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１ 

 

１ 障害等に関するメッセージ 

 

■メッセージの募集方法 

・収集方法：当事者団体等を通じて、当事者にメッセージの記入票を配布・回収 

・募集期間：平成 30 年 10 月～11 月 

・回収票数：54 票（2018 年 11 月 28 日現在） 

 

（１） 女性、70 代、障害なし 

外出先で視覚障害の方を見かけます。時にはガイドヘルパーが付いている時とお一人で街を

歩いている人を良く見かけます。そんな時（お一人で行動され、電車のホームで乗り込む時）

私は、ハラハラしてます。まずホームで人の多い中、上り下りの電車が入ってきた時の人の動

きの中で障害者が人の中で混雑が見えているだけで何の手助けが出来ずです。その障害者さん

に声の掛け方を考えてしまう。どの様に手を出すとか声の掛け方と思っている。健常者は皆心

やさしさを持っていて最初のきっかけにとまどいを感じている。こんな考え方は私だけではな

いと思っています。 

 

（２） 男性、70 代、障害なし 

・自分達が子供のころに比べ現在は障害のある方々も外に出る方が多くなり、学校でも普通の

子供達といっしょに学び、遊んでいるため、障害者に対するバリアは軽減されていると思う。 

・外見から見るかぎり、障害のあるかないか分からない人も多い。手助けしようにもそのよう

な方には出来ない。 

・障害のある方々に対する障害のない人たちの偏見は少ないと思うが、障害のある方々も目の

不自由な人が白いつえを持つように、「自分はこういう障害を持っている」と示すものが必要

と思うが、障害のある方々自身が他の人に知られたくないとの思いからそういう事を望んで

いないと言われた事がある。自らのバリアを取り除かないと本当のバリアフリーには達せな

いと思う。 

 

（３） 男性、60 代、障害なし_ 

障害のあるなしや男性や女性、国籍、年齢など関係なく、同じ地域に住む仲間として助け合

い、支え合い、楽しみ合って笑顔で生活する。そんなまちでありたいと思います。 

 

（４） 男性、70 代、障害なし 

以前、視覚障害者に関係する施設見学をしたが、困っている人に声掛けすることの必要性を

感じた。 

 

（５） 女性、70 代、障害なし 

・少し前に比べて障害のある方は外に出る機会を見つけていると思います。必要があれば障害の

ある方は声を掛けてほしいし、私達もそれを感じたらお手伝いができるようにしたいと思いま

す。 

・難聴者の方は見た目は私達にはよく分かりません。バッジ等をつけるか、何か良い方法はない
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ものでしょうか？ 

 

（６） 女性、70 代、肢体障害 

仕事に電車で行きます。車いす席に立っている人でなかなか空けてくれない時に声を掛けさ

せていただきますが、嫌な顔をされると悲しくなります。 

 

（７） 男性、70 代、肢体障害 

私が買物して左手に荷物を持ってエスカレーターに乗って上の階に向かい行きました。皆さ

んは左側に並んでいますが私は右手切断の為に右側に立っていました。後から来た人達が私に

ぶつかりながら上っていきました。私はころげ落ちるかと気が気でなりませんでした。エスカ

レーターのマナーを守ってほしいです。 

 

（８） 男性、70 代、聴覚・言語機能障害 

私の友達（聴覚障害）の話です。彼女は中央線に乗っていて電車がストップしてしまいまし

た。待っていてやっと動き出しましたが三鷹駅で降りたいのですが分からなく困っていた。前

にいる若い女性に手話で尋ねたら、スマホで丁寧にあと 3 番目で降りると示してくださいまし

た。すごく感謝しています。私も話す勇気を持って生きていきたいです。 

 

（９） 男性、80 代、肢体障害/内部障害 

障害を持った夫の妻です。現在 80歳になる夫が 21年前に心臓ペースメーカーを入れました。

まだ若かったので内部の障害のため外見にはどこも悪く見えないために電車に乗った時など、

障害席になんで座るのみたいな目で見られました。健康そうに見えても障害者なのです。今は

18 年前に脳梗塞で肢体不自由になりましたので装具をはいていますので、進んで席を譲ってく

れますのですごくありがたく思っており皆様親切だなと思っております。 

 

（１０） 女性、70 代、聴覚・言語機能障害 

・難聴者は聞く事が大変難しい。少し大きな声で話をしてほしい。遠くで話されても聞こえな

い。 

・マスクを掛けて話をしないでほしい。聞きにくい。 

・そばにいても小さい声では聞こえないので普通の声でお願いします。 

・大勢の中、にぎやかな所は聞こえない。 

 

（１１） 男性、80 代、聴覚・言語機能障害/肢体障害 

・（失語症）人が話す事は理解出来ますが、早口で話されたり、急かされたりすると反対の返事

をしてしまう事があります。ゆっくり話していただければありがたいです。 

・杖を使い歩行ができますが、健常者より歩行速度が遅いため旅行等では車イスを使う事が申

し訳なく思います。 

 

（１２） 女性、20 代、知的障害 

・（知らない人にも）気軽にあいさつをするかもしれません。気軽にあいさつを返してください。 

・自転車による猛スピードの運転（歩道）、赤信号に変わっても渡ろうとする車の運転はやめて

ほしいです。 
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（１３） 男性、20 代、知的障害 

・外出時に変な顔とか気持ち悪いと言われたり、ジーと見られたりするのは辛いようです 

・喋ることができないので、手話もほとんどできないので、簡単な身ぶりで伝えようとしても

なかなか上手くいきません。 

・近所の人は理解してくれている人がいるので、あいさつや声掛けをしてくれるのはうれしい

です。 

・交通ルールを守って横断歩道を渡っていて、黄色ぎりぎりで来た車にぶつかりそうになった

り、歩道を歩いていて自転車にぶつかりそうになったりしたこともあります。 

・普通に交通ルールなどみんなが社会のルールを守ってくれたらよいのにと思います。 

・障がい者とみるのではなく、ひとりの人として、近所の住んでいる人として、少しずつでも

分かってくれるとうれいしです。 

 

（１４） 男性、40 代、視覚障害/知的障害 

・僕は視野が狭くなっていく病気があり、知的障害もあります。いつも父か母と外出します。

20 歳位までは通所施設にも一人で通っていました。その時は寄り道したり本屋さんに入って

立ち読みしたり、楽しい事がありました。 

・今は父や母やヘルパーさんと一緒でないと出かけられません。 

・僕が話はできませんが、声は出るので母と二人の間で分かる事を話しますが、電車の中など

ではみんなが見てくるので、感じが悪いです。 

・道路を歩いている時、自転車がおいてあったりするとぶつかってしまったりします。 

 

（１５） 女性、20 代、知的障害 

・歩道などを歩いている時きちんと右側通行しているのに前から来る人が道をゆずってくれま

せん。ルールを守ってほしいと思います。 

・エスカレーターに乗っている時も付添いの人と手をつながないと不安なのですが、後ろから

エスカレーターを上ってくる人がいて避けなければならない時は少し怖いです。上に着くま

で待ってほしいです。 

・乗り物（公共のバスなど）に乗る時にヘルプマークを付けているのですが周知されていない

のか優先席など譲ってもらえない事が多いです。外見は普通に見えますが動作が遅いため、

降りる時にもたついてしまいます。 

 

（１６） 女性、聴覚・言語機能障害 

聞こえなくてもできることはあります。たまには頼ってください 

 

（１７） 女性、聴覚・言語機能障害 

旅行が好きです。カルチャーセンターで学びたいけれど聞こえない。皆さんと同じようにい

ろいろなことを学び、生活の向上を図りたい。 

なぜ“聞こえない”と分かると謝ってくるの？手話ができないから、会話ができないから謝

るの？手話以外にも伝える方法があるよ。でも一番、手話で話す事が落ちつく。マックのドラ

イブスルー、テレビ画面やタブレット入力できるものがあるといいなあ。 

 

（１８） 女性、聴覚・言語機能障害 

・レジなど会計のところで何か言われます。たいてい「ポイントカードはお持ちですか？」的

なことは言っているのだと思うので（慣れてきました）、ない時は「ない」と手を振ります。
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でも、「ポイントが貯まっていますがどうされますか？」的なことを言われると「ん？」と一

時フリーズしてしまいます。見ただけでは分からない障害なので向こうもフリーズされてし

まう。「耳が聞こえない」と身ぶりで表すと、「ああ」と身ぶりで表してくれたり、筆談して

くれることもあります。全てではありませんが、最近、配慮が行き届いてきているように思

います。 

・たまに、話し掛けられても、気づかないふりをしています。 

・聞こえないけど、耳で情報を得ること以外は何でもできます。ただ、趣味として旅行は年に

数回行っていますが、現地ガイドの音声、バスアナウンス、電車アナウンス、…どこも音声

情報です。耳だけで得られるものしかありません。もっと旅行を楽しみたいです。ツアーは

疲れますので、同じろう者の夫と 2 人で行くことが多いです。 

 

（１９） 男性、50 代、聴覚・言語機能障害 

・至急、地震、台風発生の時、自宅の近くやとなりの家から放送があっても分からないので、

近くの家の人に助けてほしいと思います。 

・茅ヶ崎駅改札口、相模線、JR、事故（人身）停止時間の下部に文字を付けてほしいと思いま

す。 

 

（２０） 女性、聴覚・言語機能障害 

・私はショッピングが好きで、よく行きます。店内に入ると、店員が声を掛けてきて「耳が聞

こえない」と伝えると「す、すみません」と謝ってくることが多いのです。耳が聞こえない

と分かって、筆談を用意していただけると嬉しいです。 

・自然な所で（カメラを持って）撮影することが趣味です。音が聞こえなくても山、川、海、

花など美しい風景を見ながら癒されます。 

 

（２１） 聴覚・言語機能障害 

・バスの運転手の後ろに筆談用ホワイトボードがかざってあります（用意してあります。）。分

からない道（停留所など）を聞けて、本当に助かります。 

・自分の職場の人たちは、口を大きくして、口の動きをゆっくり動かして、内容が分かるよう

に話してくれます。口だけではなく、身振りをして、理解してくれます。 

・高速道路の緊急用 TEL に、聴覚障害 TEL（メール又は、事故用ボタン、故障車用ボタン他）

を設置してほしい。 

 

（２２） 女性、50 代、聴覚・言語機能障害 

どこでも、店とコンビニなども、私を見ては普通だと思われるので、耳が聞こえないと言っ

ても、人によって御理解出来ずに口だけで話すこともありました。どうしても耳が聞こえない

事を配慮して欲しい。 

 

（２３） 男性、50 代、聴覚・言語機能障害 

あなたが話し掛けようとする相手が、耳が聞こえない人と分かった時は、スマホがお手元に

あれば、文字を入力していただけるとありがたいです。 

 

（２４） 女性、30 代、子供連れ 

・あなたの周りで赤ちゃんが泣いていると、うるさく感じるかもしれません。でも、赤ちゃん

は泣くことで自分の気持ちを伝える時があります。 
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・子供を抱っこしていると落とした物を拾うことが大変です。代わりに拾ってもらえた時はと

てもうれしかったです。 

・子供を乗せている自転車が大きくて、とても重いです。駐輪場で停めやすい場所が空いてい

るととても助かります。 

 

（２５） 女性、30 代、子供連れ 

・駅のエレベーターで、ベビーカーのまま乗ろうとするとボタンを押して待ってくれる人がい

るのは助かります。 

・横断歩道でもベビーカーで止まっていると「渡って下さい」と車を止めてくれる人がいるの

で助かります。 

・ベビーカーで道を歩いていると、色んな人から声を掛けてもらいます。世間に受け入れられ

ているような感じがして嬉しいです。 

・ベビーカーで道を歩いている時、段差や側溝の網にベビーカーがひっかかってしまう事があ

ります。すぐ後ろを歩いていた人にぶつかりそうになった事があります。 

・ベビーカーで道路を渡る時（横断歩道のない道路）縁石の途切れた部分から横断するのです

が、そこに車が停まっていたりすると横断できなかったり、道路に出れたとしても対向車か

らは死角で、危なかったりします。 

 

（２６） 女性、20 代、子供連れ 

・妊婦時代、一番つらい悪祖の時期はまだお腹も大きくなっていないので周りの人に気づいて

もらえず（マタニティーマークで気づいていてもあまり理解してもらえない）大変だった。

なのでもう少し妊婦に対して声掛けをして欲しい。特に電車！！（妊婦） 

・子供が騒いでしまう時があり、申し訳なく思っています。ただ少し大目に見てもらえると嬉

しいです。 

 

（２７） 女性、30 代、妊婦子供連れ 

・マタニティマークをもらっていたけれど嫌がらせをされる事があるというのを聞いて、実施

はあまりつけませんでした。（実際にこわいことはなかった） 

・独身の時、子供が苦手で、子供が沢山いるようなところは避けていました。今でもそういう

人もいるだろうなと思い、子供を連れていきにくい所で自分が場違いな思いをすると嫌だか

ら行きません。迷惑もかけたくないので。本当はみんなが自由に過ごせるといいのですが…。

大人だけの場所もあって欲しいけれど、子供連れでも安全に過ごせる場所がもっと増えると

いいです。 

 

（２８） 女性、50 代、視覚障害 

・いきなり腕をひっぱられると、こわいです。一緒に歩くときはあなたの腕を掴ませてくださ

い 

・あれ、これ、それを使わずに具体的に説明してください。イメージできなくて困ってしまい

ます 

・人を避けながら歩くことが苦手です。道を譲ってくれると助かります 

・見える範囲が少しだけな人、近くの物さえぼやけて見える人など、'弱視'という視覚障害の人

もいます 

・私達は生きていくために使っているものがあります。白杖と音声機器と点字です。 

・中途失明のため点字の読めない多くの人は音声に頼っています 

・皆、普通に生きたいと思っています。 



６ 

・優しさにありがとう、の気持ちは皆いつも持っています 

・安全を求めています。(歩行、飲み物など) 

・理解と配慮を必要としています。悔しかったり悲しくなるときもあります。 

 

（２９） 男性、70 代、視覚障害 

・バスや電車で空いている座席を見つけられない。教えてもらえると助かります。 

・点字ブロックを頼りに歩いているので自転車が止まっていたり物が置かれてあったりすると

困ります。立ち話などしている人もいます。点字ブロックが黄色いのは弱視の人のために目

立つ色となっているのです。どうぞその道は空けておいてください。 

 

（３０） 女性、70 代、視覚障害 

・視力低下が始まってからは耳で聞くことがとても敏感になりました。いろいろな音を聞き分

けて判断しています。 

・目の代わりに触ることでいろいろなものを区別しています。形や大きさ・触った感じの違い

などで分かることが沢山あります。 

・匂いで分かることがあります。カレーやコーヒー・床屋さんなどのお店のにおい。料理をし

ている時にはにおいで出来上がり具合を判断します。 

 

（３１） 女性、60 代、視覚障害 

・目が見えないということを まず自らが認めて 自分のしてほしいこと手伝ってもらいたい

ことを周りに伝えることが大切だと思います。自分から声を出さないと相手には分かっても

らえないと思います。 

・声を掛けてもらう時は、私の腕や肩に触って知らせてください。ただ声掛けだけでは自分に

いわれているのかどうか分かりません。 

 

（３２） 男性、70 代、視覚障害 

・目が見えにくくなってからオカリナを始めた。指で触りながら、耳で聞きながら音を作って

いくので、仲間と楽しく演奏している。 

・見えにくくなってから仲間やボランティアさんとの交流が始まって、これまでとは違う新し

い世界が開けてきたと思う。同じ障害を持つ大切なつながりだと感じている。 

 

（３３） 女性、70 代、視覚障害 

・全盲と弱視「弱視」は見えにくい人です。その見えにくさも人によって様々です。周りから

は見えているように思われることがあって困ります。どんな風に見えないのかを説明するの

はなかなか難しいことです。 

・「あっち」「むこう」「これ」などの言葉では何を言っているのか分かりません。右とか左とか、

私の手をもって方向を示してください。「ご覧のように」と言われても何も分かりません。具

体的に説明してください。 

・横断歩道に 信号機があってもその色が分かりません。白い杖の人を見かけたら「渡れます

よ」とか、「赤ですよ」とか教えてくれたらうれしいです。 

・駅ではいつもたくさんの音が響いていて、ホームはことさら危険です。転落事故も多いので、

危険な時にはぜひ声を掛けてください。  

・.点字や音声録音・一緒に歩いてくれるボランティアさんがいます。いつも私たちを支えてく

ださって感謝しています。 
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（３４） 女性、70 代、視覚障害 

目に障害のある人のほとんどが白杖を持っていますが、私の場合はちょっと違います。目と

足の両方に障害があるので、白杖と足用のステッキと二本を持って歩いています。外出すると

きは、たいていヘルパーさんと一緒なのですが、時どきはタクシーを呼んで一人で出かけるこ

ともあります。タクシーの運転手さん、とっても親切ですよ。いつもお願いすると、お店や施

設の入り口まで連れていってくれます。近頃はお店やクリニックや施設など、目が見えないと

か足が悪いとか分かると、快く手伝ってくれる所が多くなりました。でも、大きい病院はまだ

まだです。大きすぎておまけに複雑で、入口までは来たけれどそれから先が動けません。ぜひ、

ガイドするヘルパーさんを置いてほしいと思います。これからももっと街に出るつもりです。

そしてもっと障がい者のことを知ってもらいたいと思います。街で見かけたら、どうぞ声を掛

けてください。 

 

（３５） 女性、60 代、視覚障害 

目が見えなくなって、一人で歩くことができなくなりました。とても困って、自分が情けな

い気持ちになりました。なんとかしなくてはと思って、白い杖を持って歩行訓練を受けました。

訓練を受けたお陰で、一人でバスや電車に乗って仕事に行けるようになりました。その時の訓

練をしてくれた先生や仲間にはとても感謝しています。 

ところで、一人で歩けるようになったといっても、どこへでも一人で行けるようになったわ

けではありません。見えないで外を歩くということは大変なことです。 

まず、行きたい場所までの道順をしっかり頭に入れ、そして、頭のなかで道筋をイメージし、

何回も何回も練習します。失敗もします。でも、行きたい場所に一人で行けるようになると、

それは自信がつき、またもうちょっと頑張って他の場所もチャレンジしようというやる気が出

てきます。 

一人で歩いていても上手く歩けないことがよくあります。立っている人にいきなりぶつかっ

たり、信号が赤だか青だか分からなかったり、駅や車の多い場所で危ないと思ったことも何回

もあります。 

そこで皆さんにお願いですが、どうぞ白い杖を持った人を見かけたら、あたたかい気持ちで

見守っていただきたいと思います。また、「今は青信号ですよ。」とか、「大丈夫ですか」など、

声を掛けていただけるとうれしいです。目の見えない人も安心して歩けるように、皆さんのお

声掛けをよろしくお願いします。 

 

（３６） 女性、60 代、視覚障害 

幼いころに失明しました。 

白杖をついて一人で街を歩きますが、バスやタクシーを待つ時、人の後に並ぶのが苦手です。

列の間に入ってしまったり、最後に並んでいる人が分からず、うろうろしてしまいます。そん

な時は「こちらですよ」と声を掛けたり、並ぶところに連れて行ってください。 

電車やバスに乗った時、空席を探すのが苦手です。もし席が空いていたら、「こちらが空いて

いますよ」と案内をしてください。 

もし知っている視覚障害者に出会ったら声を掛けてください。その時は、「誰々さん、私は何々

です」とご自分の名前をおっしゃってください。くれぐれも「私だれだか分かる？」なんて言

わないでくださいね。 

駅などで案内をしてくださる時は、視覚障害者にどうしたらよいのか聞いてください。ご自

分が研修等で勉強されたことはその視覚障害者に全て当てはまるとはかぎりません。 

視覚障害者に対して、一人の大人として普通に話をしてください。子どもに話すように、上



８ 

から目線はとても悲しくなります。 

街中を歩いていて、子どもがお母さんに「あの人どうして棒を持っているの？」と聞いたら

「見ちゃだめよ」なんて言わないでください。子どもの素直な感覚に応えてあげてください。

興味をもった時にお母さんの知っていることで構わないので説明をしてください。その時に視

覚障害者に声を掛けることも良いですね。 

 

（３７） 男性、60 代、視覚障害 

私は視覚障害の弱視です。 

皆様は 4K のテレビを見るように目で見ることができますね。私は少し古くなったカラーテ

レビを見るように見えます。目から入る情報は 9 割以上あります。物を見る、文字を読む書く、

歩いて移動する。これらのことをするために補助具と呼ばれている道具あるいは機械を使って

障害を補って生活しています。 

 

（３８） 視覚障害 

・障害があるということは、目から情報を得られず、特に読むことができず困ることが多い。 

・生協などから品物が届いても判別しにくい。 

・その物の料理の仕方が分からない。例えば、入れる水の量、ゆで時間、レンジに入れる時間

など。 

・郵便物が必要なものか分からない。 

・最近はエコカーが増えて良いのですが、車の音が小さくて道を渡るときなど怖い。 

・よく言われるように、駅のホームは欄干のない橋のようで怖い。しかし、この頃は声を掛け

てくださる人も増えて有難く思っています。 

 

（３９） 男性、80 代、障害なし 

・車内で席を譲って下さったのに遠慮して辞退したら、その人は気まずそうに席を立って、他

に行ってしまった。しばらくの間、その席は空のまま。まわりの雰囲気も悪くなった。 

・普段は健常だが、その日は腰痛で、多目的トイレに入り、用を足した。ドアを開けると車椅

子の人が待っていて、じっと私の方を見て、「健常者なのに障害者用のトイレに入って」と言

った。見た目は健常者でも、身体の具合の悪い人もいる事を障害者の人も考えてほしい。 

・車椅子の人と本音のトークをした。お互いに思っている事を遠慮なく話した。相手の基本的

人権を傷つける事ない中身の多い話し合いは、非常に有意義でした。実は言い合える状態に

持って行く事が大変ですが。 

 

（４０） 男性、10 代、肢体障害 

病院やスーパー、公園などの駐車場で車イス用のスペースに健常の人が停めていることが良

くあります。車イスの人は駐車スペースが広くないと降りられない為、一般スペースに停める

ことができず、とても困ってしまいます。どうかマナーを守ってくださるとうれしいです。 

 

（４１） 男性、10 代、肢体障害/知的障害 

・ひとりで行動している時、困った事があったら知らない人にも声をかけるかもしれませんが、

優しく対応してほしいです。 

・レジでお金を出す時、時間がかかりますが、少し待ってほしいです。 

・エレベーターに乗る時、満員で待つことがあります。エスカレーターで平気な人は、なるべ

くそっちを使ってほしいです。 
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（４２） 女性、20 代、肢体障害 

・バスに乗ったことがない。車いすで乗れるバスがいつ来るのか、どれだかわかりません。行

きたい所があっても送迎がないとどこにも行けません。 

・レストランやカフェで車いすで入れるトイレがないので、入れるところが少ないです。 

 

（４３） 男性、30 代、肢体障害 

・電車やバスに乗って出かけます。いつも周りの人が気をつかって席をゆずってくれます。 

・音が気になってしまうことがあります。パニックになったら、ごめんなさい。 

 

（４４） 男性、30 代、精神障害 

みなさんへ、助けて下さい。理解してもらいたいです。おねがいします。 

 

（４５） 男性、30 代、精神障害 

1 人の人間として普通に対等の扱いをしてほしい 

 

（４６） 男性、50 代、精神障害 

見た目では判断できない障害です。やる気が無いのではなく、やれないのです。それを責め

ないで欲しいです。 

 

（４７） 男性、20 代、精神障害 

私は、怒られたり、叱られたりすると気分が落ちこんでしまいます。できる限り、優しく接

してもらえるとがんばることができます。 

 

（４８） 男性、40 代、精神障害難病 

自分は身体が痛く、ものすごい痛みの時や、おもたい物などを持つと、苦しくなります。外

見ではわからないので、自分自身でしか痛みを理解出来る方がいなく、周りに伝わらなく困っ

ているので、理解して欲しいです。精神についても健常者には理解されていないので困ってい

ます。社会に迷惑をかけている場合は、入院するなど必要ですが、普通にがんばって生きてい

るのに差別はやめて欲しいと思います。あと金銭面でも、国などでもう少し補助が欲しいです。

働けるのであれば、自分も社会に出て正社員で働きたいです。 

 

（４９） 男性、20 代、知的障害/発達障害 

僕はお母さん、お父さんとではなくヘルパーさんとお出掛けがしたいです。ヘルパーさんが

居なくてお出掛けをする事が出来ません。ヘルパーさんが沢山増えてお出掛けが出来る様にな

って欲しいと思います。 

 

（５０） 男性、20 代、知的障害/発達障害 

・僕は大きな音や声が苦手です。大きな音がする所では、お話を聴きとる事が出来ません。け

して無視をしている訳ではありません。写真や、実物をみせて、指さしたりして教えて下さ

い。 

・うるさい音の中で辛くて耳をふさいですわりこんでしまう時もあります。自分の声を大きく

出してうるさい音を消す時もあります。辛いという事をわかって下さい。 
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（５１） 女性、20 代、知的障害/発達障害 

・レジなどで表示された金額ちょうどを出すために時間がかかることがあります。大きなお金

を出しておつりをもらえばよいのですが、どのお札をえらべばよいのか難しい場合がありま

す。 

・電車に乗ったり、街を歩いたりするときにも、ひとり言を言っていることがあります。好き

なアニメのフレーズだったりします。それで安心したりするので、びっくりしないでくださ

い。 

・大きな音や赤ちゃん、子どもさんの泣き声が苦手です。耳が敏感で音がとびこんでくるよう

な怖さがあります。決して赤ちゃんが嫌い、憎いではないのです。「音」が嫌なのです。誤解

されないといいと思います。 

・バスから降りる時、手帳のわりびきを受けるために、運転手さんとの言葉のやりとりが必要

で、支払いなどに時間がかかります。また、手先も不器用なために、まごつくこともありま

す。どうかやさしい心でご理解おねがいします。 

 

（５２） 女性、40 代、障害なし 

私は障がいのある人にお仕事を教えていました。職員の人数が少なくて忙しい時ゆっくり

とお話を聴いてあげる時間がありませんでした。でも本当はゆっくりとお話を聴いてあげた

いといつも思っていました。職員さんとお話したい時、お話がしたいので時間を作って下さ

いとお願いしてみて下さい。すぐには聴いてあげられないかもしれませんが時間をつくって

くれるかもしれません。 

 

（５３） 女性、10 代、発達障害 

・追いつめられると、だいぶ思いつめてしまします。 

・「適当に」が難しいので具体的な指示が欲しいです。 

・人混みが多いところやザワザワしているところはすごく落ち着かないです。気を紛らわすた

めに足を組んだままで貧乏ゆすりをしたり、手いじりをしてしまします。 

・すごく集中している時や自分のペースでリラックスしている時に水を差されると、とても不

機嫌になります。怒っているわけではなく、気持ちを急に切り替えるのが苦手なのです 

・仕事の終了時には「お疲れ様」など声かけをして欲しいです（終了の区切りをハッキリさせ

て欲しいです。 

 

（５４） 男性、20 代 

【息子に聞いて代筆しました：母】 

・ヘルパーさんと一緒に遊びに行きたい。外国にも行ってみたい。親じゃなくてヘルパーさん

と行きたい。（→親から自立したい） 

・仕事はするけど、できない時もある。（→外から見てわからない不調があるのでそこは認めて

ほしい） 

 

【息子と暮らして母が感じること】 

・色々なところに行ってみたいようですが、突発的なこと（人身事故など）がおきると、どう

したらよいかわからないため、困った時に頼ることができる人のつきそいがほしい。 

・へんな目で見られると傷つきます。 

・若者らしい気持ちは障害があってもあたりまえに持っています。（恋愛したい、一人暮らしし



１１ 

たい、色々なところに仲間同士で行ってみたい） 

・障害があっても大人として認めてほしい、扱ってほしい。 

・障害がある人も人の役に立ちたいと思っています。（ボランティアしたい等） 

・ことばだけで説明されるとわかりにくいので、絵や写真があるとよいです。 

・物事は、○時○分に始まり、○時○分に終わる、と言ってほしい。「だいたい」「少し」「ちょ

っと」「早く」「ゆっくり」「ちゃんと」「しっかり」「まじめに」とか言われてもわからない。

具体的な言い方で示してほしい。" 
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２ 当事者の体験エピソード 

 

■エピソードの募集方法 

・収集方法：当事者団体等を通じて、当事者のエピソードを収集 

・募集期間：平成 31 年 2 月～3 月 

 

１．聴覚障害 

H さん 

ある薬局で薬を処方してもらう時に、「耳が聞こえない」と言ったら、窓口の人はすぐカウン

ターのパソコンの画面を使って筆談してくれた。スムーズな対応に感心しました。 

 

R さん 

家のリフォームで業者との打ち合わせに不安を感じたが、業者がたくさん図を書いてくれた。

お陰でイメージがつかめられたので安心できた。 

 

M さん 

近所の●●●に食べに行ってきました。 

店の人がマスクを付けたまま、何か声かけてきて「耳聞こえない」と伝えると店の人はマス

クを外さず声を大きく近く寄ってきたのです。「あの、耳聞こえないんだけど！」と何度も言っ

てもマスクを外してくれません。 

ステーキ定食セットを注文したかったのに、単品で注文されて定食セット代より高くなりま

した。不満を感じながらステーキを食べました。筆談してくれれば良かったかなと思います。 

 

K さん 

職場の病院で栄養科の人達はマスク付けたままで出来るだけ挨拶手話を表現してくれて本当

に嬉しいでした。御理解してくれる人が筆談してくれています。良かったです。 

 

I さん 

少し体験がありました。茅ヶ崎南口サップ店及びサーフィン店にて身振りと理解してくれる

人が筆談をしてくれたので嬉しいでした。 

 

R さん 

・最近、お店やコンビニで、店員が「ありがとう」の手話を使ってくれるようになりました。

つぎはもう少し手話で会話ができるようになってくれたら、買い物が楽しくなるかな。 

・レジでのポイントカードと袋について聞かれることが多いですが、ポイントカードを出さな

い、袋不要カードを出しても出さなくても聞かれる。お客様の意思確認だろうけど、煩わし

く感じます。スムーズにできる方法はないかしら。 
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・マックなどのドライブスルーの注文方法は音声のみ。車から降りて店内で注文して持ち帰る。

時間のロスがかかってしまう。 

・パーキングでのトラブル時は緊急電話で対応するので、どうすることもできない。 

・家電の説明は難しい。商品のセールスポイントを紙に貼ってほしい 

・観光地では音声ガイドがあるが、手話のガイドや文字表示ガイドがあると、楽しめる 

・相模線内には文字電光表示がないから、次の駅がわからない 

・タクシー運転手は行き先以外は話しかけないでほしい 

・スマホの買い替えなどは説明が長いのでわかったふりしてしまう 

・最近、店内にダブレットを使った遠隔手話サービスが増えて来ているが、逆に店員との距離

が遠のいてしまうだけでなく、「これがあれば大丈夫」と、過信しては危険。意思疎通の意味

で本当の合理的配慮になるとは思えない。 

 

T さん  

病院で名前を呼ばれる時に聞きづらいので、受付の人に耳が聞こえないですと伝えた。名前

が呼ばれたら、受付の人が教えてくれました。良かったです。 

 

A さん 

私の体験ですが、駅前の銀行から帰りに自分の財布が落としたことを気付かず、知らない人

が、私が聞こえないことに気付いて、走り寄って肩を叩いて、落としたよ！と教えてくれまし

た！感心しました。 

 

２．視覚障害 

（１）一人歩き  

＜駅で＞ 

私は弱視です。近頃視力がおちてきましたが藤沢や平塚などで慣れているところならば一

人で出かけます。そんな時に最近はよく声をかけてもらうのでありがたいなと思っています。

駅では階段やエレベーターで鳥の声がします。改札口ではピンポーンと音が聞こえます。エ

スカレーターでは「上り」とか「下り」とか、しゃべってくれます。これらの音声案内はと

ても役立ちますが、それに加えて「お手伝いをしましょうか」などと声をかけてくださる方

が現れて、私の歩行を助けてくれます。改札口までとか階段を降りるときにとか階段からホ

ームまでとか短いけれど、一体何人の方にお世話になっていることでしょう。電車に乗った

瞬間には、車内をとても暗く感じて「座席がどこにあるのか、空いてるのか」などまったく

わかりません。そんな時に「お座りになりますか」とか「ここが空いていますよ」とか声を

かけていただくと嬉しいです。 

見えない状態で奥に入ってしまうと面倒なのでついついドア付近に立っていることが多い

のです。 

 

＜横断歩道で＞ 
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音声信号機は●●●とか駅周辺には設置されてますが、我が家の周辺ではついていません。

横断歩道の白線は見えるけれど、信号は赤なのか青なのかわかりません。 

車のうごきを見てと思っていてもあまり車が走っていないこともあります。困ったなと思

っていると「青です。渡れますよ」とか「赤ですよ」とか、教えてくれる方に出会うとこれ

もうれしいことです。一言声をかけてもらうだけで安心してわたることができるのです。 

 

＜家の近くで＞ 

晩秋のある日、病院が混んでいて思わぬ帰りが遅くなりました。あたりは真っ暗でとても

歩きにくくて街頭や門灯などを頼りに歩いていたのですが、間違ってよその家の車庫に踏み

込んでしまいました。すると、中からちょうどご主人が出てこられて「どうぞ」と腕を貸し

て下さり、「ご一緒しましょう」と夜道を我が家まで案内してくれたのです。一人ならまた道

に迷ってしまったかもしれません。その方のご親切を本当にありがたく思いました。住宅街

で道に迷った時に人に出会ったら、勇気を振るって声を掛けます。人通りが少ないので チ

ャンスを逃すと尋ねる人もいなくなりますから。このようにして私は近所の方に何度も助け

てもらっているのです。 

 

（２）整理整頓 

わたしは独り暮らしですから、衣類や書類などなんでも自分でわかりやすいように整理し

ています。でも近くに住む妹が来て、使ったものなどを違うところに置かれたりすると、そ

れを探すのに苦労します。台所でお玉はどこにいったのかしら、あのお椀はどこ？などとた

まにこんなことが起きます。妹とは一緒にご飯を食べたり、郵便物の整理をしてもらったり 

いろいろと手助けをしてもらっています。普段から使ったものは元の位置に戻してねと頼ん

ではいるのですけれど、つい忘れてしまうこともあるようです。 

家族でもわたしの見え方を理解してもらうのはなかなか難しいことだと、ほかの場面でも

感じることがあります。 

 

３．肢体障害 

わが家は車椅子の家族がいるので、どこに行ってもまず困るのがトイレと段差。特に食事す

るところに車椅子で入れるトイレがないと安心してごはんが食べられません。 

大きなショッピングセンターとかホテルとかだとまず安心なので初めて行く場所は必ずそう

いうところに行きます。 

最近ではチェーン店やファミレスでも多目的トイレを備えたところがあって、●●●とか●

●●とかうれしいですね。 

寒川の●●●は車椅子トイレはないですけどバーのついた大きめのトイレがあって、入り口

に一番近いところに車椅子用駐車場があり、入り口が二重ドアなのですが行くと必ず従業員の

方が出てきてドアを押さえていてくださいます。 

最初は親切な方なのかな、と思っていたけれど、いつ行ってもそうなので、きっと従業員教

育が行き届いているのだと思います。 



１５ 

車椅子の人が安心してお食事できる場所は、お年寄りも、ベビーカーの子連れの方も安心し

て過ごせるので、こういう場所がもっと増えるといいですね。 

 

４．その他 

（１）助けて貰ったこと 

・養護学校に通学していたときのこと。ある日定期を忘れてバスに乗ってしまい、困っていた

ら、運転手さんが「今度から忘れないように」と言っていつものように下ろして下さった。 

 

（２）やらかしてしまったこと 

・ある日散歩に出かけた娘が大量のポケットティッシュを、「これ貰った」と持ち帰った。よく

聞くと「ご自由にお持ち下さい」とかごに入って店頭に置いてあったらしい。「だって、自由

にって書いてあった」と娘の言い分。 

 

・留守番を頼んで出かけて帰ってみると、庭のローズマリーの木が根元からのこぎりでバッサ

リと切ってあった。「お母さんがこの木が伸びすぎたと言っていたから私が切ってあげた」と

言われた。枝を切るだけで良かったのに・・・・ 

 

・通所してした時のこと。「●●さんがまだきていません」と電話があり、慌てて●●の携帯に

電話をすると「ハローワークにいる」という。前日通所先の職員さんとハローワークに行き、

障害者雇用の話をして「じゃあ何かあったら又きて下さいね」と言われたらしい。その「又

来て」は本人には「明日又来て」となったらしい。 

 

（３）困ったこと 

・万引きと間違えられて、警察に連れて行かれたことがありました。いつも仕事帰りに駅のド

ラッグストアでおやつを買って食べるのを楽しみにしていて、多分会計をしてそのおやつを

買った場所で、「ここにあったこれを買ったのだ」と確認していたのかなと思います。それを

見た方に「お店に謝るか、警察に行こう」と言われて警察に連れて行かれたらしい。勿論警

察ではきちんと確認してレシートもあり、無実だと分かったが、それまではあくまでも万引

き犯としての扱いで、しかも療育手帳を見つけた段階で障害者と分かったのに、すべて処理

してから連絡があった。この件は、市民の方、警察の方に障がいについての理解が無かった

ことを当事者の親としても反省させられた 1 件でした。 

 

・相模線を利用して通所していたとき、東海道線が止まってしまい駅に人が溢れていて、相模

線は動いていたのに分からなくて、駅でずっと待っていた。アナウンスはあっただろうが、

理解できなかったと思う。 


