですので、その事をお願いします。 

No.179/50 代/てんかん/⺟ 

見た目には障がいがあまり見えなくても、重症の人もいる。いちいち他に断るのが嫌なので、バツヂか何かあれば説明しなくても席を譲ってくれ

たり、行動が遅くても待ってもらえるのではないかと思う。 

No.180/10 歳未満/自閉症・精神運動発達遅滞/⺟ 

知的障害の子どもたちへの関わり方、どんな助けを必要としているのか。 

No.181/10 代/急性脳症による知的障害。後遺症によるてんかん/⺟ 

知的障害は見てわからない方も多いので、なかなか公共交通機関の利用がしにくい。端の方などに、そういうスペースがあるといいなと思いま

す。車イス用スペースのように・・・ 

No.182/40 代/側頭葉てんかん/本人 

「てんかん」で車の運転事故で世の中を騒がせた人はいるが、免許もとらず、頑張っている人もたくさんいる事、わかってほしい。どれだけ「て

んかんの発作」がつらいか実際なってみないと分からない。「てんかん」をバカにしないでほしい。 

No.183/20 代/てんかん/⺟ 

急には難しいと思うけど、偏見（差別）をなくしたい。 

No.184/10 代/自閉症/⺟ 

本人たちはとても素直な心を持っているので暖かい目で対応してほしい 

No.185/70 歳以上/聴覚障害/本人 

台風とか災害の時、通訳の人に来てもらいたい。息子がいないときは一人で不安。 

No.186/50 代/健聴者…支援者/本人 

情報補償の必要性について、職場や地域社会でも十分理解しえもらえるように、アピールして欲しい。周囲の理解がなければ、障害者は我慢し続

けて周囲に合わせた生き方をするしかない。 

No.187/50 代/聴覚障害/本人 

内部障がい者には専用住所用ステッカーを造って欲しい。（救急隊員にわかるよう）。小学校低学年までも専用ステッカー住所入り。有料でもよ

い。 

No.188/60 代/難聴/本人 

市全体で、色々な身体障がい者や社会的弱者への緊急な場合の対応の仕方の勉強と訓練をしなければなりません。差別を禁止する条例を作っても

何も変わりません。地域・社会の人達が各公民館やあらゆる所で（小中校大学なども）本気で勉強して実行しなければ解消にはつながりません。 

No.189/20 代/難聴/支援者・その他（知人の教え子） 

・カリキュラムを全員一律ではなく、ダイバーシティの観点から、個人の進捗に合わせた学習のすすめ方のオプションを教育側に準備してもらい

たい。 ・ボランティア等で、対応が進むよう呼びかけを募ってほしい。日本版の GAKKO は、要約筆記者の出番かも。 ・一律の規則は外すよう

対応。周囲も理解してほしい。 

No.190/20 代/脳性麻痺/⺟ 

家族が年を取った後の入所出来る施設・グループホームをもっと作って欲しいです。 

No.191/無記入/脳性マヒによる両上肢機能障害、両下肢体幹機能障害/⺟ 

自分の子どもは健常者やから、そんな事知らんとか思わず、いつ自分のところも、そうなるかもしれないという気持ちを心の隅でもいいので持っ

てもらいたい。子どもを見て見ぬふりをしないでほしい。 

No.192/50 代/脳性麻痺/⺟ 

あたたかい気持ちで見守っていただきたい 

No.193/20 代/ダウン症、頸椎症による両上下肢機能障害/⺟ 

障がいの為、地域の学校に通うとこが出来ずに、バスで通う支援学園・学校での生活が主でした。地域に友だちもなく疎外感を感じる日々でし

た。できるだけ、生まれ育った地域で一緒に成長を見守って下さる地域の人達と関わりたく、家族の応援で地域の行事や公民館のサークルに参加

しています。近頃は、近くを散歩していると声をかけてくれる小学生やおばちゃんが増えてきました。そのひと声が、家族にとっても、そして障

がいをもつ本人にとっても一緒にこの町に住んで生活していることを実感できる幸せなものと感じています。ぜひ、声をかけてほしいです。 

No.194/40 代/疾病による四肢体幹機能障害/⺟ 

体の不自由な人への接し方をもっと知って欲しい。その為には、情報伝達と接触が必要と思います。 
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No.195/30 代/四肢体幹機能障害・難聴/⺟ 

世の中には様々な人がいることや特別扱いしないこと家族で話しあって欲しい。 

No.196/20 代/筋ジストロフィー/本人 

車いすで行動しやすい町を作ってほしい 

No.197/60 代/ダウン症/⺟ 

地域の人に理解してもらうにはまず親が親しくなって（近所の方と）障がい児がいることを理解してもらうというより、自然とわかるように接し

ていけば、理解してもらえると思う。 

No.198/20 代/自閉症/⺟ 

外見、ちょっとわかりにくいけどコミュニケーションの難しい自閉症の理解をお願いしたいです。しかし、以前の事を思うと大学生の頃に障害児

者とのサークル活動をしてくれる人が多く、その人達が社会に出て、又、親になり子供を通して見る目は温かく優しい気がします。障害児者の親

も又、若い人と話す機会もあり、感謝しながら活動を続けていけたら、もっと社会が変わるかも～。そんな気がします。 

No.199/30 代/ダウン症/⺟ 

もっと世の中全般に知って頂きたい。いろんな場面で啓蒙活動等して欲しいです。 

No.200/30 代/ダウン症/⺟ 

現在はホームでの生活が多くなって、近隣の方の理解が必要と思われるが、なかなかそのような接触機会がないので、これからイベントや地域の

まつりなどの参加で理解を深めたい。 

No.201/40 代/ダウン症候群/父 

障がいも特性として見てもらえるといい。・弱い人が中心にいて、それを囲む人が幸せを感じる社会をめざしたい。 

No.202/20 代/視覚障害（弱視）・知的障害（高機能自閉症も重複）/⺟ 

知的障害のある人たちは基本ピュアで優しい魂の澄んだ人達です。恐い人、困った人、劣った人という偏見を捨てて付き合ってみてほしい。その

上で生じた問題は健常者同志で起きた問題とは違うかもしれないけど、この世界には多種多様な人が居て偏見なくして色々な人と付き合えると人

間の幅が広がると思う。とにかくいい所もいっぱいある素敵な人達なんです。 

No.203/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

障がいの特性がどんなものかを理解してほしいと思います。障がい名が独り歩きしている節があります。本人の事ではありませんが、会社等で何

かトラブルを起こすと「お前は発達障がいだろう。病院に行け」と心無い事を言う上司もいるそうです。 

No.204/10 歳未満/自閉症/父 

・防犯 ・道路整備：車いす、ベビーカーの為、道路の段差をなくしてほしいし、道路工事が雑であり、道がデコボコしている所が多い ・歩き

タバコ：条例は禁止のはずだが、実際は守っていない人が多い。特に女性の歩きタバコが多い。 ・自転車走行マナー：教育の徹底、マナーが周

知されていない。 ・一方通行表示を増やしてほしい。逆走の車が多い。（県外からの人や、駐車場から出たばかりの人が、一方通行であること

をわかっていないため、逆走しているように思われる） 

No.205/10 歳未満//⺟ 

「障がい者」として特別視するのではなく「個性が強い人」として地域や社会に受け入れてほしいです。 

No.206/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

地域の皆さんには顔と名前を憶えていただき、地域活動にも参加して行きたいと考えています。障がいのある人にどの様に声を掛けていいのか分

からない方も多いと思いますが、基本的には普通に（あいさつや、天気など）して下されば問題ないので、「どーしたらいいのか判らないので、

とりあいず声をかけない」という対応は寂しい気持ちになります。 

No.207/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

障がいがあるという事はかわいそうな事ではない。本人は出来ない事も多いが、本人なりに一生懸命生きているし、人生を楽しんでいるという事

を分かってほしい。本人だけではなく家族みんな楽しい毎日を送っている。障がいを持っていない子を育てるのとそれほど変わらない。 

No.208/10 歳未満/ダウン症/⺟ 

何ら特別なことはなく、構えず健常なお子さんと同じように接して欲しいと思います。人見知りもありますが、人が好きで一緒に遊んだり、話し

たり、自分に注目してもらえるのが嬉しいです。 

No.209/10 歳未満/発達障がい・自閉症/⺟ 

話せないで、嬉しい気持ちや悲しい気持ちを「キャー」と大声でしか表現できない人もいるという事を分かってほしい。危害がないのなら、周り

はそっと見守っていてほしい。 

No.210/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

発達障害は、自閉症スペクトラムの１要素を捉えたものであるという事。発達障がいの人、全員が奇声をあげる訳でもないし、多動なわけでもな

い。自閉で引きこもるわけでもないという事を理解してほしい。今は、通常学級に 6.5％の発達障がい児がいる時代です。幼稚園教諭や小中学校

の先生方にしっかりとした知識を身につけてもらいたい。発達障がい児は身近な所にいるという事もわかってもらいたい。 

No.211/50 代/網膜色素変性症・両感音性難聴/本人 
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①駅の階段の所に端の所でもよいからコントラストを付けて頂くと安心して階段の上り下りが楽になります。②ATM がタッチパネルに変わって使

いづらい。前の様に凸がある方が使い易い。③スーパーやコンビニで買い物を終えレジでの計算が前は発光ダイオード（緑）だったが最近のは見

えづらい。 

No.212/10 歳未満/メビウス症候群/⺟ 

既に回答しましたが、メビウス症候群という病気をたくさんの方々に知っていただきたい。タクシーを利用した際のことですが「療育手帳を持っ

ています」という事を運転手さんに伝えても「療育手帳とはなんですか？」「初めて聞きました」「知りませんでした」という方がほとんどで

す。サービスの利用が可能である以上、療育手帳の存在を知っていただきたいです。サービスを利用しやすい社会にしていただきたいです。 

No.213/10 歳未満/自閉症/⺟ 

・子供が成人になってからの事（仕事・グループホーム・一人暮らし）など、自立に向けての環境がまだまだ少ない事を強く感じます。その子に

合った個性をいかして働ける場、自活に向けてのサポートの人員を増員していただける環境を願っています。・通園施設以外の学校の先生方～発

達障害の子どもたちについて、理解していただけたらありがたいです。 

No.214/50 代/脳梗塞による右上下肢機能障害/父/⺟ 

右上下肢機能障害のため、歩行にふらつきがあり、車の乗り降りはとても不安定なので、見守ってほしい 

No.215/40 代//⺟ 

どんな事、時でも自分の事に置き換えて考えて欲しいと思っています。 

No.216/40 代/ダウン症候群/父 

出来る限り社会に出し一般の人に説明してほしいです。ヨーロッパでは一般の人が理解し協力してもらえる。日本ではまだまだの感があります。 

No.217/40 代/知的障害、てんかん/⺟ 

てんかん発作は突然倒れて、けいれんしたり、うろうろあちこち歩き回ったり、色々な行動をします。突然、倒れて激しいけいれんの場合は救急

車を呼んでください。 

No.218/70 歳以上/ダウン症/⺟ 

障害児に対して暖かい目で見て欲しい。（理解がほしい） 親の方からも子どものことを（障害をもった子）の説明をし、バザーや物販、署名に

協力を願いたい。 

No.219/20 代/知的障害・自閉症/⺟ 

さすがに成人になってからはそうでもありませんが、特にまだ幼児期だと「親のしつけが・・・」と言われたりしたのがつらかったです。 

No.220/30 代/知的障害/⺟ 

障がい者は社会から「～してもらって当然」という気持ちを持ちすぎても行けないのではないかと思います。普通に生活することは当たり前の事

ととして権利を主張できると思いますが、優遇されることは感謝していいいのではないでしょうか。厳しい社会で生きている兄弟の負担が大きく

ならないことを祈ってます。 

No.221/40 代/知的・感音性難聴/⺟ 

どんなことでもいろんな方法で丁寧に説明してほしい。 

No.222/20 代/知的障害/⺟ 

地域の方に理解されています。今のところ協力していただいているようです。 

No.223/20 代/知的障害/⺟ 

困ったことがあれば助けて欲しい。ささいな事でも話を聞いて欲しい。 

No.224/40 代/知的障害・てんかん/⺟ 

トイレの荷物を下げる場所が高いため、不便である。車いすの人、高齢者、子供たち及び障害者が荷物をかけやすい場所に設置してほしい。 

No.225/20 代/脳性マヒによる両上下肢体幹機能障害/⺟ 

地域に暮らしている障害を持った人の存在をまずは知ってもらいたいとおもいます。 

No.226/30 代/視⼒障害・知的障害の重複/⺟ 

個人情報の壁が、障害者や高齢者の把握や地域で出来ていないのが実情です。災害時の対応等地域での課題山積でしょう。 

No.227/20 代/脳性マヒ/本人 

もうちょっと車イスにやさしいどうろができたらいいな。 

No.228/20 代/発達遅滞・てんかん/⺟ 

「障害」をひとくくりにしてほしくありません。個々の個性であり、ひとりとして同じ人がいないのと同じです。どのように接して良いのかわか

られないとは思いますが、「普通」に接してほしいです。 

No.229/30 代/知的障害・身体障害/⺟ 

最近は、障害者に対する理解が浸透しているようで外出時など、困っていると声をかけていただくことが多くなりました。この状態がもっともっ

と広がっていけばと願っています。 
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No.230/20 代/知的障害/⺟ 

障害によっては、いろいろなこだわりがある方が多いのですが、まだまだ気持ち悪いとか変な人と思われることも多いようなので、まだまだ障害

を持った人が周りにいなかったり、かかわったことのない方は、理解が少ないように思います。 

No.231/40 代/レッド/⺟ 

何かあった時に助けに来てほしい 

No.232/20 代/知的障害/父 

おそらく色々あると思いますが、今の福岡市の行政システムでは言ってもムダです。 

No.233/20 代/ダウン症/⺟ 

幼稚園、小学校と低学年の時は地域の受け入れがあって良いのではと思います。知り合ったお母様方から子供たちに思いやりややさしさがでてき

て良かったとの言葉をいただきました。 

No.234/30 代/知的障害/⺟ 

地域、社会の人に理解してもらっている方だと思います。問題が生じた、その時に本人、親、その事に関わった人と問題を解決していました。 

No.235/20 代/自閉症/⺟ 

障害のある人やその家族が“健康な人が営むフツーの生活”を送るということは、すごく大変だし、大変な努力がいるということ、一生懸命生き

ています！大好きなこの街で生きていきたいです！ 

No.236/10 代/広汎性発達障害/⺟ 

本人を暖かく見守ってほしいし、何かあったら親（保護者）に連絡してほしい 

No.237/60 代/知的障害/兄弟 

・障害者はさまざまな苦しみを背負って生きており、健常者には理解できないようなこだわりも多く、自分の思っていることや気持ちをうまく伝

えられないという事を理解してほしい。 ・ゆっくり相手の歩調に会わせて、話を聞いてあげること。 ・おかしな事であっても否定せず、まず

は受け入れてあげる事 ・地域で本人の存在を知ってもらい、笑顔であいさつができる関係を増やし、災害時等支援してくださる人が周りに多く

いると心強い。 

No.238/20 代/自閉症/⺟ 

結局、主人の決断で福岡に引っ越してきました。福岡でも 2 度引っ越していますが、今の場所が今までで一番理解があり、引っ越すのはもうない

と思います。時々顔を見たとき、息子のことも気にしてくれて元気かと聞いてくれます。何かあったらいつでも言ってと言ってもらいます。こん

なささいな暖かい言葉が一番嬉しいのです。息子の在宅中、父親がいなければ一歩も外には出られません。息子が通所していない 4 時間ほどの間

で買い物、家事をしますが、ショッピングに行く事も、映画を見に行くこともましてコンサートに行く等時間的に全くできず、ほとんど家の中で

すごして孤立しています。障害者のいる家庭を理解していただくことはもちろんですが、ここに居ていいんだという暖かい言葉かけで理解者がい

てくれるという思いで何より心強いです。 

No.239/30 代/脳性マヒ/⺟ 

家族（本人はもとより）でご近所や校区、町内の役、行事に積極的に参加してきた。それで、多くの人が本人のことを知ってくださり、交流が深

まっている。今でも声かけをしたり、様子を知らせたりと、関心を示してくれているので助かっている。また、缶集め等、身近かなところで支援

をしてくれる人の輪が広がっているのに感謝している。「どうしたらよいのかわからない」というので、関わりを避けようとする心理が働いてい

るのだと思う。その橋渡し。 

No.240/20 代/知的障害/⺟ 

団地に住んでいますので、そこまでの考えは今のところありません。唯「息子の親は私です。」とアピールはしてきました。 

No.241/50 代//本人 

えきに自転車おむりょうでとめることができればありがたい 

No.242/20 代/知的障害/父 

楽しく生きていけるための支援 

No.243/70 歳以上/腰椎カリエス両側変形性股関節症左⼿節強直体幹両下肢左・肢体不自由/本人 

一人暮らしで障害が有ると、自分で出来ない事がある時、周りの人に頼める勇気があると皆様快く手助けして下さるから助かります。１週間に１

時間 15 分ヘルパーさんに来てもらって今の所どうにか一人暮らしの生活が出来てますが、だんだん動きが悪くなって不安になります。そんな

時、何かと相談できる窓口があればと思います。いきいきセンターを知ってから何かと助かっています。 

No.244/20 代/知的障害・側弯/無記入 

じろじろ見ることは仕方ないですが、言葉の暴力はやめてほしい。努力してもできないことを強要するのはやめてほしい。外出先でパニックを起

こし騒いでいるとき、見守ってほしい（他人に危害を加えるのはもちろんいけないことですが、そうではない時は許容してほしい） 

No.245/60 代/知的障害/⺟ 

健常者と同じように自然に受け入れて欲しい（あいさつ、言葉かけ等） 

No.246/20 代/自閉症/⺟ 

障がいを知ってほしい、こんな人間もいるのだと理解してほしいです。 
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No.247/50 代/感音性難聴、聴覚障害/本人 

健常者に指文字の理解してもらうとありがたいです。 

No.248/60 代/聴覚障害/本人 

手話を覚えてみんなが手話で話をできる状態だと良い。地域のつながりがないので、人と人とのつながり必要。 

No.249/70 歳以上/聴覚障害/本人 

私のマンションでは、ろう者は私だけなので、災害時等緊急の連絡はしてくれることになっている。そのような対応があればよい。 

No.250/60 代//無記入 

マンションの両となりにあいさつだけ。エレベーター会ったときあいさつだけのつきあいがない。職場では理解して助けてもらっている。 

No.251/70 歳以上/聴覚障害/本人 

・通訳が広がるといい ・電車で事故になってもわからず１時間～待ったりしている。字が有るとわかるのに。 

No.252/40 代//本人 

災害の時不安。なんかあった時は電話しているから助けてもらっている。 

No.253/20 代/知的障害/⺟ 

こまってる様子を見受けられたら声を掛けて下さい。 

No.254/30 代/心臓機能障害/⺟ 

両親がいない場合の時の助けをお願いしたいです。 

No.255/10 代/自閉症/⺟ 

近所の方からは、温かい目で見てもらえています。返事もしない、反応もないのに会うと声をかけてくれます。有り難いことです。 

No.256/40 代/知的/⺟ 

身体障害は一目でわかるけど、知的障害は分からないので、市・県の福祉課で専門の先生を招き、地域・育成会・警察の方に勉強して理解してほ

しいです。 

No.257/40 代/脳性マヒ/本人 

東日本大震災を機に、住んでいる地域でも避難訓練が実施されているが、動ける人だけの避難訓練で自力で動けない障害者はとり残されているよ

うに感じます。 

No.258/10 代/急性脳症による両上下肢の機能全廃/⺟ 

障がいがあろうがなかろうが、同じように生きていることにはかわりないので、社会の一員としてあたたかく見守ってもらいたい 

No.259/60 代/脳性、言語障害/本人 

地下鉄に自分で乗れるようにしてほしい。車いすの人が自由に駅員の手伝いがなくても乗れるようにしてほしい。一般の人も地下鉄のエレベータ

ーを使い待つことが多い。 

No.260/60 代/知的障害/本人 

段差のない歩きやすい道を作って下さい。 

No.261/40 代/軽度の知的障害と軽度の精神障がい/本人 

上のアンケートにも書きましたが、本当に困っていても助けて欲しい事があっても現実ではそれが出来てない事を痛いほど痛感し
ています。最終的には自分が解決していかなきゃいけないと悟った時、このアンケートが意味を成すものになるのか？甚だ疑問で
す。 

No.262/10 代/自閉症/⺟ 

障がいについて、正しい理解が深まることを望みます。 

No.263/50 代//本人 

車いすが通りやすく、どこでも気軽に店に入れるような環境を整えてほしい。細い道や段差のある道が多すぎる。 

No.264/20 代/脳性マヒ/⺟ 

・障害ということに対して、私達親もわからない分野があると思います。理解をしてもらうには、いろんなイベントなど学習、マ
スコミなどでむずかしさもありますが、知ってもらえる企画また自然に共に楽しむ共に関係を持ってみたりするとか？ ・ちょっ
とした事・・・エレベーターの階を押してもらったり、ドアをあけてもらったりしてもらう事がありますが、うれしいですね。 

No.265/10 代/水頭症による知的障害、機能障害/⺟ 

私の子供はまだ１０代ですが、これから２０～以上になってもこの知的年れいはもう変わる事がないと思います。でも見た目は変
わると思います。あたり前ですが、それでも今までのように接していただけたらと思います。私の地域の方はすごくめぐまれてい
てこの子の事をよく見て下さっています。とても幸せな子と思っています。 

No.266/30 代/知的障害/⺟ 

支援費制度になり、障がい児・者の外出の機会が増え、私たちも良く目に致します。理解が出来てるように思います。それからもバス電車の中で

も、もっと理解が進むように願います。（一部とは思いますが、席をなかなか譲りあってない若い人が） 
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No.267/20 代/知的障害、脳性マヒ/⺟ 

自分の息子もそうですが、いつも同じ事を（くせみたいなもの）していると、やはり大人こどもみたいな感じでみられるので、こんな子もいるん

だともっと知ってほしいです。 

No.268/30 代/知的障害/⺟ 

人に関心を示すあまり、受け入れてもらえないような事があるのが、まだまだ地域社会は理解とまで進んでいっていない事はあると思います。 

No.269/10 代/脳炎後遺症による体幹機能障害/⺟ 

公共の場の駐車場、障害者用スペースは、健常者はできれば止めないでほしい。個人のモラルの問題だとは思いますが・・。車いす利用は一般の

狭いスペースでは、車の横に車いすを付けて乗降できないことを理解してほしい。 

No.270/20 代/自閉症/⺟ 

1 時間でも 30 分でもいいので、催し等で「障がい者だけ使用可」「健常者おことわり」の時間があるといいなと思います。 

No.271/30 代/てんかん性脳症による機能障害/知的障害/⺟ 

障害者を正しく理解してほしい。 

No.272/20 代//⺟ 

受障して間もないので、よく分からない 

No.273/30 代/知的障害者・身体障害者/本人 

今は役所、事業所の方にも助け合っていただきたいと思います。今は山ほど大変な問題もあるが一生けんめい協力したいです。 

No.274/30 代/知的障害/⺟ 

言葉もなく声の大小もよくわからないので、思わぬところで声をだして振り返られる事はよくあります。できれば赤ちゃんの泣き声や小さな子供

が出す声と一緒の事だと思っていただきます。 

No.275/30 代/ダウン症/⺟ 

障害児・者をよく知らないため、こわいという偏見を持っている人達が多いので、障害者施設等に来て接してほしい  本人達には何の罪もない

ので暖かい目でみてほしい 

No.276/30 代/自閉症/知的障害/⺟ 

あたたかく見守ってほしい 

No.277/30 代//⺟ 

民生委員さんを女性にしてほしい。家庭訪問とか見守りに１ケ月に２回位まわってきてほしい 

No.278/20 代/広汎性発達障害/⺟ 

娘は娘流のこだわりで過ごしています。そおっーと見ていて下さい。ただ不安な様子、危険な時には声をかけ手をかしてください。本人は話すこ

とができません。連絡をしていただけるのならリュック・ポケットの電話番号にお願いします。大きな声は驚きます。穏やかにお願いします。独

りで通学するようになった 10 年前から周りの方にお願いするように家を送り出しています。今まで事故にあわず、鼻歌をくちずさみながら、帰

ってこられたのも私の知らない娘の周りの方々に見守られているからだと感謝しています。これからも協力をお願い致します。 

No.279/10 代/自閉症/⺟ 

多くの人に自閉症の事を知ってもらえる様になるといいなと思っています。 

No.280/10 歳未満/広汎性発達障害/⺟ 

偏見なく普通に接してほしい 

No.281/10 代/脳性麻痺/⺟ 

外出の際、車いす専用の駐車場に平気で駐車する方にマナーを守って頂きたい。雨が降っていたりする時は、子供が車いすにのっているので、ぬ

らさない様にするのにとても気を使っている。 

No.282/10 代//父 

福祉の方より定期的に聞き取り調査に来られますが、調査結果と実際が多少異なる場合があります。（YES・NO がはっきりしない、答えにくい質

問もたまにあります。 

No.283/10 代/知的障害・四肢体幹機能障害/⺟ 

障害があることが特別な事ではなく、色々な人がいる中の一人だという事を理解してほしい 

No.284/20 代/脳性麻痺による四肢体幹機能障がい/⺟ 

障がいを持つ子がいるというだけで「大変ねえ」「苦労してるねえ」「頑張ってるねえ」優しさからか同情の言葉をたくさんもらいます。でもそ

の言葉は我が子の存在を拒否された気持ちがして悲しいです。この子がいて楽しい事いっぱいあるんですよ。普通の子育てと同じなんですよ。育

児の期間が長いだけなんですよ。幸せなんですよ。この子に会ってちゃんといい所見て下さい。そう思ってます。 

No.285/20 代/知的障がい・そううつ病/父/⺟ 

例えば、おなじくらいの子がいたとすれば、その子は１人で行動をし、１人で考え、１人で食べられますが、この子達がいる事で親の行動は極端

に短縮されます。地域の役など、持ちたい気持ちはあっても、逆に迷惑をかけてしまうかもしれません。もしそうなったなら、そうならないよう
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にするために、また一層の努力と時間が必要になります。若いうちならまだ体力もありますが、やはり年を取る毎に体力も落ち無理がききませ

ん。免除できないものでしょうか？ 

No.286/10 代/ダウン症/⺟ 

大人が理解してない事があるので小学校の道徳などで学んで親に伝えて欲しい。 

No.287/30 代/自閉症/⺟ 

自閉症という障害を誤解している方が多いので自閉症というものがどんな障害なのかを理解してもらいたい。 

No.288/40 代/自閉症/⺟ 

無理な事かもしれませんが、障害を理解してほしいと思います。 

No.289/30 代/知的障害/⺟ 

障害をもつ人が身近にいない方々には、あまり理解してもらえないと思っていますが、やはり小さい頃からの（幼少期）教育で理解してもらって

いくしかないのではないかと思っています。 

No.290/50 代//支援者 

どの様に話をすればいいのか、本人が分からないので周りの人は何か変だなと思ったら何度も聞いて上げて欲しい。 

No.291/20 代/自閉傾向にある知的障害/⺟ 

夜、カレイの魚がのどにひっかかり、耳鼻科を紹介してもらったが、本人の興奮状態に「治療できないので大きな病院で明日全身麻酔で取っても

らいなさい」と言われ帰された。興奮状態のまま放置されても、新たなケガが増える。この状態で一晩どうしろと？とうらめしく思った

（H15.7/22）。自閉的な知的障害に対応できる病院や策が欲しい。小さい頃から転んで頭や顔をよく縫うケガを何十回としてきたが、興奮してカ

ベや戸に突進して縫うケガをすると体が大きくなり「暴れると縫えないから翌日にでも全身麻酔で」という医師が多い。それまで興奮する本人を

みていることは不可能。すぐにでも縫ってもらって血を止め処置してもらいたいと思うと通所しているスタッフを一度家に帰ったものを再び呼び

出してもらい、声かけや押さえておく男性スタッフ 4 人程を必要とする。夜ケガすると真夜中 12：00 を過ぎてしまうことも。その間拘束してし

まうのも気の毒で、どうにか対策がないか、対応できる病院がないか。 

No.292/10 代/心臓病及四肢体幹機能障害/⺟ 

・兄弟児の通う学校の先生方が意外にも理解が少ない。行事の時連れて行けない。・車椅子のマークの駐車場に健常者が平気で停めている。妊婦

さんや歩けるお年寄りの方も停めてあるのでもっと内容（意味）を深めて広めてほしい。 

No.293/10 代/自閉症/⺟ 

子どもと一緒に外出している時、独特の声を発したりするため、好奇な目で見らえることが多い。障害と言うとどうしても見た目（身体の不自由

さ等）だけの障がいがわかりやすく、発達障がいなど見た目だけではわかりにくい障害は理解されにくい。今以上に適切な人権学習を行い、メデ

ィアを利用した広報活動が必要であると思う。障がい児・者を抱える親のレスパイトのための施設を増やしてほしい。 

No.294/70 歳以上/聴覚障害者/本人 

災害が発生した時、助けてもらいたい。 

No.295/60 代/感音性難聴・聴覚障害/本人 

通信販売の本に希望したい時、電話をお願いしたい時、注文する時、電話が必要、FAX あっても通じない。地域に手話教室出来たらと夢だけでも

幸せです。 

No.296/30 代/聴覚障害者/本人 

ろうあ者に対して、手話でコュニケーションをとれる人を増やしてほしい。 

No.297/30 代/聴覚障害者/本人 

・口話でゆっくり話してほしい。 ・農業体験などのイベント（市政だよりに載っている）に通訳が欲しい。 ・JR の乗って、事故・故障 etc.

ろう者にはわからない。テロップをつけてほしい。 ・車の運転の時、故障（例えばバッテリーが切れた）等起こった時にどのように対処したら

いいか？わからない。 

No.298/70 歳以上/聴覚障害・音声言語の喪失/本人 

災害時の広報車が来た時など近所の人に知らせてもらいたい。 

No.299/70 歳以上/聴⼒障害者/本人・夫 

良好！ 

No.300/20 代/脳性麻痺による両上下肢機能障害・難治性てんかん・喘息/⺟ 

普通に対応してほしい。見ないでほしい。 

No.301/10 代/自閉症・知的障がい/⺟ 

行方不明になった時、やさしく接して欲しい。連絡して欲しい。 

No.302/40 代/知的障がい・四肢体幹機能障がい/⺟ 

社会の中には色々な人がいる事を知ってもらい、障がいがあっても社会の一員であるという認識をすべての人が持ってもらえる様になったらと思

います。 
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No.303/10 代/知的障害を伴う自閉症/⺟ 

災害時、親兄弟が動けなくなった場合の避難誘導 

No.304/10 代/自閉症/⺟ 

嫌な顔をされなければ十分です。 

No.305/10 代/自閉症/⺟ 

障がいについて正しい理解が深まることを望みます。 

No.306/30 代/脳性マヒ及び小頭症による四肢体幹機能障害/⺟ 

障害を理解してほしいとは思いません。ただ普通に接してくれればと思うだけです。 

No.307/20 代/多動・知的障害/⺟ 

今は２６歳ですが幼稚園の時、隣にある幼稚園の子供に公園で遊んでいて「こいつ大きな声出してさけびながら走るんだ」バカと言われたか、他

の言葉を指さして言われたのがこの土地で生きていけるだろうか？と生まれて初めて思った瞬間です。でも年月が流れ、園長や職員で変わり、そ

の幼稚園の子供達は「こんにちは」と笑顔であいさつしてくれます。地域の学校で障害者を理解してもらう為にと１年に１度もちつき大会等を民

生委員の方がお知らせに来られます。でも・・・あのマンションの○○さん、〇丁目の四つ角の○○さんと言われるのを聞くと行く事により地域

に私は障害者と宣言することが果たして結果を生むだろうか？と思い出席したことはありません。後ろ指をさされる土地です。今住んでいる土地

は。 

No.308/30 代/知的障害/⺟ 

障がい者は、本人が好んで障がい者になったわけではないことを教育の中で感じられるような機会を多くつくってほしいと思います。 

No.309/30 代/知的障害・精神障がい/⺟ 

この地域で、一生過ごせたらいいなぁーと思うのが希望です。親無き後そうはいかないと思うので、グループホーム（希望です）やヘルパーさん

に助けてもらいたいです。 

No.310/20 代/知的障害/⺟ 

障害者でも受け入れてくれる病院をわかり易くしてもらいたい。歯科は歯科大に障害者を受け入れる科がありますが、内科・耳鼻科・眼科はわか

りません。 

No.311/20 代/知的障害/⺟ 

地域での差別は子どもの特質を知らないから起こることで、小さい頃からの地域との繋がりでみんなに理解してもらう事が必要だと思います。孤

立化しないように子供の暮らす地域の行事にボランティアなどを配置して障害を持つ子どものが参加しやすいように、地域参加をしていく事がお

互い大切と思います。子どもの特性を理解してもらったうえでの参加です。子ども会や地域のお祭りなど、地域での繋がりを自治会などに理解し

てもらいたい。老人は、手厚いが障害を持つ子どもはなかなか理解されてなく孤立しがちです。親も参加しづらく地域から離れたサークルなどに

参加しているのが現状です。娘は小学校から普通クラスで理解が難しくなると取り出し授業してもらい、中学で特別クラス、高校で支援学校なの

で、小さい頃の娘を知ってもらっているため、高校からは地域を離れても地域の居場所はあり地域の友達とのつながりもあります。差別されたこ

とがなく温かい地域で感謝しかありません。グループホームも○○ちゃんならと言ってもらえるので、小さい頃から地域参加がテーマだと思いま

す。 

No.312/70 歳以上/脳梗塞/本人 

行動が遅いので理解してほしい 

No.313/60 代/左⼤腿骨頚部骨折、左肢体不自由、⼤腿骨折、左第一中⾜間骨折による左膝の機能障害/本人 

現段階では、自分で何とかやれてますが、もう少し先になればお願いしたいこと、高い所の物の上げ下ろし等、電球の取り換え等、今までは椅子

に登ったりして行ってましたが、足や膝に力が入りにくくなってきてるようです。現在でもたくさんの買い物を両手いっぱい持って帰る時に近く

まで運んでくださる方等いて、ありがたく思います。ちょっとした言葉かけや気遣いがあると心が元気になります。 

No.314/10 代/四肢体幹機能障害、知的障害/父/⺟ 

本人や保護者が希望するならば、どんな子どもでも、地域の学校に普通に受け入れてほしい「。地域の学校では、十分な教育ができない」と考え

るのではなくて、「どんな子どもにも十分な教育を施さなければならない」と考えてほしい。 

No.315/50 代/統合失調症/本人 

精神障害者は危険だというような偏見は、持たないで欲しい。 

No.316/60 代/うつ病、アスペルガー症候群/本人 

お願いはないが、訴えたいことが一つ。能力を物差しにしないこと。能力は誰もが違ってトーゼンだが、人権や尊厳はみんな平等。 

No.317/30 代/アスペルガー症候群/本人 

少しでもいいので、障がいの事を理解してくれたらと思います。 

No.318/50 代/視覚障害/本人 

町中（特に天神や博多駅周辺）のバス停で行先案内が聞こえづらいことがあります。傍にいる方に「～～行ですよ。」などの声をかけてほしい。 
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No.319/10 代/脳性麻痺による両上下肢体幹機能障害/父/⺟ 

・災害時に親子二人暮らしなので、私自身に何かあった時に障がいを持っている本人が困るので安否確認に来てほしい。 ・コインパーキングと

かに車を停める時に、車イスの乗り降りに時間がかかるので少し待ってほしい。・障害者用のトイレにベッドを設置してほしい。 ・段差がある

所では車イスを持って上げ下ろしをするのを手伝ってほしい。 

No.320/20 代//本人 

就労継続支援事業所に通っていますが、できるだけ早く定職に就けるよう、風評被害を加えられず、安心して住みて働けるような支援をしてもら

いたいです。また地域や社会で交流できるイベントを開催してもらい、お互いの心境を本音で話し合いたいです。 

No.321/30 代/躁病/本人 

障害者に求人を 

No.322/50 代/統合失調症/本人 

差別や偏見を恐れすぎないでください。マスコミやネットで、精神障害をオープンにしても、私は、一般の人から、差別されたことは一度もあり

ません。それどころか、温かい言葉を頂きました。行政や医療、福祉にかかわる人や会社などの組織の中で働かざるおえない人からしか差別を受

けたことはありません。一般の人は精神障害のことを、知らないか、知らないために不安を持っているだけです。福岡市民て捨てたもんじゃあり

ません。行政はもっと市民に啓発をするべきです。その前に自己啓発か？ 

No.323/10 代/アスペルガー/夫または妻 

社会にはいろいろな人がいること、当たり前のことですが、想像力をもって障害を持つ人の不自由さを理解してほしいと思います。学校や、職場

に理解をして受け入れることを望みます。専門知識を持つ人材を増やし、配置したり、一般の方に広く知っていただくことがまだまだ必要です。

カウンセラー、コーディネーター、支援員などの常勤化、教員のスキル向上も必要だと感じます。発達障がいについてご存じない方に酷く扱われ

たことがあります。 

No.324/20 代/自閉症/父/⺟ 

小学校の時は、地域の小学校に入学しましたが、毎日、親につきそって登校と授業中もずっとつきそいをと条件に、入学許可されました。周りの

人に口々にいろいろと励まされたり、頑張ってと言われたり、「僕はへんな子じゃない」といった本を読めと言われたり、あまりに周りからの干

渉に母親としては、ほとほと、精神的にも肉体的にも疲れ果てました。少しそっとしといてほしいと思いました。 

No.325/50 代/身体障がい者⼿帳/支援者 

特別なことや過度な援助をお願いしたいわけではなく、当たり前のお手伝いを当たり前にしていただけると助かります。 

No.326/30 代/統合失調症/本人 

もっと統合失調症について周りに理解し、知っていただきたい。職場（障害枠がある）で障害の方を受け入れる前に上司の方などが障害者に対し

ての対応などの勉強会をしていただけたらなと思う。 

No.327/30 代/知的障害/父/⺟ 

役所が禁止条例等々の色々な施策を立案されますが、強い罰則がないと個々の人々の差別はなくならないと思います。障がい者が地域と共に暮ら

す社会を作ろうと、種々の施策を考えていますが、個々の人々の考えが変わらなければ、比較的障がいの軽い人は可能かもしれませんが、障がい

の重い人は受け入れられません。ケアホーム・グループホーム等々を地域と共に暮らすことができる地域に作ろうとしても、人々はやれ土地の評

価が下がる、風紀が乱れる、傷害をを起こす等々と反対ののろしを上げられ、設立が非常に難しいのが現状で、結局は人里離れたわびしい所に入

所設備等を作って、親亡き後もさびしい、わびしい人生を送らせることとなり、非常に息子たちがかわいそうでなりません。民間でのケアホーム

等の設備は難しいため、ぜひ、市・県等が主体でこれらの施設を作ってもらいたい。 

No.328/10 歳未満/ダウン症/父/⺟ 

障がいのある子を持つ親はそうでない親と同様我が子を愛し、決して不幸ではない、ということを理解してほしい。障がいがある人もその人の得

意な面、素晴らしい面、があるということをわかってほしい。そのためにはこちら側も自分の子どもについて理解してもらう為に地域での活動な

ど積極的に参加してまわりの人たちと関わる必要があると思う。障がいを持つ人やその家族が活動に参加したり関わっていくことを温かく受け入

れてくれる社会であってほしい。年齢、性別、国籍、いろいろな特徴のある人たちみなお互いの事を理解し、助け合い、支え合いながら生活でき

る社会であってほしい。 

No.329/60 代/視覚障害/本人 

自転車利用者に走行中の障害者や高齢者への配慮をもっとしてほしい。たびたび危険な目に遭い怖い思いをさせられている。 

No.330/20 代/知的/父/⺟ 

障害の理解 

No.331/10 代/自閉症スペクトラム/父/⺟ 

医療現場においては、医者や看護師には専門外であっても発達障害を抱えた人への最低限の接し方は身につけておいてほしい。上記に挙げた事例

について言えば、専門知識を身につけるといった以前の問題のように感じる。患者に対してあまりにも無神経な対応で思いやりのない軽率な言動

ではなかったかと思う。医者として、人としての質を疑う。教育現場においては、教師に発達障害についての知識を学んでほしい。 

No.332/50 代/疾病による両下肢体幹機能障害/本人 

＊エレベーター・レジ・バス停など車いすで並んでいるのに、その前に割り込まないでほしい。＊車いすでバスに乗り降りする際、運転手だけで

なく、ほかの乗客の方も協力してもらいたい。 
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No.333/60 代/知的障害 A/兄弟 

障害者は、単に障害があるというだけでなく、多くの場合、病気や病気未満のさまざまな症状を抱えている人が多いと思います。そして、虚弱体

質の場合、健常者に比べ、病気の進行が著しく早い、という特性があると思われます。医療関係者に望むことは、障害者の特性を理解したうえ

で、治療に熱心に取り組んで頂きたい。特に選択肢の少ない地方の医療関係者、とりわけ、かかりつけ医にお願いしたい。そのためには、医療関

係者の知識不足、情報不足を補う意味で、事例を集約して治療の方針をアドバイスする、都市部も地方も広域的に利用できる「障害者の治療に関

する相談センター」のようなものが必要かもしれません。 

No.334/50 代/聴覚障害/本人 

変な目で見ないでほしい。 

No.335/60 代/身体障害、知的障害/本人 

困っている事はヘルパーにしてもらっている（料理）が、ヘルパーが使えなくなったら困る。 

No.336/60 代/身体障害、知的障害/支援者 

「地下街は歩きにくそうにしている。エレベーターややエスカレーターがもっとほしい。荷物が持てなさそうで、買い物に苦労している様だ。自

分みたいにヘルパーが使えたらいいのではと思う。」と本人が言っていた。 

No.337/20 代/学習障害、自閉症/本人と⺟ 

生活音が大きいのを理解してほしい。外側からは、普通に見うけられ、さぼっている様に思われる。がんばりが足りないように思われる。 

No.338/20 代/広汎性発達障害/父/⺟ 

正しい知識や理解をしてもらいたい、犯罪者＝障害者みたいな事件や事故がおこると、いじめが増加するように思う。まったく関係がないのにそ

ういう風にみられるのはきつい。それぞれ個性があり、特性が違うので、まずは知ってもらうふれあってもらうなど学校や授業などで取り上げて

ほしい。そういうと外部からつれてきて、講演会などをして、本人の知る機会を逃しているように思う。在籍している生徒や保護者同志が生活し

やすいように、お互いの理解は必要だと思うし、周囲がどう思っているのかしりたい。 

No.339/10 代/脳性麻痺/本人 

ハード面やソフト面でのバリアフリー化 

No.340/30 代/双極性障害/本人 

社会の中で病気になって、社会に戻ろうと努力していることを理解してほしい。年金を払っていたのに、障害年金をもらえないのはおかしい。 

No.341/10 歳未満/脳性マヒ/父/⺟ 

障害者（児）にはヘルパー制度があるが、ヘルパーさんの人材不足や制限時間などあり家族の負担はとても大きい事を分かって欲しい。 

No.342/30 代/統合失調症/本人 

障害のことを社会のみなさんに知ってもらい偏見がなくなったら良い。 

No.343/30 代/脳性マヒ・軽難聴/父/⺟ 

幼稚園の時、当初本人歩けてなく（年中組）、最初の保育参観、親も先生もわからず迷い、よかれとしたことでしょうが、私たち親子の出番が省

かれた場面があり（３０年も前のことで忘れましたが）その時か終わった後か、担任の先生に、親としての意見、他の親御さんと同じ扱いをして

ほしかった事を伝えました。先生は、私たち親子を人目から護る為だったのかもしれませんが、それからは園での行事等、同じように参加出来

両、心配り頂き、思い出深い園生活でした。私自身は、これといって差別など記憶無くあまり入ってこなかった（情報）ですが、本人、妹たちの

学校生活、それが原因となるのかよく分かりませんが多少あったと思います。しかし、それなりに乗り越える努力をして現在にあると思っていま

す。 

No.344/30 代/ダウン症/父/⺟ 

愛と親切を示して頂きたい 

No.345/20 代/先天性環軸椎脱脊髄症/父/⺟ 

何も知らない、分からない社会の人に、状況や状態を理解するのは、難しいと思う。世の中には、いろんな人がいると、心底理解するためには、

小さいときから健常児、障害児が共に学校生活を送って、それが当たり前になると、たくさんの事を学ぶと思う。すると、こちらが、たのまなく

ても「出来ないことを出来る人が手伝うのは当たり前」の精神になるのでは！ 

No.346/20 代/知的遅れを伴う自閉症/父/⺟ 

一見わかりづらいが困難をかかえている人がいる事を知ってもらえたら、手助けまではできなくても、そっと見守ることはできると思う。視覚的

刺激の軽減にサングラスをかけ、聴覚刺激の軽減にウォークマンをつけているものもいるんです。見えない困難は、そういうこともあると知って

頂くことしか理解につながっていかないのだと思います。視線の暴力（言葉はきついですが）というものも大きいものです。 

No.347/30 代/ダウン症 知的障害/父/⺟ 

なんだか違うなと言う目で幼児がジロジロ見るのは分かるのですが、珍しいものを見るかのように振り返ってまで見る人や、こちらに視線を向け

ながら、ヒソヒソと話しをしながら立ち去って行く姿はなんだか嫌ですね。まだ、見て見ぬふりをしてくれる人の方がましです。 

No.348/30 代/疾病による両上下肢機能障害/父/⺟ 

道路や交通手段が、まだまだ車椅子の大変さがある。健常者から見れば何も問題のない段差やすき間が、車椅子では通行困難、移動困難になる。

車椅子用のトイレを健常者が利用して待たされたり、車椅子用の駐車スペースを健常者が使用し、危険で大変な思いをして乗降させることが多

い。 
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No.349/30 代/脳性マヒ/父/⺟ 

自分達が住んでいる地域の中には色々な方達が住んでいる事を知ってほしいので私は校区の運動会には必ず連れて行きます。障害はあっても皆と

同じなんだと言うこと、遠慮がちに対応せず普通に対応して欲しい。何かあった時（災害等）避難の手伝いをしようと思ってもらって、その事を

伝えてもらっていると有難いです。 

No.350/30 代/脳性まひ(上肢・下肢)による不随運動、および難聴障がい/本人 

人間としてお互いをみとめ、共に生きていきたい。 

No.351/70 歳以上/視覚障害者/支援者 

盲導犬についてもっと理解していただきたい。どこでもすんなりと入れるようにしていただきたい 

No.352/20 代/脳性麻痺による四肢体幹機能障がい/父/⺟ 

災害の時、手助けが必要です。 

No.353/60 代/両側上下肢不自由/兄弟 

障がい者用のトイレに健常者が入って、なかなか出てこなかったので,やめてほしいです。 

No.354/40 代/肢体不自由痙直性脳性麻痺/父/⺟ 

私たちは気兼ねしながら色々してますので、もっと優しい気持ちで見てほしいと思います。 

No.355/40 代/知的障がい/夫または妻 

障がい者の車輌買い入れ時の援助支援 

No.356/40 代/知的障がい/夫または妻 

小学生低学年から、障がいを持つ人とのかかわりを持つ教育をしてほしいです。 

No.357/20 代/急性脳症/支援者 

段差をなくしてほしい。 

No.358/20 代//父/⺟ 

外出した際、大人の人がおむつ交換をする場所がない。 

No.359/50 代/視覚障害/本人 

移動の時に建物の場所やトイレなどわからない場合が手助けしてほしい 

No.360/20 代/自閉症/父/⺟ 

本人の障害を正しく理解してほしい。 

No.361/10 代/学習障害（読み書き障がい）/父/⺟ 

「どうして？」「どこが？」と思ったら、理解を深める活動をしてほしい。発達障がいも幅が広いことを理解してほしい。「この子は、これが苦

手なんだ」と理解してほしい。息子を助けることにつながる。 

No.362/40 代/多発生硬化症/父/⺟ 

障がいを持っている人は何を、お願いしたらいいか、助けて欲しいかも伝えにくい方もいると思う。保護者だけで訴えても、それは「わがまま」

とも捉えかねない。我が地域では、坂道に手すりを付けて下さったり、声かけ挨拶もして下さっています。民生委員の方も時々声をかけてくれ

る、とにかく出会った人に、ヘルパーさん共々「おはようございます、こんにちは」から何事にも繋がる第一歩であると思います。 

No.363/10 代/知的障がい（ダウン症）/父/⺟ 

娘の個別の趣味などのための外出に際する移動支援または行動援助を施設入所していても受けられるようにして欲しい。 

No.364/20 代/脳性マヒ/父/⺟ 

子どもたちに教育することで理解が広まり学内のいじめ等も減るのでは？と思います。 

No.365/60 代/知的障害/支援者 

市の人に、もうちょっと自分たちのことをわかってほしい。病院代を安くしてほしい。 

No.366/10 歳未満/広汎性発達障がい/父/⺟ 

幼稚園や保育園のレベルの向上。教職員の知識の向上。保健士の質の向上。教えるべき立場の人の、発達障がいに関する知識の取得。自分の家の

近所に、もし単独通園施設を作る時に、何ができるか知りもせず頭から反対しないでほしい。発達障がいとは何か？を少しでも理解してほしい。 

No.367/10 歳未満/広汎性発達障害・軽度精神遅滞/父/⺟ 

自治体にお願いしたいこと。自閉症（発達障害）はまだ新しい障害として特に中高年の方々にとっては馴染みのないものである→自然と差別につ

ながっていく（先天的な脳の障害なのに母親の育て方が悪いと言われたり・・・）ので、メディア（特に中高年のめにつく新聞やテレビ）にもっ

と情報をオープンにしていって欲しい。 

No.368/20 代/精神障がい/本人 

私のような体験を、聞いていただけるだけで助かります。できたら、同じ立場の方とお話しさせていただきたいです。 
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No.369/10 代/自閉症スペクトラム/父/⺟ 

特別扱いをするのではなく、どのようにしたら出来る限り自分でできるようになるか、社会のルールを守って周りの人と共生していけるにはどう

したらよいかを、細やかな支援をお願いしたいと思います。 

No.370/20 代/知的障害/支援者 

小学校、中学校時代、ひとりで教室に入れなくて不登校になったことがあった。ずっと周りをウロウロするしかなかった。誰かに声をかけてもら

って一緒に入ってもらいたかった。 

No.371/50 代/盲ろう/本人 

視覚と聴覚の両方の面で、助けてほしいこと、してほしいことはたくさんあります。それより、多種多様な障害者と、障害を持っていない人、老

若男女が同じ社会のなかで生活しやすくなるにはどうしたらよいのか・・・。老若男女は外面でわかると思いますが、 

障害があるかどうかは外面ではわからないことも多いです。当事者は自分が障害を持っていることを周りに知ってもらう。障害を持っていない人

は、障害を持っている人に対して理解の気持ちを持ってほしいです。 
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