
くるみ事業検討用アンケート結果のまとめ 

 

■本アンケートの目的 

① 知的・発達障害当事者・家族の声を聴き、くるみの事業運営に反映すること 

② 行政等関係機関からの調査依頼等に回答するための参考資料とすること 

 

■実施時期  2020年7月4日～7月22日 

■対象者属性 知的・発達障害当事者の親（川崎市、横浜市、東京都内在住） 

■配布・回収数 回収36部/配布45部（回答率80%） 

 

 

 

 

<質問項目一覧> 

1. 知的・発達障害当事者と家族を取り巻く環境はまだまだ厳しいと感じますか？ 

2. 障害のある子どもや家族との生活において、「忙しい」と感じますか? 

3. 障害のある子どもや家族との生活において、金銭的な負担が大きいと感じますか? 

4. 安心して日々を過ごすことができていますか? 

5. 日々の安心のために、今どんなサポートが必要ですか? 

6. 知的・発達障害について、社会やお住まいの地域の理解は進んでいますか? 

7. 行政の対応で不足していること、疑問に思うことはありますか？ 

8. ヘルプマークについて（使っていますか?使っていませんか?それはなぜですか?） 

9. コロナ影響について 

(ア) 通学やお仕事の状況について 

(イ) 余暇活動として利用しているサービスの状況について 

(ウ) お子様の現在の状況について 

10. くるみの活動について 

(ア) 今年度計画している活動で参加したいもの 

(イ) ご希望やご意見について 

 

 

 



<アンケートの総括> 

●「課題の分析」について 

本アンケートを実施したことで、以下のことがわかった。 

・家族を取り巻く環境は依然として厳しいこと 

・家族の多くが日々忙しく精神的に余裕のない生活を送っていること 

・住み慣れた地域で安心して暮らす、という当然の希望を叶えることが容易ではないこと 

・行政による福祉サービスが利用しづらい現状であること 

・コロナ影響が日々の暮らしに大きな影響をもたらしていること 

 

同時に、当事者や家族の思いやニーズは多様であることが再確認できた。今後もなるべく多くの当事

者・家族の意見を幅広く吸い上げる一方で、実際に事業を行う際には個々の当事者・家族のニーズに

可能な限り配慮した形で行うことが重要となる。 

 

 

●「事業設計の妥当性」について 

・事業設計にあたっては、コロナ禍の影響をある程度考慮していたため、実施予定の事業はおおむね妥

当と考えられる。しかしながら、今後は当事者・家族の孤立がさらに進みかねない厳しい状況があり、常に

現時点での困りごとやニーズを把握するため、意見を吸い上げながら柔軟に事業を実施してしくことが重

要である 

・事業実施にあたっては、より参加者の「安心・安全」に留意しながら、変わりつつある「当事者・家族の 

ニーズ」に沿った事業を展開し、「社会的インパクトの最大化」を目指すことが重要である。 

・実行にあたっては、当団体がこれまでの活動で育ててきた多様なつながりを活かし、受益対象者のニー

ズに見合ったプログラムを実施すること、また、オンライン講座など三密を避ける工夫も盛り込んでいく。 

・今回実施したアンケートの対象が「当事者の家族」となっている。当事者と家族のニーズが相反すること

がある（親は習い事をさせたいが、本人はゆっくりしたい、など）。今回は時間の制約もあり家族向けのア

ンケートとなったが、当事者の生の声を吸いあげる仕組みづくりにも取り組みたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．知的・発達障害当事者と家族を取り巻く環境はまだまだ厳しいと感じますか? 

 

多くの家族が「環境は厳しい」と感じている。 

 

それはどうしてですか？に対する回答） 

社会の理解が不足している 

・ 当事者の困り感を察する事の出来る人がどの場面でも少ない。 

・ 公共交通機関などの利用時に声を上げたりした時は、年齢が増すごとに視線は常に厳しくなる。 

・ 電車に乗るにも理解のない人の目を気にしなければならず、大変。 

・ 障害理解促進につながる啓発活動が行政によって行われていない。 

・ 高機能自閉症(*1)であるがゆえに、理解されづらい。  (*1)知的障害を伴わない自閉症のこと 

 

安心できる居場所がない（どの時期においても） 

・ 中学入学後は学童保育がなくなり、放課後デイサービスは毎日利用できない為に一人家で過ごさせざるを得ない。 

・ 高校卒業後の受け入れ先がない。 

・ 成人期の居場所がない。家と通所施設の往復だけとなっている。 

・ 住む場所がなかなか見つからない 

・ 障害のある人が楽しめる様な催しや場所が地域にない。そもそも家庭の外で安心できる場所がない。 

・ どこでも 団体行動やみんなと一緒を求められる 

 

学びの選択肢が不足している 

・ 個々の特性にあった学びが提供されない。 

・ 地域の幼稚園への入園を断られた。地域の方たちに子供のことを理解してほしいが、その機会がなかなか与えられない。 

・ 公立中学の特別支援学級で発達障害の理解が不足している。 

・ （知的障害を伴わない）発達障害のある人の高校の選択肢が少ない。 

・ 幼稚国では保護者付き添いを求められ、地域の学校への入学を希望すると養護学校を勧められ、中学校の部活動 

でも保護者の付き添いを求められる（障害のある人の学びの選択肢が少なく、それを求めると親頼みになってしまう） 

・小学校入学時に親子が希望した通常級への入学拒否、支援級での体罰 

 

働く場所が不足している 

・ 職場で特性が理解されず、能力がないと判断され退職となってしまった。 

・就労継続A型を5ヶ月で解雇された。社長から「最賃分の働きができない重度障害者をお情けで雇ってやった」と言われた 

 

その他 

・ 当事者が地域で過ごせるような法整備、地域住民の意識醸成、サポート体制づくりが進んでいない 

・ 家や作業所で行動障害が起こると、毎日ほんとにドキドキしながら生活していて、手にかけることまで想像し自己嫌悪。 

・児童ディの拡大等により学童期のインフラは少しずつ整備されてきた(まだ充分とはいえない)が、成人期の知的・発達障



害者が地元で自立した生活をしていく基盤が発達していない。グループホームも、成人当事者サポーターも極めて少ない。 

・ 南部地域療育センターに２年通所。その後保育園入園では苦労しました。入園後も保育士の理解が得られず苦労し

ましたが、クラスの先生は理解があり有意義な２年を過ごせました。コロナウィルスの関係で、参加しているNPO法人のつど

いも休止状態のため本人もストレスがたまっているようです。また、制度の情報もほとんど入って来ません。 

 

2．障害のある子どもや家族との生活において、「忙しい」と感じますか?  

 

「とても忙しい」「まあ忙しい」と口答した方が70%を超え、 

家族が多忙な生活を送っていることがわかる。 

（母親に限ると90％の方が「忙しい」と回答） 

 

（それはどうしてですか？に対する回答） 

家庭・就労環境が厳しい 

・ひとり親である(シングルマザー、シングルファーザー) 

・自営業のため多忙である 

・仕事と家事、親の介護、子供たちの世話などが重なっている 

 

子供の世話/介護のため、自分の時間が持てない 

・常に介護が必要で、休日も自分の時間が取れない。 

・仕事に集中できるのは息子が通所時だけ。息子のこだわりなどに付き合って生活していると休日や夜の仕事は難しい。 

・子供のケアが必要。土日祝にも親どちらかが相手しなければならない。 

・いつ、どこで、サポートを必要とされるかがわからないし、その頻度は少なくはない。 

・子どもは、成長しても大人の部分とまだ子どもの部分があり、その子どもの部分は、死ぬまで残り支援していかなければなら

ないからず、忙しい。 

・土日は障害者である息子(24歳)の散歩に半日付き添う必要がある。 

・本人の身辺自立など生活の中で支援がかなり必要だからと思われます。 

 

子供の世話/介護以外にも、やらなければならないことが多い 

・幼児期の療育を親子でみっちり行ったが、当時は大変だった（今では良い思い出） 

・手続きや通院などが多いうえ、終わりがない。 

・小中高、就労、その先の進路など、親が見学しなくてはいけない箇所が多すぎて、倒れたことがある。 

・子どもの学校の送迎、部活動の付き添い、自主訓練会の活動など、子どものことが優先になっている。 

・拘りがあるため、ひとつひとつに時間がかかり、気づくと子どもの学校の準備に追われている。 

・作業所、ヘルパー事業所、短期入所、余暇活動など、すべての調整を保護者がしなければならない。 

・相談支援事業所が利用できない現状に困っているが、どこに相談しても何も変わらず、「あきらめ状態」になっている。 

・移動支援、短期入所などレスパイトとして利用したい福祉サービスがことごとく利用できないのだから、忙しくて当然。相談

支援も利用できないため、福祉サービスの利用申請における区役所ケースワーカーへの説明も一からで手間がかかる上に



「本当に必要なのか?」という目で見られるプレッシャーが大きなストレスにもなっている。 

・小学校の送迎（妹の幼稚園への送迎）以外にも、子どもが地域で理解されるために地域活動に参加、子どもが想定

外のことをするのでその日々の対処など 

・仕事、家事、役所や銀行関係の手続きもあり忙しい。仕事が社会との接点になっているので、やめるのも怖い。 

 

３．障害のある子どもや家族との生活において、金銭的な負担が大きいと感じますか？  

 

「金銭的な負担は大きい」と感じている人と、 

そうでない人の割合は半々であった。 

 

 

く金銭的な負担が大きいと感じている人の意見) 

・少人数や個別での習い事が必要なため。 

・ワーキングメモリーの低さ、注意欠陥の特性上、色々なものを2つ以上必要としたり、何度も購入したりする羽目になる。

全てに手厚いサポートが必要となるので、個別の習い事等、想定以上にお金がかかる。 

・体験的な活動には手間も時間もお金もかかる。どこに行くにも親が付き添う必要があるため交通費や外食代が嵩む。 

ヘルプマークも行政が配布しているものが貧弱なため自費で購入している。傘をとにかくよく壊すから買い替えが必要。 

・手帳もなければ、公的サービスには適するものが無いため、受診も療育も教育すら全て自費で自己開拓せざるを得ない 

・公立の学校に入れない場合の金銭負担が膨大。手厚さを求めると通常の私立校より高額。この社会状況では卒業まで

学費を払い続けられるか不安。 

・本人が自分の通院代を賄っているが、パート勤めの状態なので負担が大きい。 

・重度でないと医療費や交通費の助成が受けられないため。 

・送迎の交通費。自力登校を目指すということから、少しずつ支援を外して行く過程では仕方ないことは承知していますが、

学校と家の全区間毎日付き添いであれば補助が出るが、状況により変わる場合は補助が無い、という制度に不満。 

・付き添いが必要な場合は、交通費や体験代金がプラスされる。知育グッズが必要となる場合はその代金もかかる。 

・子供が幼児であるほど、普通級になんとかいけるように、民間の療育機関に頼る事がある。(例えばLITALICOなど) 

・グループホームに入ったら、本人の収入だけでは生活できない。 

・子供の障害にとって有効だと思われる書籍やサプリメント、教材などを購入し続けているので、金銭的な負担が大きい。 

・子どもの学校への送迎や子どもが地域で理解されるための活動などで、母親が働く時間が制限される。 

・収入が無い為 

・ヘルパーさんとの散歩の交通費、食事代がかなりかかっているが、息子が楽しみにしているのでやむを得ないと感じている。 

・療育やヘルパーさん、支援者を探すなど、日常的に費用がかかっている。 

 

(その他の意見) 

・今現在は感じられませんが、所謂親亡きあとや親の老後の際の将来の負担が多くなると感じます。 

・今現在は、障害があるがゆえの大きい負担は生じていない。しかし、将来を考えた際、一般就職が難しいので、金銭的

負担が生じるだろうという不安を感じている。 



・将来的な事を考えると、今の生活環境を継続するインフラを維持できるか？また、ヘルプしてくれる方への充分な報酬が

制度的に保障されていないため十分な支援が得られないのではないか、と思う。 

 

4．安心して日々を過ごすことができていますか？  

 

「とても不安」「少し不安」と回答した方が85％を超えており、 

多くの家族が不安を感じながら生活している。 

 

 

くそれはどうしてですか？に対する回答＞ 

社会の理解が不足している 

・マスコミでは身体障害を取り上げることの方が多く、知的障害等の理解が乏しい。 

・細やかなサポートが得られないので全て一人で対処対応するしかない。 

・地域に知り合いもおらず、子供の障がいの事をきちんと理解している人がいない事を不安に思う。 

挨拶程度の方に、子供の障がいの事を話せるわけもなく、どうやったらうまく馴染めるか考えているところ。 

 

福祉サービスが利用できない 

・提供されているサービスの量と、必要とされているサービスの量との間にギャップがありすぎる。 

・制度は存在していても利用できないものが多い 

（事業所/ヘルパーが足りない、報酬基準が低く運営が厳しい、ニーズに合っていない、等） 

・親がいなくなった際に適切な福祉サービスが受けられるかが不安。 

・自分の体調が悪いときの対応ができない。以前ひどく体調を崩し「すぐに入院を」と言われたときも、子供の安全の見守り

のため、断って帰宅せざるを得なかった。 

 

親や親戚亡き後の不安 

・経済的な自立。障害者枠での仕事をしている子どもの収入が少ないが、障害年金はもらえない。 

・親が退職した後、生計が建てられるか、生活が成り立つか、確信がもてない。 

・行動障害がいつ起きるのか不安。親亡き後、他の人との共同生活ができるのか、大変不安。 

・母や祖父母がいなくなった後のことを考えると先が見えず、本人の将来の生活に不安を感じる。 

・グループホームなど、親なき後の生活が心配である。 

・年齢を重ねるごとに指示が入りやすくなり、意思疎通ができるようになり、パニックも減ったが、親なきあとは不安。 

 

その他 

・学校でコミュニケーションが取れていると思えない。 

・将来の見通しが立ちづらい。 

・卒業後に当事者にあった居場所を見つけられるか(就労、住居、余暇活動) 

・今は環境が良く落ち着いているが、その環境がいつまで維持できるか不安 



・字が読めないことにより、契約やルールを理解せずに行っている事がある。(ゲームの設定からのNetflix加入など) 

・子供の健康状態の把握、自分の健康状態など、もし入院することになれば対応できるか？コロナもあり心配はつきない。 

・大変で不安を感じる日もあるが、この子がいて楽しく幸せだと感じる日も多い。 

 

5. 日々の安心のために、今どんなサポートが必要ですか? 

現行の仕組みの充実（福祉サービス予算拡充、報酬基準見直し、事業所設立、ヘルパーの育成） 

・相談支援体制の充実（幼児期から成人まで一貫して見られるよう） 

・移動支援、通学通所支援、短期入所、日中一時支援、等の福祉サービスの拡充 

・安心して預けられる場所があること（放課後や日中活動の場） 

・グループホームの拡充（親よりも若いスタッフがいる、知的を伴わない人に特化型など） 

・生活の大半を過ごす学校で、周りの子どもに誤解されず理解してもらうため、サポーターや支援員を多く配置してほしい 

・学校の中で本人が学びたい場所で学ぶため（教員の負担を減らし、ゆとりを持って子どもたちと関われるため）の支援員

やボランティアの増員。 

・母親が安心して働くための、通学支援。 

・家族が休息できるための、日中一時預かりやショートステイ 

・家庭は、孤立しやすい状況なので、つながりやすい相談場所が必要。また、ワンストップでの相談ができる場所が必要。 

 

新たな仕組みや制度・アウトリーチ的な支援 

・インクルーシブな地域の居場所が地域にたくさんできてほしい。そのための仕組みづくりが必要。 

・障害のある人に特化したサービスももちろん必要だが、インクルーシブな地域を創るには新たなサービスの枠組みが必要 

・障害のある人が安心できる居場所の選択肢が増えてほしい 

・障害への理解を広めるための行政の取り組みを強化すべき（周囲の見守る視線が増えてほしい） 

・親子で３カ月に１回など、定期的に泊まれる宿泊施設。親が病気のときなどに、子どもがそこに宿泊できるような場所。

親が病気になるなどしたときに、いきなりそこに子どもだけが行くのは自閉症のお子さんの場合、難しいことが多い。 

・家庭内に入ってもらえるサポートが欲しい 

・親の人院など緊急時に、本人が地域で普段と変わらない日常を送れるような仕組み 

・役所は毎年書類を書かせて状況を記録するだけでなく、必要なサービスを提案。提供してほしい。 

（過去にはサービスの資源が少なく、職員の判断によりあるサービスもないと嘘をつかれたこともある） 

・100%オーダーメードの支援なんてあり得ないと思うので、それならば何でもあり、何でも受け入れる所を作って欲しい。 

先ずは義務教育である学校がそうなって欲しい。 

・公的なもの、民間に関わらず、居場所や短期入所的施設の選択肢が増えてほしい 

・うちの息子は外出したがらないので、訪問で受けられるサービスがほしい息子を家に残して外出しなくてはいけないときに、

一緒に留守番していただけるとか、運動不足の解消のために室内でできる運動などの指導してもらえるサービスなど。 

・成人期になって自立をするためのサポート。特にレクリエーションなど、当事者が人生を楽しめるようなもの 

 

権利擁護・合理的配慮の保障 

・すべての人に対する意思決定支援の充実 



・地域の中で、差別されず自分らしく暮らせるためのサポートが広がってほしい。 

・地域で差別的扱いを受けることがまだまだ多く、合理的配慮という考え方がもっと浸透してほしい 

・民法等（成年後見,信託,遺言等）の親子での理解 

 

その他の意見 

・人々の寛容さ、地域の人とのつながり 

・本人へのサポートはもちろんだが、支える家族のサポートの方が重要だと思う。 

・仲間がいる、という感覚が持ててから不安は和らいだ。それでも長く続く息子の将来生活には希望よりも不安が先に立つ。 

・障害年金,扶養共済制度,イデコ活用方法の相談体制の充実 

 

6．知的・発達障害について、社会やお住まいの地域の理解は進んでいますか？  

「まったく進んでいない」の回答は少数。 

「あまり進んでいない」「普通」の回答がそれぞれ38%。 

「そこそこ進んでいる」が15%。 

以前より社会や地域の理解は進んでいる、という意見が多かった。 

 

(まったく/あまり進んでいない)  

・同じ境遇以外の人達との交流がほぼない、また理解のない人との交流は避けてしまう。 

・行政や自治会の回覧板でも取り上げられているのは高齢者福祉がほとんど。障害理解に関する発信が地域にない。 

・町内会の活動など障害のある人が参加することが想定されていない。学校も同じで、そのため別クラスに分けられたり、 

親の負担が増えたりする状況を招いている（部活への付き添いなど） 

・特別支援学校近隣の歩道環境が悪い。子供の通学がさせづらいので改善してほしい。 

・町そのものがバリアフリーではない。混乱のもとなる無駄な装飾、音、光が多すぎる。 

・障害について考えたり、当事者や家族と接したりする機会が少なく、自分事として考える機会が少ないのではないか。 

・自閉症のことはほとんど特徴を知られていない。 

・困っている人と、全く困っていなくて無関戯な人との温度差。又、困っていないなら無関心なのは当たり前だと思う。 

・一人一人タイプも違う。一人一人に対して説明していかなければならないと思う。 

・ご近所の方々は小さい頃からのお付き合いがあり、子どものことをよく理解してくださっているが、一歩外に出ると変わった言

動をとる子どもが冷ややかな目で見られたり、好奇の目で見られたりすることがある。小さい頃から障害のある人が身近にい

ないとどうしてもそうなってしまうと思うので、同じ場で過ごすことはとても大切なことだと思う。 

・同じ地域で生活をしていても、無視されている感じを受けざるをえない。まして、人の意識に余裕がなくなっているので、 

弱者が攻撃を受けるような場面もあると思う。 

 

(ふつう) 

・本人はグレーゾーン。いじめもあったが、支えてくれる同級生や先生もいた。順風ではなかったが、不幸でひどい出来事しか

なかったわけではなかった。 

・本人と地域の人とがかかわり合える場や接点がほぼないのは問題である。 



・家の立地が通級指導教室のあった小学校近くのため、色々なタイプの子どもを見かける事が多い地域だからか障害児を

見ても普通にしている人達が多いと感じる。 

・知的・発達障害の方が近所に住んでいたためそこそこ理解あり。子供たちは孤立型のためほぼ関わらずに生活している。 

・特にいやなことはなく、普通に暮らせているので。 

・昔よりは進んでいて知識は増えたが、子どもの頃から身近にいないと、理解は難しいのではないか。 

・周囲の方たちは多くは語りませんが、見守ってくれている感じがするので。 

・あまり変な目で見られる事は少なくなってきたと感じる 

・わからない という方が近い。10年以上前とは違うとも感じる時もあるが、やっぱり理解してもらえないと感じる事もある。 

 

(そこそこ進んでいる) 

・20-30年前より理解は進んでいると思われる。 

・新城にはダンウェイさん、メサグランデさんもあり、地域の方は障害のある方に比較的慣れていると感じる。 

・発達障害についての情報は知られているが、人は簡単には変わらないと思う。 

・社会の理解は、少しずつ進んでいるが、身近な地域では進んでいない感がある。知的。発達障害についてメディア取り上

げられるようになり、社会という大枠でみれば、認知は広がっている。けれど地域(生活)に落とし込まれていない。地域の旧

友には未だ無知や無関心の人もいるし、仲の良いご近所ですら息子の障害には触れづらい様子でいる。地域のお店のバリ

アフリーや合理的配慮についても、未だ進んでいるように感じられない。 

 

7．行政の対応で不足していること、疑問に思うことがあれば教えてください。  

・行政同士横の繋がりがないので、こちらがいちいち一から説明しないといけない。 

・人によって当たり外れがありすぎる。 

・オンラインで手続きがもっと柔軟にできるとよいのに、すべて出向いて煩雑な書類を書かなければならない。 

・人によりけりだが、福祉サービスの利用について「本当に必要なんですか?」という接し方をされることが何度かあった。 

こちらは他にどうしようもなくて相談しているのだから、罪悪感を持たせかねないような話し方はやめてほしい。 

・スペシャリストが少ないし、行政でスペシャリストと呼ばれている方ほど表面だけの対応だったりすることもある。 

・知的・精神。身体などのボーダーにある場合は切り捨てられるのでそこは改善してほしい。 

・正確な情報を持っていないことがある。相談しても実質的な解決につながらない。 

・人手が不足している(区役所職員、学校教職員、子ども家庭センター等) 

・施設から地域へとスローガンを掲げている割には、障害理解について率先して動いていると全く感じない。 

特に川崎市はその点が遅れている。横浜市と比べるとその差は歴然としている。 

・告知不足、申請主義、複雑かつ難解な書類要求（加えて言うと、平等性を謳うが根拠不明な前例主義的対応） 

・役所は形式ばかりで融通が効かない 

・相談しても的確な回答をもらえない。依頼したことを処理できず、意味不明な言い訳が多い。 

・障害支援区分が地域やワーカーさんにより認定の基準認識が違うように感じること。 

・就労を目指すチャレンジ雇用で採用されたが、途中で手に負えなくなり、辞めたらどうか、など職員に言われたそう。 

・すべてこちらから聞きに行かないとわからないし、出向かないと手続きができない不便さ。 

・川崎中央療育センターが役割を果たしておらず、きちんとしたサービスを受けることが出来ていないため川崎市役所に 



何回か相談をしても所詮お役所仕事、といった結果に終わることが多く話は聞いてくれるけど、実際は何も変わらない 

・理解不足の前に心ない言葉を支援者が本人に言ったりして、人としてどうか、という方がいる。 

・重心(*2)の子供の活動の選択肢が少なすぎるというか、ほぼ選択肢はない状態です。特に医療的ケア児に対する 

サービスが極端に少ない事が一番気がかり。  

(*2 重症心身障害児。重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している状態にある児童・生徒を指す) 

・行政はなかなか需要を把握できない。やはり、サービスに反映してもらうためには、保護者が声を上げないといけない。 

・入学前の学校とのやりとりで、人権に関わる内容があったので相談したが、あまりに学校や教育委員会よりで組織を守ろう

とする姿勢が透けて見えた。子ども本人に寄り添う姿勢を見せてほしかった。 

・イヤーマフの購入費用の助成または給付。福祉用具の給付は身体障害を主なものとしていますが、発達障害のジャンル

でも必要だと思います。 

 

8．ヘルプマークについて 

存在を知っていますか？   実際に使っていますか？ 

        

（使っていない方の意見） 

・外出の種類によっては使おうと思うが、通常必要に感じない 



・本人がいやがるため 

・今のところ、本人が困っていないため。 

・川崎からほとんど出ないので目にする機会もなかった。 

・一度、電車の中で、親切な人に座席を譲られた事があった。ちょっと違ったサポートと感じたので、使うのをやめた。 

・子どもが外してしまう。今は、外出時親など必ず付き添っているから。 

・常に子どもと一緒にいるので特に必要と感じたことがない。 

・外見でわかるから。 

・本人がハサミで切ってしまう 

・一時はヘルプマークの啓発の意味も兼ねて、子供のランドセルやカバンに着けていたが、今は外させている。理由は２点。

①障害者をよく思わない人から無用の悪意や悪事を避けるため（不特定多数の人がいる場で障害を明示するリスク） 

②まだ子供であるから（障害以前に子供ゆえの配慮を求めたい） 

・以前は使用していたが、今は車椅子マークを利用。車椅子マークの方が、我が家の場合は理解を得やすいので。 

・区役所にもらいに行こうと思っているのですが、なかなか行けないから。 

・特に深い理由はなし。ただ、色々なマークを付けなくても困っていそうなら誰もが配慮し、手助けできる世の中になってほし

いと思う。やはりいろんな人が分かられることなく小さい頃から同じ場にいることが大事だと思う。 

 

（使っている方の意見） 

・トラブル回避のため取得も、あまりに貧弱なためAmazonで自分で購入して使っている。息子が外で行動する際に、理解

者を増やしたいため。 

・痙攣発作があるため、使っている。 

・外で問題を起こした時の理解を得るため（もちろん障害者だからといって周囲に迷惑をかけてよいというわけではないが、

ある程度緩和されるのでは。） 

・身近につけている人がいるから 

・携帯していることで、大目に見てもらえることや、合理的配慮をしてもらえる可能性があるから。 

・息子が何かトラブルを起こした時に気付いてもらうため 

 

9．コロナ影響について（※アンケート依頼日は7/13。緊急事態宣言が解除されて1ヵ月半後） 

  

 



 アンケート実施時期が7月に入ってからなので、「通常と変わらない」の回答が半数近くに上っているが、約40％の方

が「日数や時間が減っている」と回答されており、コロナ影響により以前の日常生活が戻っていないことがわかる。 

 

 

 余暇サービスも利用日数や利用時間が限定されている、という場合が40％以上となっている。 

 

 

 通常と変わらない生活ができているのは25％となっており、代わりにテレビや動画などの視聴時間が長くなっている。 

外出や体験活動、人と触れ合う時間が減っていると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活リズムの乱れ 

運動不足 
運動不足 

こだわりが増えた 



10．くるみの活動について 

くるみでは以下の活動を今年度も実施したいと考えています。 

参加したいと思うものを選んでください（複数選択可）。 

 

 

 

 

くるみの活動に対するご希望やご意見などありましたらお書きください。 

・このような状態の中でも出来る限りのことをして頂いてると思います。 

・コロナの件で活動するにあたり、色々と大変だと思いますが、宜しくお願いします 

・月1回くらいはお楽しみ系のイベントがあるとよい。 

・いつもこころ優しくなる、あたたかいイベントにお誘い頂きありがとうございます。コロナ対策をとりつつも、くるみさんらしさ溢れ

る活動をぜひ続けて下さい！セミナーなどは、オンラインの方が参加しやすい方もいるかも知れませんね！ 

・孤立型の子供はイベント参加にあまり魅力を感じてくれない 

・今後も楽しく 

・親（ママ）向けのおうちカフェをしてほしい 

・いつも情報をありがとうございます。とても楽しそうで興味深い活動がたくさんあるので、参加したいと思っています 

・活動場所、機会を多く提供いただけると皆さんも助かると思います。 

・遠方なので参カロできていませんが、素晴らしい活動をなさっていると思います。応援しています。 

・いつも応援していますよ。個人的には公立の学校の同調圧力を強要する先生がたに強い不満があります。コロナでますま

す強くなっているのではと、発達障害の子供たちが心配です。我慢している子供さんに「休んでいいよ」と伝えてください。 

・親子バーベキューの実現。ママたちが期待しています。 

・コロナ禍で活動がやりにくいが、様々な補助金や多くの寄付を頂いている関係上、今できることを一緒に考えていきたい。 

・前質問のような活動はとても大切で需要もあると思います。 

・成人期の生活について、情報交換ができる場があるとうれしいです。 

・色々な選択肢があり、好きな活動が選べるようになれば嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。 

・肢体不自由の子供も参加できるような活動などがありましたら嬉しく思います。 

できる範囲で活動に参加させていただけたらと感じています。新型コロナウィルスの感染が落ち着いたころ、団体説明会をお

願いできたらなと思っております。 

・家族と一緒に参加できるイベントを希望しています。 

・これからも頑張って下さい。応援しています。いつか東京のおやじの会とコラボイベントをやりましょう。 


