自由意見／者（18歳上）
1 周りの理解
2 障害者という言い方ではなく、身体の不自由な方など、言い方を改めるべき。
3

知的･身体･精神障がい者にそれぞれ個別の情報が記載された定期発行の情報誌の
発行と送付を望みます。

4

フルタイムで働けず収入が少ない。月々の国民保険料でかなり家計が圧迫されてま
す。介護とかそういうのは必要ないので金銭面での援助がほしい。

5

障害者手帳を持っている人が受けれるサービス等の情報開示があまりに少ないので
もっとこういうサービスがあることを発信してほしい。

6

通院介助のサービス受けてますが、曜日や時間大丈夫なヘルパーさん居なくて利用
出来ないのは、困ります。

7

身体が不自由な障害者の為の福祉サービスに注力すれば良いと思います。しかし、私
の様な内部障害（見た目では分からない）者への配慮してもらえると助かります。

8 介護につかれたとき、手伝ってくれる人が休日いないこと。
9

少しの事でも大変です。何をするにしてもなかなか前に進まない。出来ない。自分だけ
でもだし、子供も居るとなおさら大変です。片付かない。前に進めないです。

10 とにかくいろいろな障がいを持ってる人に対して理解してほしいこと。

障害者として就職したいと思うが、近場で働くにはプライバシーが心配。長時間勤務で
11 きるようになったとしても、収入によって医療費が圧迫されると思うと一歩踏み出せな

い。
12

幻聴を治したいのと統合失調症を完璧に治したい為に役場の人や福祉支援の人、お
まわりさんにも助けてほしい。絶対に治したい。

13

一人で暮らしているので、不安が多い。在宅生活サービスが必要。仕事は少し難しい
と思うので、困っています。

14 バスをふやしてほしい

第５期は30年度から何年間の計画ですか？ 今後、消費税も上がることだろうし、使い
方が重要になってくると思います。障害者福祉政策は本当に難しいと思いますが、良
15
い計画を期待しています。障害者も、横柄にならず助けていただけるよう、常に謙虚な
気持ちでいることが必要だと感じます。
16 筋ジストロフィーの為今後介護が必要になる。その時は介護を受けたいと思う。
17

アンケートに協力出来なくて、どうもすみません。調子がすごく悪いので、わからないで
す。

18

障がいがないので、いろいろなサービスがあるのもわからないことが多いので、もっと
一般の人でも、いろいろなサービスの情報がわかるようになればいいかもと思います。

19

忠岡町役場の皆によくしてもらって、生活しているので、毎日安心して生活しているの
で、うれしいです。

20 訪問入浴の回数を増やしてほしい

親友のような話し相手が欲しい（同性で）。太りすぎて困っている。肝臓も心臓も悪い骨
21 も。どのように治していったらいいのか、たくさんありすぎてわからない。精神科以外で

も悪い所いっぱいあるので、どのように治していったらいいか困っている。

自由意見／者（18歳上）
22 医療費、通院等の交通費、生活費
23

警察官にお金を要求したい事。なんもしてないのに、２回も措置入院になってさ、しん
せつで車あけただけやのに、にくんでいる。

24 日頃の困り事は、今の所ありませんが、今後はわかりませんので！！
25

何度かアンケートを書いていますが、お役に立っているのでしょうか。緊急時のマイク
放送があまり聞こえてきません。泉大津のほうが良く聞こえます。

26 町バスのバス停を増やしてほしい（今すぐじゃない）
27

墓参りやおむつ（買い物）等行く事が出来ない時間をもらえない。娘との会話がない。
役所等へ行く時の乗り物がない。子供に頼めない。

28 今は体調が良いので特に無いです。
29 タクシーのチケット（割引）の枚数を増やしてほしい
30

サービスを使いたいが、点数のからみがあり、自費発生を覚悟で利用している。大きな
金額が発生、今後が不安。

31

隣接市には視覚障害者福祉協会があり、本町には無い為に、日常用品購入など知ら
ない事が沢山あります。情報源がありません。今後その事に付いて考えて下さい。

32 生活費の確保
33

公営住宅なんど申し込んでも当らないです。今はまだ歩けますが足が弱くなり、エレ
ベーターのある府営住宅にはいれたらと思ってます。

34

現代は、不便なことはあるが、先の事は何も言えない。自分の不便なことです。年と共
に出来ない事が多くなると思う。
府営住宅の抽選のやり方わかりにくい。抽選にいっています多くの人でいっぱいいま

35 すが、私が手を上げて前に来てガラガラを回していますが、もうひとつ分かりずらい。

抽選審査、一つだけで全住宅の結果が出ます。落選50回目。
36

個人情報は大事だが、お金の管理を家族がどのようにすればいいか教えてほしい。
（両親理解に欠けたのがいつかわからなかった。）

37

聴覚･言語障害者にとって、本人に直に伝わることがない。理解するのに第３者により
伝わっている事が多くある。
通院するのに歩けなくなった時、車で送迎たのむのに大分前から申し込まねばならな

38 い事が不便なのでせめて２、３日前位にたのめたらありがたいと思います。利用したく

てもできない。
39

私のように一人暮らしの人で話すことがないので、声が出にくくなったという方もおられ
るので、その方達の話し相手になってあげたいと思っております。

40 うーん、…特に問題は無い。
41

毎日生活するのがくつうです。１人で生活するのは困ります。生活かえるのもたいへ
ん。

42

買物、通院等外出には車を利用しなくてはならない。いつまで車を運転、免許証の継
続が出来るか不安。出来なくなると援助を受けなくてはならないと思う。

43

今は、障害や介護を頂いて居りますが、介護に関しては早く脱出出来る様にがんばり
たいと思ってます。

自由意見／者（18歳上）
44 リハビリの施設を増やしてほしい。（特に家の近くに）

交通機関です。福祉バスは買物に充分な時間がない。レジが混みます。三年程前から
難聴もあるので会話に困ります。現在補聴器通院中。杖を使用しているので両手が使
45
えない。特に雨の日は困ります。カッパを使用、すぐビショビショ、買物はいつもリュック
です。なるべく家族に迷惑はかけたくない。がんばります。
日頃障がい者のために考慮して下さりお礼申し上げます。先日は旅行に参加さしても
46 らいました。社協の皆様、福祉課の皆様、大変お世話になり心よりお礼申します。（お
礼を云う機会がないので、ここに記させてもらいました。）
47 自分自身は、どこも悪い所がないので普通の生活が出来ている。
48 こういうアンケートが本当にいかされてるのかな
49

外出するときすこしの段差でも車いすでは重くて、今まで車いすつかった事がなかった
ので障がいに車いすをつかうようになり初めて不自由、不便さがよくわかりました。

50 高月北医療機関わからない。未知町

障害福祉サービスは受けないでいけるなら、それにこした事はないと思っています。
今、現在、考え中です！
食事、掃除、入浴、通院などお世話になっています。障害を理解してくれているヘル
52
パーさんに長年お世話になっているので有難いと思います。
51

53 病院以外、自由に外出できない。
54 経済面で家族に負担を掛け過ぎている。
55

孫夫婦が緊急、相談できる器具をつけてくれて毎月月はじめに安否をたずねて下さい
ます。ありがとうございます。

56 ありがとうございます
57 １．障害者が利用し易いタクシーがほしい。 ２．町内の循環バスを多用したい。
58

今より障害が重くならないように心がけて行きたい。個々人に応じた対応を施設の方で
もお願いしたいところですが、そればかりは本人の努力次第ですね。

59

夜間は３回はオシコ。男子だから100均で[ぽとる １?] 右足が不良なので安心してね
むれる。
若い時から続いている友人が今も週一で来てくれて昔の近所の事知らせてくれてたの

60 しいです。又、食事が必ず用意してくれて嬉しいです。蒔かぬ種は生えぬ。最近つくづ

く思ってます。有難い得がたい友達です。感謝感謝です。
61 施設に入所していますが、やはり在宅で終りを迎えたいと思っています。
62 食品･生活必需品購入難民の救済 健康管理推進施設の充実
63

サポート、自立をしたいがサポート支援が少なくなっているように思える。ほんの１％～
３％ぐらいのアップでいいから維持してもらいたい。
アンケート調査（郵送）では、言いたくても言えない事（個人情報）があるのでは。担当

64 者（役場）が生の声を聞き取りした方が障がい者の家族からの町への要望や意見等が

わかるのでは…。障がい者の福祉施策推進の一歩になればと思います。

Q25-1 お金の管理や契約等での不安や心配／者（18歳上）

1 自分１人になった時
例）私自身、契約の説明が理解できず、電話回線を１回線で良いのに、２回線契約されていたことがある

2 （４年前）。このような不安は常にある。
3 目下なし
4 分かりやすい仕組み
5 必要な時子供が助けてくれる

認知症状が少しある時のお金の管理。嫌がる（怒る）でもまかせられない。通販で注文して払い込み用紙

6 がなくなり、忘れてる。

7 独身なので、老後が心配。
8 通帳の出入れ時のＡＴＭの操作がわからない。28年迄は自分でやっていたことが。
9 誰を信じていいのかわからない
精神の状態が悪い時に契約等お金のやりくりがしんどいことがある。１人で管理契約しているが、他人や

10 家族にしてもらいたくないので、急に出来なくなった時にどうしようか心配。
11 正規雇用からの排除、偏見
12 心配などしていません
13 心配なし

14 障害年金だけでは入院費、おむつ代、おこづかい、他の病院代などの費用が足りない。
15 自分で考えながらしているので心配ないです。
16 今は出来ていますが、この先どうなるかは。自分でも分からない。
17 今は１人で出来るが、先の事を考えるとときどき不安になることがある。
18 今の家に住み続けれるかとか、収入面の不安。
19 言語障害のため意思が疎通が困難。
20 契約書の意味が、自分で理解できない。
21 ちゃんとしてるつもりでも管理できているのか分らない不安です。
・少しでも家族のためにお金を置いといてあげたい。

・以前の様に家族を養いたい。こんな体になって

22 しまい申し訳ない。 ・お金の管理や契約は家族に任せているので心配はない。

・社会的な契約についての知識がほとんどなく、本人一人では金銭管理やクレジット契約が困難なこと。

23 銀行預金、光熱水道費の支払い契約等ができない。・もし自分でやれば、破産や詐欺被害にもあいかねな
い。・両親が亡くなった後、成人後見人の指定等も必要になるかも。

自由意見／児（18歳未満）
発達障害のある子供に対して、特に重度や問題行動がある子供に対しての地域での受
け入れが消極的で、知ってもらう機会すら与えられない状況。保育所などできるだけ
早期の段階から他の子供と同じ環境で多少のサポートを受けながらすごすことで、友
1 達の有無にかかわらず支援が必要な子供に対して、どう対応すればよいのか自然に受
け入れ、身に付くと思うので、積極的な地域での受け入れを望みます。市町村をこえ
て、職種をこえて、皆で情報共有し連携することが必要。よりよい環境作りのため
に、柔軟な対応を！！
親、自身、体調が悪い時など学校への送迎が出来ない為、お休みさせないといけない

2 ので、これから老いていくので不安があります。
3 情報誌みたいなのが出来ればと思う。

障がい児、者のことをもっともっと理解してもらえる様に広報してほしいと思いま

4 す。障がい児、者のみのイベントをするとか、何かをしていけたら（親子で）と思い
ます。
なかなか大変で変わってきてはいると思いますが、差別などは難しい問題だと思いま

5 す。言うと言われますし、本人も傷ついています。どうして良いか分からないです。
（涙）
ケアマネジャーさんがいない。←どこでお願いするかもわからない。手続き等の情報

6 がほしい。

・障がいをもっているからと卑屈にはなって欲しくないし、なりたくないです。たく
さんの人と出会って、子供のことをわかってもらいたいと思っています。 ・心のバ
リアをお互いに貼ることなく、地域の方々とともに共生していける社会を作っていっ
7 て欲しいです。 ・障がいの子をもつ親として、悔しかったことがあります。地域の
中学校に行けなかったことです。状況的に諦めてしまいましたが、他の人には諦めて
もらいたくないです。 ・地域の学校で共に学べるようすすめていって欲しいです。
よろしくお願いします。
・現在、小学校で、本人の望む支援を受けることが出来ているが、今後、中学、高校
で同じ様に支援を受ける事が出来るかが心配です。 ・学校の先生に発達障害への理
8 解があり、差別や嫌な思いをする事なく、友達と一緒に学校生活を送る事が出来てい
ます。これからも理解が深まれば良いと思いますが、せめて「困っている子がいる」
という事を知ってもらえるだけでも、世の中は変わっていくと思います。
・トイレの自立ができない。

・コミュニケーションがとれない。

・食べることが

9 好きなのですが、上手く食べることができず、よく肺炎になる。 ・いつも見守りが
必要なので、家族の負担が大きい。

など日頃の悩みです。

Q8-3 働くことに必要な支援／児（18歳未満）
＜かならず声がけが必要です＞自分から気持ちをうまく伝えることが出来ないので、何かをはじめ

1 る前には今どんなことが困っているかなどこまかく本人に聞いてもらいたいです。
2 ・回りの配慮や理解。 ・技術の修得（習得）のバックアップ。 ・就労支援。
3 ・送迎のある所。 ・合う作業が出来て毎日楽しく通える所。

4 サポートがあれば、働く事ができると思うので、能力を見極めた上での支援をお願いしたい。
5

その子その子の支援の仕方は違ってくるかと思います。子供が楽しいうれしいと思える様な仕事で
働く、働ける場であってほしい。あと月１回でも２回でも親と子供たちでクッキーとか手作りのも
のを販売するイベント（町興し的な）が出来たらと思ってます。働いて（物を売って）お金を頂く
という事も勉強の１つかなと…。
一般就労に向けてのサポート。軽度の障がいではあるが、一般就労出来るか、その場合、障がい者

6 枠での就労になるのか相談やサポートしてほしい。

学生時代とは違い、初体験の事ばかりなので色々な事を乗り越えて仕事を覚えて、成長していって

7 欲しいと思います。困難な時に、この子の障がいを理解して、分かり合える様な方が居てくれたら
大変心強いです。

8

今、息子は重度のため支援学校に通学しています。支援学校での卒業後は、作業所に行くものだと
いうレールを引かれています。作業所に行けるかどうかもわからない状態ですが、道が１つ（作業
所）しかないというのは、心が閉ざされる思いがあります。 作業所以外で働けて、楽しく過ごせ
る居場所（習い事やスポーツ）があればいいなと思っています。
仕事内容を普通の人が６～７割の説明で理解できるところを10割もしくはそれ以上に説明していた

9 だけるような環境。

社長、上司、同僚、後輩や取引先など、関係する人達に本人の障がいの特徴、長所短所などを理解

10 して貰い、仕事を割り当てて欲しい。

働くことはできないので、日中ここちよく過ごせる環境を探してあげたい。忠岡町周辺は、あまり

11 肢体不自由児の福祉施設がないので、不安に思う。（18才以降） 支援学校の施設への見学も、堺
市内が中心なので、もっと忠岡周辺も参考にしたい。

12

能力が最大限生かせる環境作り。例えば、・時間を決め見通しをもたせる。 ・適度に休憩、息抜
きできリフレッシュできる時間を細めに作る。 ・できたこと、それを認めほめる。 ・得意なこ
と、能力が生かせる仕事内容を考慮する。 ・最低限の社会的ルールを守れる様に（あいさつ、報
告など）指導する。

Q10-1 現在利用しているサービスや支援について／児（18歳未満）

1

・サービス内容がわかりにくい。（現在利用していることがどのサービスにあたるのかわからな
い。作業療法、言語療法の訓練など） ・訓練が受けれる体制をもっと整備する必要がある。（訪
問や中学や高校になっても、回数が減っても持続した訓練が受けれるように） ・働く介護者もい
るので時間的融通がもっとあるとよい。 ・子供に必要な支援は何か、町としてもっと考えてかか
わってほしい。
・放課後デイサービスの充実化→入りたくても、定員がいっぱいで入れない。

・放課後デイサー

2 ビスの多様化→“勉強に力を入れる”“運動に力を入れる”など、それぞれの特色を生かしたサー
ビス。放課後デイサービスの支援者（先生・ヘルパーなど）の紹介、公開。

3 ＡＤＨＤを理解してくれているので、小学校の学童より過ごしやすい。
4 こちらの事情を良く理解してくれており、希望している支援をしてくれている。
レスパイトは待っている人が多いので、もっと利用できる施設が増えてほしいです。

5 などにすぐに受け入れ可能な病院などいくつか知っておきたい。

緊急の場合

訓練等とても良いと思います。通うのに大変です。車ない為大きくなると行く事を悩んでおりま

6 す。それが悩みです。

今は高等部２年生なので、利用は減らさないといけないなぁ～と思っています。なので特にありま

7 せん。よくしていただいております。慣れて楽しくすごしているようです。
8

仕事をしているため、すごく助かってます。デイ内で色々とイベントや、お出かけもあるので、子
供はよろこんで行ってます。児童デイでも作業所も運営してるところも聞きます。今行ってるデイ
はないので、作業所も作ってほしいなと思います。色々とさがすのも大変で慣れた所がいいかなと
…。

9

放課後デイサービスを利用させていただいています。とても親切にしていただき、日々感謝してい
ます。 複数の事業所を利用しているので、個々の特色がみることができています。療育に力を入
れてくれているところもあれば、遊ばせて預かっているだけのところもあります。たくさんの人に
関わってもらい、息子にとっては、ゆっくりできるところもあり、良い環境だと思います。18才ま
でという制約が不安です。18才以上からのデイサービスがあればな～と思っています。
放課後等デイサービス、利用させていただき、大変お世話になっています。仕事をするうえでかな

10 り助かっています。

Q11-1 必要な情報／児（18歳未満）

1

学校の学習会に参加したり、親の会に参加したりして多少の情報を得る努力をしているが、必要な
時に必要な情報が充分得られてるとは思えない。自分から積極的に情報を得ようとしないと得られ
ないので、難しい。児の状況をある程度ふまえたうえで必要な情報を役所側からある程度提供して
ほしい。（希望があれば）

2 現在中学生ですが、今後の進路が全くわからない。
作業所のこと、グループホームのこと、学校を卒業してからの、成人してからの、色々な情報がほ

3 しいです。（親なき後のきょうだいのサポートとか）

4 中３なので学校など高校等どうなのか知れたら良いと思います。あまり聞いても分からない。
5 放課後デイの情報
問10の問題で、色々な支援がある事がわかりました。今の成長の段階で、色々な経験をさせてあげ

6 たいと思いました。

和泉保健所の保健師さんにお願いしないと、なにも情報がわからない。もっと新しくできた施設な

7 どの情報をオープンにしてほしい。すべてまるなげにしている。忠岡町からは、何も情報がない。

