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１. 障がい者福祉に関するアンケートコメント 

 

（１）生活支援に関すること 

≪経済的支援≫ 

○私は、障がい者になって約６年たちますが生活面で色々と困る事があり、その中で一番の困る事

は経済面です。現在、自宅で高齢の両親と生活していますが、今のところ自分の日常生活は何と

か介助者の介助なしに生活ができていますが、今後介助者が歳をとり、私に介助できなくなり逆

に私が介助者の世話をしていかなくなってくると、とても困ります。ちなみに、市や民間の介護

サービスが色々とありますが、受けるにしても費用が掛かりますし生活面を全部となると難しい

と思います。現在、障がいの為問題（働く場所・働く場所での病気のケア・通勤手段）があり働

くことができません。何回か相談に行きましたが難しいそうです。また、障がい手当や障がい金

を支給してもらえないか行政に相談しましたが、条件が適合しないということで支給してもらえ

ません。本当に（私や両親）困っています。その事で私は思うのですが、（私と同様の人）生活し

ていく為にはどうしてもお金が必要ですので、もっと一人一人の障がいの程度や経済面を国や市

が細かく調べ、本当に必要な人に少しでもいいので支給して欲しいです。また、文面だけでなく

直接障がい者や家族の所に行って（役所などに行けない人）話を聞いて欲しいです。最後に、下

呂市が障がい者や障がい者の家族が安心して暮らせるような町にして欲しいと願っています。 

○自動車免許以外に、色々な職場に就けるように資格取得のための支援（または助成）をしてくれ

るような制度があったらいい。低所得者に対しての経済面的な支援をしてくれるような制度があ

ったらいい。（例：家のリフォーム代・家電製品の購入・車の購入等の高額代金が発生する物）家

族と同居していても、経済的になかなか生活的にギリギリで難しく介護以外にも支援してくれる

ような制度が欲しい。（別居している兄弟・姉妹や子供も同様）これからも「下呂市障がい福祉計

画」策定事業計画見直しに期待しております。いつもご心配していただきありがとうございます。 

○オムツの助成をしてほしい。 

○Ｂ２の療育手帳を持っているのですが、特に利用できる事は少ないです。私はパートで勤めてい

ますが、リハビリの為週２日は仕事に行けません。働きたくても他に条件の合う所はあまりあり

ません。その他にもおむつ代がかさんだりしています。Ｂ１以上の判定じゃないと福祉手当（助

成金）？を受けれるのは難しいそうですが家計が厳しいです・・・。将来的に支援学校高等部に

行かせたいという所までは想像がつくのですが、その先の事は全然分からないです。お金の事も

どれだけ残してあげればいいのかなど不安だらけです。 

○福祉用具（補装具）購入について、助成していただき大変助かりました。 

○医療費や支援費の補助をしていただきありがたいです。継続をよろしくお願いします。 

○医療費をみてもらえるのは、とてもありがたい事だと思いますが、日常生活用具が必要になるの

で今のままでは将来が心配になります。 

 

≪居宅サービス≫ 

○障がいをもちながらも、ひとりで実家でくらしています。姉たちの支援はあるものの住居が離れ

ているので時に応じて対応できません。また、継続的にも見守りや支援ができないのが現実です

が、市の福祉サービス、保健サービスに支えられて、本日まで元気に過ごせています。体の自由

がききますので、就労継続支援、ホームヘルパー等のサービスをこれからも利用させていただき、

多くの方々との交流を進めていってほしいと思っています。本人は、いつもサービスをしてくだ

さる方々について「やさしくて良い人」と言っています。やさしい方々に囲まれてこれからも安

全で楽しくくらしていけたらと願っています。 

○ホームヘルパー（移動支援等）をお願いする場合、支援学校が休み（夏休み）にはいると今迄受
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けていたサービスの回数が少なくなってしまう。ヘルパーさんが足らなくなるのはわかるけ

ど・・・（本人の意見） 

 

≪入所サービス≫ 

○自分も年々障がいが進み不便になる中、主人の祖母の介護を義母と行っていますが、私（障がい

者）、義母（７８才）で義祖母（100 才以上）を老健に預けたり、時には自宅で介助しています。

金銭的なこともあり、なかなか施設には入れられません。自分の事も思うように出来ないのにこ

の先どうすれば良いか困っています。 

○今、施設の方でお世話になっているので…。いつもありがたい事です。感謝しております。 

○私自身が年をとってきましたし主人も身体障がい者の為これ以上人のお世話する自信がありませ

ん。・・さんの事は福祉施設の方でお願いします。 

○家族も高齢化し、今後に対する不安がある。自宅で生活したいと希望があるものの、実現するこ

とは難しいと考えている。介護保険施設への入所を検討しており手続き中であるが面接等の負担

や費用を考えると、医療機関への入院の継続を依頼したいと思っている。 

○施設入所している者へのアンケートでは無い施設入所中の人が高齢化して介護が必要になった場

合の対策、方針を示してほしい。 

○この先、親は年とっていきますので親が病気、けがでもしたら大変なことになりますので、今ま

でどおり施設にて生活を望みます。よろしくお願いします。 

○親が亡きあとの生活ができるよう旧下呂市内にグループホームを是非、作っていただきたいと願

っています。 

○兄です。もう８６才、元気なときは作業等も参加しました。今では自分も介護をうけています。

この先の事が心配です。現在は山ゆり園に入所させていただいています。 

○下呂市内に障がい者施設を作ってほしい。 

○下呂市は、他市と比べてずい分充実していてありがたいです。将来、終のすみかとして永住でき

る、安心できる入所施設の増設を望みます。 

○一人住まいのため病院に入院中、障がい（介護が１級のため）者のための入所できる所が少なく、

３ヶ月で他へ行かなくてはいけないのはちょっと…。見守る側にも温かい支援を…。税金の使い

方も考えてほしい。 

○萩原から少し遠い施設に入所させていただいています。基本毎週末帰ってきます。下呂市からも

多額の補助を頂いて本当に感謝しています。施設は先生方も働いて見える方も入所者や保護者に

深い愛情と理解があって有難いと思うことばかりです。できればずっとここで過ごさせていただ

けたら幸せですが、やっぱり親も年を取っていくのでいつまで送っていくことができるだろうか

と将来のことを考えると不安です。障がい福祉サービスの件がわからなくて記入できませんでし

た。 

○いつもお世話になっています。私（母：77歳）の体調がよくない日々ですが、障がい者を持って

いる人々も年齢が増してこの先、心配し悩む毎日です。旧下呂にも福祉施設（入所）グループホ

ーム（障がいを決めない）入所できる家ができることを望みます。これからの福祉の向上を期待

します。 

○現在要介護者が家族にひとりいるため、しかも７５歳以上の高齢のため今をどう生きていけばい

いのか不安な毎日です。家族の中でもう１人１０年程前より施設で預かっていただいております。

今の社会情勢を見ておりますと、家庭に引き取り家族で面倒をさせるような方向になろうとして

居りますが、そうなった場合、もう完全にアウトです。どうかそうならないように今の状態を継

続していただきますようお願いします。 

○現在は市外の福祉施設にて２０代のころから入所させて戴き、４０年以上お世話になっています。

福祉サービスの向上において国県又は市の福祉援助には、大変有難く感謝している次第です。ま
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た、今年４月からは同施設内において新しく（個別制度）施設建物が完成してそちらのほうへ入

れていただいて生活をしております。しかしながら３、４年前から、体のほうが歩行困難となり

車椅子生活となって、生まれつき手が不自由なことも重なり、着替えから食事、排泄において職

員の方々には多大な負担をかけるようになりました。当施設は介護施設ではないのでこの先寝た

きり状態等になった場合は、入所不可能となり、退所せざるを得なくなると思います。そうなっ

た場合には、当然家庭での介護は難しく、市内における介護施設等に入所できればいいのですが、

そうなったときのことが今一番心配しているところです。 

○自分の子が社会人となり、下呂市内における障がい者施設の状況に興味があります。どんな種類

の施設があるのか。利用者の実態はどうか。待機者がいるのかいないのか。または、これから人

数がどうなると予想されるのか（これについては行政で把握できますよね）。これらを把握するこ

とで、今後何が求められるかが分かり整備していく手がかりになると思います。また、市内の福

祉関係諸機関が連携を取り、情報交換しながら協力してほしいなと思います。 

○金山にグループホームがありません。いつできるかは分かりませんがよろしくお願いします。 

○下呂地区か金山地区のどちらかに益田山ゆり園のような障がい者支援施設を作ってほしいです。 

○最初は山ゆり園でのショートステイから萩のデイサービスの利用を数年利用させていただいた後、

あさぎりサニーランドへ入所させていただきましたが、ケアマネージャーの手厚い見守りと職員

の方々の働きのおかげで困ることがなく何もなく介護出来て感謝しています。今は安心してサニ

ーランドで生活してもらっています。 

○現在下呂市のグループホームに住んでいますが親が高齢化していき、親の弱っていく様子も子ど

もに知ってほしいと思います。子どものグループホームの近くに親が住めるホームがあればと思

います。車の運転ができなくなった場合、公共交通機関の本数が少なく、乗りつぎも必要です。

子どもも親も安心して、その時をむかえることができればと思います。 

 

≪児童サービス≫ 

○目に見えない発達障がいに対しての理解が少ない。もっと色々な人に知ってもらいたい。発達障

がい＝親のしつけが悪いと思われる。相談できる所も少ないし、困っている人不安に思っている

人は世の中にたくさんいますよ。デイサービスも１か所しかなく、利用したいと思っても定員い

っぱいな現状です。受け皿が少なすぎると思いませんか？高齢者の制度を良くすることもいいで

すが、未来ある子供達をもっと支援しようと思ってほしいです。下呂市の未来は子供達にかかっ

ていると思います。発達障がいと分からないまま大人になって、とても苦労している人がたくさ

んいます。今の子供達がそうならないためにも、もっと下呂市全体で支援したり大人になってか

ら困らないようなトレーニングを考えたりしてほしいです。健常児をもつ親は障がい児をもつ親

の気持ちは分かりません。ちゃんとできる事があたり前だからです。すべての人が、安心して暮

らすことができる下呂市にかわっていってほしいと願っています。 

○放課後等デイサービスが下呂市に数年前に出来たことは、本当にありがたいことでしたが、名古

屋や高山には複数のデイサービスがあり、事業所を選び日を交代しながら通っている子が何人も

います。下呂には１つしかありません。定員も決まっているので希望日に預けられないこともあ

りますし、まだまだサービスが充実しているとは他の市に比べて言えません。施設も（環境）も

充実しているとは言えず、ワンフロアーの中で、いろんな障がいをかかえている子が活動してい

ます。やはり下呂市をもっと活性化するには、障がい児の親でも安心して預け、働ける環境が整

わないと障がい児の親＝仕事はやめるでは、活性化はしないと思います。また、ゆうあいホール

で１対１の移動支援事業がありますが、施設が十分とは言えません。トイレもせまく障がい（肢

体不自由）にとってとても使いにくいものです。下呂市は、それぞれの萩原、小坂、下呂、金山

にさくらんぼ教室がありますが、やはり一番いいのは、下呂に療育保育ができる施設があること 
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だと思います。高山にはあゆみ学園があります。そんな施設があったらなあと、保育園時代に強

く思っておりました。 

○下呂市から他県への通院、療育などにかかる家庭の負担は大きいです。助成の新設のご検討をい

ただけるとありがたく思っております。わが子の場合は聴覚障がいですが、他の市町村でおこな

われている難聴児への様々な助成制度をみてみると、下呂市ではまだまだ理解していただける部

分があるのではないかと思います。障がい児を育てながらでは、時間的にも精神的にもそして経

済的にも現実は厳しく、親が頑張り過ぎてしまう状況は、どのご家庭でも同じだと感じています。

障がいはあれど、これから社会へ向けての自立を願い頑張っている親と子への支援を様々な形で

お願いしたいと思います。 

○具体的に早急にご検討いただきたい事として、「難聴児補聴器購入助成」として修理費用などの補

助の追加、「日常生活用具給付」としてイヤーモールド・補聴・人工内耳の電池の助成の追加、通

院・通園・通学費の新設、人工内耳の体外装置買い替え助成制度の新設、これからの下呂市での

障がいのある親と子への支援・サポートに期待しています。ご検討宜しくお願い致します。 

○飛騨地域に難聴児の療育機関が無いため０才～小学校に上がるまで週１～２回岐阜市のろう学校

に片道２時間以上かけて通っていました。また、下呂市には補聴器の補助がありますが５年に１

回で購入に対してのみの補助となっており、故障の際の修理費や成長に合わせて作り替えるイヤ

ーモールド（耳型）の費用などは補助の対象にはなっていません。今現在は通っていませんが、

難聴児の療育機関がもっと近くにあればと思っています。また、経済的な負担が大きい事から療

育機関への交通費の助成や補聴器の修理費、イヤーモールド作成の助成等経済面での支援を検討

して頂ければと思います。 

○いつも下呂市の施策で難聴児のサポートをしていただきありがとうございます。誕生してから現

在１歳２ヶ月になりますが、生後すぐ両耳９０ｄＢ以上の高度難聴と診断されました。現在まで

に聾学校、療育施設、大学病院と週に２回ほどのペースでいずれかに通っております。まずここ

で不安に思っている事は、いずれの施設も下呂市から２時間以上も離れており、移動距離が都市

部の難聴児に比べ非常に長いということです。障がい者手帳では、高速代の補助、ＪＲなどの補

助はありますが、私たちはそれらの交通機関はほとんど使わず、おもに自家用車での移動になり

ます。近隣の高山市では「障がい児通園助成」という補助があり、この制度を利用して通園通院

を行っているという話も聞きました。特に下呂市は交通が不便なため、障がい児の療育・通院の

格差のないようぜひこの助成をお願いしたいと思っております。また、下呂市以外の市町村では

「日常生活用具の給付制度」でイヤーモールド（耳型）、補聴器、人工内耳の電池の助成を行って

いるところもあります。幼少期は成長が早く、半年～１年で耳型が変わってきます。また電池も

毎日つけている為、かなりの負担がかかってきます。こちらの助成も検討していただきたいです。

また下呂市で初めてとなる難聴児への人工内耳手術を７月に行いました。人工内耳というのは、

高度難聴の子どもへ聴神経に直接電気信号を入れる体内・体外装置です。これにより９０ｄＢ以

上の高度難聴が３０―４０ｄＢまで聞こえるようになるというものです。（補聴器では６０―７０

ｄＢ）完全に聴力が直るというものではないですが、それでも静かなところで会話が聞きとれる

とのことで決断しました。ただしメンテナンス・電池の費用は補聴器に比べかなり高くなります。

また新しいものなので、頻繁にバージョンアップされたものも発売されます。他市町村では「人

工内耳の体外装置買い替え助成制度」も作っていてそういったサポートもあります。検討をお願

いいたします。これから子どもは小中学校と進んでいくわけですが、それまでにできるかぎり難

聴を克服するため、下呂市からのサポートをお願いしたいと思っています。よろしくおねがいし

ます。※参考までに他地区の助成制度をあげておきます。よろしくおねがいします。 

 

≪相談≫ 

○障がいを持っている子供を育てるのは、やっぱり大変です。年齢が上がるごとに楽になることも
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多くなってきたけど、年齢が上がる事でまた悩む事も増えています。でも、市の福祉課の方や先

生方が色々と考えて下さったり、私達親の困っている事をどうしたらいいのか考えて会議をして

下さっていて本当にありがたいです。ただ私の場合は、そういう方々に話したり、同じ悩みをも

つ親さん達とつながっているから話をしたりして発散できるけど、でもそうやって発散できない

お母さん方もまだたくさんいると思うから、そこが少しでもクリアになればお母さん方は笑って

少しでも生活できるのかな？と思います。親さん１人１人悩みも違うと思うけど、私も含めて子

供と１日１日なんとなくいつも通り今のまま暮らして行けるといいなと思います。今の目標は子

供が働くことです！ 

○自閉症 一口に障がいと言っても想像もできない程の幅があります。特に自閉症スペクトラムの

場合はまわりに理解されず苦しむ事も多くあります。この様な専門的なカウンセリングがあれば

嬉しいです。又、同世代の（自閉症スペクトラムの）ネットワークがあれば参加してもよいかと

思います。 

○地域の障がい児の情報などは、なかなか流通が少なく今は、病院で会うリハビリ仲間や「チャイ

ルド♥ラブ」のお陰で交流の機会が増え、ありがたく思っています。子どもがハイハイするように

なった１歳２か月までは児童館など子どもが集まる所にも行き辛く、家に引きこもりがちでした。

さくらんぼ教室も満員のため断られてしまい行き場がなくとても辛かったです。どの子も親にと

っては心配で大切だと思うのでなかなか難しいとは思いますが、障がいのある子ができれば優先

的に受ける事ができたらと思います。市民の中ではマイノリティと思いますが、リハビリや療育

に関しても情報が少なく、閉鎖的なのでもっとオープンに開示していただけると選択肢が増え、

有難いと思います。障がいをもっとオープンにして地域の中で認め合い、支え合って親も子も前

向きに暮らせる社会にしていけたら、と強く思っています。 

 

 

（２）保健・医療に関すること 

○障がい者(本人)が入院中（市外）ですので、住民票がこちら下呂市内になっている為、住民検診

等こちらでは受けられない内容の封書は送ってもらわなくて結構ですので宜しくお願い申し上げ

ます。※重要な物だったら、市から直接病院に送ってもらえた方が良いと思いますが如何な事で

しょうか。 

○障がいとする病気治療は、高度医療なので市内の病院はできないが、現在この病院では ･･･（病

名）･･･ でＡ科に毎月通院している。こちらが常勤医師いないので、大変困っている。先日、･･･

（症状）･･･ で受診しようとしてもやっていない曜日。仕方なく車で２時間以上かけて、障がい病

気で治療している市外の病院の主治医が、当院のＡ科にかけあってくれたが「手術曜日」という

事で、診察してくれなかった。平日の昼でも。情けなかった！ ･･･（症状）･･･ の受診を車２時間

でも、できなかった事に下呂市という地元のダメさをしみじみ感じた！（先生もお体や年齢もあ

ると思うし。他の開業医がいればうれしいが）市内の病院は、市外の医師が来るが、いる時間が

短く、診察せわしく、ちゃんと受診できないし。Ｂ科の ･･･（病名）･･･ は長年で、最近段々ひど

くなり、市外で受診をしなくてはならなかった。（毎月岐阜市通院してる者として“月２回の岐阜

市”つかれた）今年に入り、介護の立場の高齢の家の者も検査入院した。これも市外の病院しか

できず、家の者みなその時期大変だった。この検査は飛騨地域の病院でもできるが、私の通院に

合わせ同病院になった。せめて“医療レベル”を飛騨地域の病院ぐらいになったら、少し楽にな

るかも。下呂も。こんな“超医療不自由地域”出ていきたいと思っています。 

○長年お世話になっています。今後ともよろしくお願いします。現在は病院に入院して、いたれり

つくせりで有りがたい気持ち、感謝でいっぱいです。本人も弱いなりに頑張っていますので安心

しています。お世話して下さる職員様、本当にご苦労様です。 

○できれば神経内科を開設してほしい！ 
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○病院に２年以上入院しています。 

○もうすぐ６歳になる我が子は２歳半で自閉症の診断を受けました。これまで色々なリハビリに通

ってきました。良い先生方に出会え、訓練して頂いているおかげで、ずいぶん成長できました。

保育園に通うようになってからはさくらんぼ教室の回数も増え、先生方がとても熱心に指導して

下さり、それも我が子の発達、成長に大きく関係していると思います。うちの場合はとても恵ま

れているのかな？と思うのが理学療法、作業療法、言語療法、全てのリハビリ先を見つける事が

出来ていて、本人も私達親も充分に感じており、ありがたく思っています。ただ、町内に金山病

院という、とても良い病院がありながら療育に関して、そこを利用できていない事は残念に思い

ます。診断されたばかりの頃（２～３歳頃）金山病院で作業療法をやらせて頂いていたのですが、

部屋がとても狭く、子供がじっとしていられず、リハビリ室に飛び出して行ったり、廊下や階段

を歩き回るというような感じで訓練どころではない状況でした。感覚統合を目的とした設備など

整っていたら、子供の興味も引くでしょうし、とにかく子供を対象とした療育設備は全くないよ

うに感じました。現在は落ちつきも出てきましたし、今なら狭い部屋でも取り組めると思うので、

金山病院でのリハビリを再開したいなという気持ちはありますが・・・。そして今、保育園に通

っている発達障がいを持っている子達の母の集まりで『言語療法』を金山病院でやって頂けない

か？という話（要望・願い）が出ています。言語療法は下呂、高山、美濃加茂、岐阜まで出てい

かないとリハビリ自体受けられませんし、なかなか予約も取りづらいのが現状です。それだけ需

要があるということなので、金山病院でも新たに言語療法を始めて頂けたら、救われる子供達や

その家族が遠い所まで通う負担が軽減されるかと思います。常勤は難しいのであれば耳鼻科のよ

うに週２など、検討して頂けないでしょうか？言語訓練を始めたくても始められない子供達もい

ます。言葉を増やしてあげたい、伸ばしてあげたいと願う親の気持ち、届いてほしいです！！ 

○病院は、立派になったけど先生が少ないので、市外の病院に通わなければいけないのが残念です。 

 

 

（３）教育、文化芸術活動・スポーツ等に関すること 

○難聴で現在９歳です。学校ではいろいろと支援をしてもらっています。とてもありがたいと思っ

ていますが、学校によって通級がある学校、難聴学級がある学校ない学校があります。予算など、

いろんな問題で、全部の学校に設ける事ができないことは分かりますが、やっぱり規模・人数の

少ない学校の生徒だというだけで、大きな学校にその時だけ通うというのは不公平なように感じ

ます。もう少し平等な対応をしてもらいたいです。人数が多い少ないに関係なく、障がい者には

変わりありません。皆同じように困っていたりするのです。その辺の対応お願いしたいです。 

○小学校進学時のクラス選択について（学校対応）最終決定は親にあると言われても、それまでの

説明、対応は非常に威圧的であると感じた。自分の子供の特性、障がいなど全て話しても「（テス

トの）数字で判断するしかない」「知的学級が良い」「二次障がいが考えられる」など障がい児、

家族に寄り添う対応とは言いにくく、テスト（ＷＩＳＫ）の結果にのっとったマニュアル通りの

対応であると感じた。福祉サービスの充実ももちろん必要であるが、その前にそれにたずさわる

全ての方々が数字、マニュアルにとらわれず、障がい、特性、個性を考え、柔軟に考えられるよ

うにして頂きたいと心から願いたい。どうしても数字を重視するのであれば、障がいの有無を判

断するテストを任意ではなく、入学時テストのような強制的なものにし、全ての児童を同じ基準

で見てもらえる様ならまだ納得ができると思う。 

○市内小中学校の特別支援学級の支援員さんを増やしてほしいです。 

○特別支援教育就学奨励費の支給金額をもっとあげてほしいです。 

○下呂市の萩原地域は全体的に温かい人の多い所だと思います。娘と買い物に行くと、わたしの知

らない方が娘に声をかけてくださり、いろんな所でお世話になっているのだなあとありがたく思

っています。障がいのある人は、余暇を楽しむという事について制限されていると思います。星
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雲会館という良い場所で、週１回または月に２回くらい、障がいのある人が勉強できる場（例え

ば、パソコン教室、華道教室、絵画教室、将棋教室、茶道教室、料理教室、書道教室、算数教室、

カルタ教室：漢字を覚えるためのカードを使用など）があるといいなあと思っているのですが…。

障がいのある人の生涯学習の場を創設できればいいなあと思っているのですが、どうすればいい

でしょうか。 

○年を取って、意欲がないので何をするにも難儀です。喜びをもって生きる道を模索中です。（兄） 

 

 

（４）雇用・就業の支援に関すること 

○就労継続支援と言っても定年がある。これからどうしたら生活していけるでしょうか？これから

仕事を探してもありはしない。どうしよう。 

○職種が限られてくるため、収入が少なく困る事がある。本当は、他の職種につきたいが、上肢不

自由のためできない。障がいを持っておられる方でも働ける場所（職場）の情報があるのかもし

れないが、もっと分かりやすく簡単に知れたらいい。 

○現在、長男（障がい者）は市内の社会福祉法人に所属し、就労継続支援（Ａ型）サービスにより、

一般企業に派遣されていますが、この１年間に派遣先が４回変わりました。短期間に派遣先が変

わる事は、親としては心配ですが今のところはそれなりに順応してくれているので、まだ救われ

ています。（本人の内心はわかりませんが）親としては、何とか今の派遣先に社員として就職でき

ることを望んでいます。障がい者の雇用状況は、以前より改善しているかもしれませんが、その

恩恵は主に新卒者に向けられているのではないでしょうか。長男の支援学校在学中は、今より状

況は厳しく、一般就労を希望しましたが果たせず今の社会福祉法人にお世話になることとなりま

した。その時は大変感謝しました。もちろん今も感謝しておりますが、派遣先がコロコロ変わる

現状を思うと、もう少し一般就労に向けて親として努力するべきだったかもしれません。ただも

っと年齢の高い障がい者の方が、もっと状況は厳しいと思います 

○下呂市でも障がいについてもう少し理解し、障がいにあった職場等が獲得できるとよい。とにか

く働いて自立したい。 

○下呂市は、Ａ型の作業所が少ないです。もう少し、金山町や萩原町などにＡ型の作業所があれば

いいと思います。あと、障がい者への理解度が下呂市は低すぎます。もう少し理解してもらって、

就労の場を増やしてほしいです。あと障がい者に対するブラック企業が下呂市はあります。その

企業に対しては、もっときびしく指導していって障がい者に対して優しくしていただけるように

してほしいです。 

○施策全般については良くわかっていませんが、障がいを持ち一人で生活していかなければならな

い状況にあり、就職、仕事の面で働く場所が少ないことに不安を感じます。ある程度の収入がな

ければ、生活（家賃・光熱費等）はしていけません。職があったとしてもパート、短時間。これ

ではどうして良いのかもわかりません。もう少し、事業者にも理解していただき雇用促進を願い

ます。現在、フルタイムで仕事をさせていただいていますが、会社の中には差別する人もいて体

調もすぐれません。いざ変わりたくても行く場所もなく、悩んでいます。悩みを気軽に話せる場

所もあるといいですね。 

○調子が安定しないため「ぷりずむ」に通って就労活動をしていますが、なかなか仕事につくには

大変です。でも本人は頑張っています。働く事は好きの様です。ただ身体が（精神的に）つらい

みたいです。 

○障がい者の働く場所がない。 

○障がいにあった就労施設が近い所にあったらいいと思う。 

○就労定着支援のサービスをぜひ利用したいです。 

○より多くの企業に受け入れて頂いて職業訓練や作業所があると有難いです。 
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（５）生活環境に関すること 

○下呂に住んでいて普段はあまり感じないんですが、外出して、よその土地に行くと、驚く事が多々

あります。それは、車椅子の方がひとりでバスや電車で移動しレストランに入って楽しく食事を

されていたり、ガイドヘルパーさんと楽しそうに外出をしてみえたりする姿をみて、わーすごい

こんな世界があるんだなって驚くことがありました。車椅子とかの身体障がいだけでなく知的・

精神障がいとみうけられる方々も一杯町の中に出てきて見えて、この街は障がいを持ってみえる

方が多いのかなとも思ったのですが、そうではなく、自由に外出出来る環境が整っているのだと

いうことがわかりました。 

○下呂の町でも色々な障がいを持っていても自由に外出し生活を楽しめる町になるといいですね。

ところで、下呂市にガイドヘルパーさんってみえますか？移動支援・ガイドヘルパー養成充実を

期待します。 

○精神障がい２級ですが、自動車税を免除して欲しいと思いました。 

○自家用車を持っていない人又は運転できない人が気軽にタクシーやバスよりＴＥＬで安くて(タ

クシーより)利用できる乗り物があるといい。気軽に自宅から外出できるように。 

○自分で通院できなくなった時の通院の手段。 

○長年、療養看護を主としたとても良い病院に入院しています。遠方のため、月２回を目標にして

面会に行っていますがいつも安心して帰る事ができます。兄・私も高齢になっていますので近い

うち行けなくなると思うと心配です。一応家族に頼んでは居ますが仕事があるから月１回はおろ

か、なかなか行けぬのではないかとその事を心配しています。 

○市内の病院へ行く時、車椅子でも行けるようにバス利用ができませんか？下呂市内を細かい停留

所で移動できるようにお願いします！！ 

○いつも色々とご配慮ありがとうございます。家族が障がいを負うなどとは考えもしなかったので

すが、こうなってみて市の方々が色々と努力して下さっていることを感じありがたく思ってます。

今は家族が出来る事はやっています。透析をするのに金山から通院せねばならず（１人では無理）

運転が妻だけしかいないので、妻が病気などでできなくなったらという不安は大きいです。幸い、

タクシー会社が片道４，５００円程度で運行して下さるようになり、大いに助かっています。社

協さんは前もって頼まないとだめですが、ふいにその日の朝依頼できるということが家族にとっ

てはありがたいです。料金がもっと安価になるとよいのですが・・・・。今は運行して下さるだ

けでもありがたいです。主人の様子を見て介護認定をうけようかとは思っています。そのときは

また宜しくお願い致します。 

○障がい者のサークルのイベントで家族の送迎が困難な方のために無料の送迎車を配車して下さる

とたくさんの方がイベントに参加できると思います。 

○今は車に乗れるからいいけどもう少し年を取って乗れなくなったとき自立が大変になるので、福

祉タクシーを安く使える等便ぎを図ってほしい。 

○病院の通院によるガソリン代に困っています。生活費が足りないため病院にいけないこともあり

薬がなくつらい時もあります。生活をよくするための支援があれば助かります。 

○車に乗らないのでバスやタクシーを使用するが交通費が高いため、今も高齢者の補助やまめなカ

―を利用しているが、補助などをしてもらえるとありがたい。下呂地区ですが下呂の町とは離れ

ているため。 

○徒歩での移動が困難なため、タクシーの補助をしてください。 

 

 

（６）情報・理解に関すること 

○近い所の病院には理解されていなく、市職員に説明しても理解がされにくく、難病指定もされて

いないので勉強会や講演会など進めていってほしい病気もある。 
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○アンケートを記入しながらあらためてこんなにサービスがあったのかと、ただただ驚きました。

知っていたらせめてくわしく聞きたかった、利用したかもと思うサービスもありました。しかし、

こちらから出向かないと福祉課からは何一つ連絡とか「こんなサービスあります」のような通知

はなく、何のため誰の為のサービスかと感じました。相談に来なければ困っていない悩みはない

と思っていらっしゃいませんか！！ 

○障がい者が受けられるサービスがわかりにくい。色々な申請が複雑すぎる。 

○私は 1980 年１月に脳内出血をし、市内の病院に入院しました。当時、病院長をされた医師にて

外科手術を行い、脳内に機器と内臓までのチューブを入れました。脳内出血後の水頭症のための

バイパス手術です。退院後は、脳性マヒに苦しみ、また体内に埋め込まれたチューブが拒絶反応

をおこして不調をおこしました。そして数年後となりますが、となり町の病院にいらした医療ケ

ースワーカーの方に相談をしてみたところ「他の弱者のためにも身体障がい者手帳を取得してみ

てはどうか？」と言われ、すぐに医師の検査のもと手帳を出してもらいました。障がい者手帳を

得てみたということで、外傷が良くなるとはありえませんが、社会的な理解が少しされるように

なって、心の安心、安定を日々保っております。日々の生活は、自力でなんとか明るく楽しくく

らしております。がしかし、私の場合、外観からみると全く病傷が分かりませんのでいつも健常

者から誤解されてしまいます。「なぜこんな簡単な動作ができないのか」と罵声をあびることも多

く、困ってしまいます。そしてとても悲しくなります。人はそれぞれの事情をもって、生活をし

ています。どうか、行政の方でも身体障がい者が、安心して普通に暮らせるように健常者との心

のかべをなくすようにいろいろとやっていただき、豊かな社会をつくっていってください。よろ

しくお願いします。 

○お世話になってます。障がい者に対して手厚い制度がいろいろありますが、いただいた冊子だけ

では理解できずにいます。 

○役場の担当者が制度の内容等をしっかり理解していない為話がなかなか進まない。役場職員の態

度（対応）が悪い。 

○市の方針として弱者への支援は最優先されることが大切だと考えております。その中での障がい

者への支援も訴えられておりますが、地域の理解はまだまだ不十分で市政の中で語られることは

（議会などのテーマ・提案）ほとんどないように感じております。また地域にはこれを推進しよ

うと活動されていますが、そんな団体の中にも考え方が未熟な団体も見受けられます。市及び議

会の目で見て、適切に指導することが重要であると感じております。不満な点を書きましたが、

医療費等手厚く支援して頂いていますこと感謝申し上げます。 

○１０年、２０年前と比べれば本当に障がい福祉は良くなりありがたいことです。それでも障がい

者本人又、付き添いにしても知らない事は本当に多いと思います。外出の出来る人はまだ知る機

会があると思いますが、そうでないと知らない人はそのまま辛抱していると思います。訪問等で

はそうした福祉のことを知らせて下さると助かると思います。障がい者が参加できるイベントが

あればありがたいと思います。 

○世間では、まだ発達障がいに対する理解、知識が乏しいと思う。障がい児が生活していく上で、

何より大切なのは周囲の人々との関わり方にあると思う。近い将来、周囲の人々、福祉に関わる

人々、全ての人々が障がいに対する理解が深まり、偏見・差別などがなくなる日が来てくれた

ら・・・と思う。 

○色々な施策をして下さりありがとうございます。しかし、障がい者に情報が少なく、うまく生か

しきれていない所が多々あると思います。情報の発信の方法等も考慮下さるとありがたいです。 

○サービス利用について、もう少し手続きが簡単にできると良いと思います。どういったサービス

があるか知らない方もみえるため、分かりやすいパンフレットや説明があると良いと思います。

（学校の研修では行いましたが・・・。） 

○障害の程度でどんなサービスが受けられるのか（市や県国）がはっきりわからず受けられるもの
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すべてを知りたい。現在は働いて兄弟と生活できているので良いがその後年を重ね、今まで通り

働けなくなったら、サービスを直に受けられるか心配だ。今年もあったんですが、自分の不注意

ではありますが軽自動車の免税申請を忘れ、１０日ほど遅れたのでもうダメと伺うと、来年まで

ダメだと言われました。体調が悪かったり、つい忘れて提出できないときのために何か工夫出来

ないかお願いします。 

○今年障がい者認定を受けたばかりですので、サービスをどう受けていいのか手続きの取り方もわ

かりませんし、どんなサービスがあるのかも分かりません。これから社会福祉協議会の方やヘル

パーさん、担当職員さんから話を聞き、本人や介護者が楽になる方法を見つけていきたいと思い

ますが、社会福祉課からも必要なことはないか定期的に情報要望を個々に聞ける場を文書のやり

取りでもいいのであったらいいなと思います。（各家庭で必要なものが違うのと思うので） 

 

 

（７）安全・安心に関すること 

○全国では、いろいろな不幸な事件が発生しています。下呂市においては、病気の弱者を守るため

にも、より一層の施設役員・職員に行政指導を期待するものです。 

 

 

（８）差別の解消及び権利擁護の推進に関すること 

○差別解消法の市民への理解 

○市内の入浴施設で、ストマの知人が入浴を拒否されたと聞き、残念な思いがしました。悲しいこ

とです。障害者差別解消法が施行されたばかりなのに、行政からサービス提供業者等へ何も働き

かけはしてなかったのでしょうか。もっと啓発をするべきではなかったでしょうか。 

○うちの子は障がいが軽いので日常生活、仕事面では今のところ心配ではありませんが・・・、兄

弟もいますが、私たち両親が亡くなった後のことは一番心配しています。結婚もできないかもし

れないし、兄弟には兄弟の人生もあるので、本人がひとりになってしまった場合を考えると、成

年後見制度も必要になってくると思います。詳しい説明会等も開催していただけると有難いと思

います。ぜひ、宜しくお願いします。 

○後見人のリストやその人達の働きをしりたいと思います。あまりよい情報が入ってきません。 

○小さい頃から、色々と市の支援を受けていて、有難い事だと思います。これからは、将来に関し

ての不安があります。就職、生活、親が亡くなってからの生活、お金の管理が心配です。少しで

も、本人の成長を望みたい所ですが・・・。どのように成長していくか想像もつきません。 

 

 

（９）その他 

○もう少し分かりやすいアンケートにして下さい。本人が答えましたが、理解しづらい内容でした。 

○アンケート調査内容について、障がい別にした方が良いと思います。（すべてに目を通す事は大変

なので） 

○この用紙の障がい者（児）施策全般についてのことはあまり分からないので、記入しません。だ

いたい分かる所だけ記入しました。 

○空白の所がありますが、あてはまるのがないためです。 

○アンケートは毎年でなくても２～３年、４～５年ごとでもいい。 

○現在の所、特にありません。行政の対応には満足しております。 

○とりあえず今の生活に満足しています。市の補助などにも感謝しています。 

○障がい者本人が老人（障がい者）の面倒をみなくてはならないのが現状。早期に就職しなくては

家計も苦しい。病院に通いリハビリをし、痛みをこらえての日常、誰もがそうなのか一部の人間
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のみ楽をしているのか。 

○介護保険を４０から払って納めていても、６０からの縛りがあり６０以下でも沢山の不自由を抱

えて看病し、生活する本人の支えにならず、今の制度では全く意味がなく払い損であると思う。

いくつでもどんな肢体の不自由にでも対応してくれないと何も意味がない。６０以下だからとい

って何も利用できなかったことに腹立たしく思う。福祉とは、介護もして働きたくても働けない

本人の為に何か利用したい。辛さ、大変さを分かってくれるものではないのか！！助けになって

くれるものではないのか！！年齢のしばりがあるのはおかしいと思う。本当にいろんなことに向

き合ってやっている人達の事を考えているとは思えない制度であると思う。お金を納める意味を

もっと考えてほしい。 

○施設に入っていますが、介護保険料の支払いが少ないのに限度額申請をしたりして、かかる費用

が多いのに、支払うべき保険料が少なく、皆様に負担をかけていることを大変心苦しく思ってい

ます。自分が（団塊世代）介護を受けるようになる頃は、ヘルパーさんも施設の職員さんも少な

く、介護を受けたい自分達の人数が多く大変なことになるのでは？と思っています。どうしよう

もないですね。 

○自分の場合、就労継続支援Ａ型を利用しているのですが、そのメンバーのほとんどが障がい者年

金をもらっていて、もらっていないのが自分をふくめて２人しかいません。今は親がいるので生

活はできますが、親より自分が長生きした場合、生活保護しか手段がありません。病名がつけら

れたのが２０歳ごろで、その病名がつけられる前（２／３以上）年金をはらっていなかっただけ

で人生がこんなに変わってしまうのはおかしいと思います。年金がもらえない人に市で年金にか

わる何かを、つくってほしいと２４年間ぐらい思いつづけています。年金がもらえない人にかわ

りになるなにかを…。 

 


