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1 2011年 映画館で 電動車いすの私と介助者 映画館のスタッフに
車いすから座席に移動するときに、映画館のスタッフ
にも手伝ってもらおうと思ったら、「映画館の規則で手
伝うことは出来ない」といわれた

手伝ってもらえず介助者が席に移動した

2 2013年 居酒屋で 電動車いすの私と介助者 店員に

４人がけのテーブルに２人で座っていたところ、「３人
以上のお客が来たらカウンターに移動してほしい」と
いわれた。カウンターが高くて車いすでは難しそう
だった。

３人以上の客が来なかったので移動しない
くてよかった

3 2012年 劇場で 電動車いすの私が 劇場のスタッフに

落語を聞こうと思って、当日券を買おうとしたら「席は
空いているが車いす席は空いていない」といわれた。
車いす席でなくても普通の席でも移動を手伝ってくれ
たら大丈夫と伝えた。

今回は特別に手伝いますが、今後は手伝
えませんと言われ、落語を鑑賞した。

4 2005年 東京で 電動車いすの私が 病院に
路上で車いすから転落して骨折したときに人工呼吸
器を使用しているということで受けいれ先を見つける
のに２時間くらいかかった。

入院先は見つからず応急措置のみしてもら
い地元のかかりつけ病院で戻ってきた。

5 2013年 バス 電動車いすの私が バスに
ノンステップバスに乗ろうとしたら自動のスロープが
故障していた

人力で乗車した

6 2013年
ヘルパー利用につい

て
脳性麻痺の友人が ヘルパー派遣事業所に

親戚と家族で食事をするためヘルパーの派遣時間を
変更してもらおうとしたら、ヘルパー派遣事業所にそ
の日の派遣をキャンセルされた。

別の事業所で対応してもらった。

7 2013年 電車会社 電動車いすの私が 電車会社に

実家に帰省しようとしたときに電車を予約しようとした
ら「その時期はラッシュ時なので駅員が対応できない
かもしれないので電車を一本はやめてくれ」と言われ
た。予定が狂うので嫌だった

対応してもらえないと困るので言う通りにし
た

8 数年前 喫茶店 電動車いすの私が 店員に
喫茶店に入ろうとしたら店員に×と合図され入り口を
閉められた

入れなかった

9 数年前 居酒屋で 電動車いすの私が 店員に
居酒屋に入ろうとしたら店員に×と合図され入り口を
閉められた

入れなかった

10 2011年 避難所で 電動車いすの私が
地震があったので避難所に避難しようとしたら車いす
トイレもなく、とても車いすでは安心していられる環境
じゃなかった。

家に帰った。

11 2013年
バッティングセンター

で
車いすの友人が

バッティングセンターに入ろうとしたら入り口が狭く車
いすで入れなかった

家に帰った。

12 2013年 バスで 車いすの友人が
バスに乗車したら輪留がついてなくて危険な思いをし
た。

介助者に押さえてもらった

13 いつも 電車で 電動車いすの私が 駅員に
電車に乗る為にスロープを出してもらう必要があると
き次の駅への連絡の為に電車を何本か待たされる

時間に間に合わないときがあって困る

14 いつも 飲食店で 電動車いすの私が 店内に車いすで入れる座席がない時がある。 あきらめるしかない。

15 2013年 ヘルパー派遣事業所 車いすの友人が ヘルパーに
ヘルパー派遣中に家の物が壊れる事があり、事業所
に相談するが満足がいく対応してもらえない

あきらめている
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16 2013年 出会いパーティーで 歩行と言語障害がある私が 結婚相談所関係者に

（障害者の結婚相談員もしている人から）健常者の中
に障害者が参加したのでは、他の参加者に対し迷惑
だと言われた。

17 週に1、2回 市内 車いすに乗っている私が 飲食店で

入口の段差が障害となり店内に入る事ができない店
がある。バリアフリーにする事は一般的に言われてい
るが。
県建設課では、建築基準に取り入れているが・・・

18 年に複数回 全国各地のホテルで 車いすに乗っている私が ホテルで

部屋に入ってトイレ、バスを利用できない。入口のド
アが車いすより狭いため。
部屋外のトイレも入口のドアの狭さにプレッシャーが
かかる。

19 2008年 市内 車いすに乗っている私が 市役所建設課

車道と歩道との段差についてもう少し段差をなくして
下さいと言ったら、基準値であるから了解して戴けな
かった。大分、釧路等ではその段差がない。歩道でも
道路側の勾配がなく、上り口、下り口に設定してあり
車いすでの移動が楽です。

20

障害者駐車場にも関わらず、一般の方が駐車してあ
るのを見かけますが障害者マーク外に表示板が提供
されているので、表示板を提示した方のみとしたい。
一般の理解はまだまだです。

21 2013年 家で 障害のある私が 知人に

出かける約束をして、車に乗せて行ってくれるか尋ね
たら、別々で行こうと言われた。都合が悪く約束はな
くなったが、しばらくしたら「私はあなたの世話をする
ボランティアではない」とメールで言われた。

お互い連絡をとらなくなった。

22 2013年 病院で 障害のある私が 職員に
患者自らの自主活動（文芸、創作などの）について嫌
みを言われた。

23 2010年 一般社会で 障害のある私が 会社側に 警備会社の面接で、障害者はダメと言われた。

24 2003年 会社で 障害のある私が 会社側に
休みがちだから（病気のため）会社をやめてくれと言
われた。

25 2013年 つくばエクスポランド 障害施設利用者３５名程 施設の駐車場担当者

施設に到着早々、トイレに行きたい障害者がいたが、
施設に車を寄せる事を拒否され降車する事が出来な
かった。(前もって予約していたし、障害者用の駐車場
に案内を受けていたので係員は、利用者に障害のあ
ることは知っていた。)

建物から離れた駐車場に駐車して歩いた
が、時間がかかった。こちらは、安全に配慮
して降車してトイレに誘導しようとしたが、形
式的に扱われた。

26 2013年
受託事業納品先(民

間事業者)
障害施設利用者(知的) 納品先従業員

夏の暑い日で、納品用車両の中で待たす事が出来
ず、外の日陰で待つようにしたが、駐車中の他の車
のなかをのぞくと言われ、注意を受けた。(エンジンを
かけたまま利用者を独りでは置けない。)

納品用車両の窓を全開にして待たせ、水分
を充分とらせた。受注先でありこちらからは
反発できなかった。
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27 2013年
日立シビックセンター

(ある公営施設)
障害施設利用者(知的) センター職員

遠足でセンターを訪れ、絵描きロボットの体験操作を
数名で楽しんでいたところ、突然調整中の札を掛けら
れ機械を止められた。その後修理する事なく障害者
が離れると再開された。

28 2009年 高等学校で
発達障害がある本人とその

家族
担任の先生

特別支援クラスに通っているからという事で、本人は
行きたいのに修学旅行は遠慮して下さいと言われ
た。

学年主任、主治医、病院の心理士が間に
入ってくれたが平行線で結局行かなかっ
た。

29 2013年 道路上で 発達障害がある本人 周囲の人
感覚過敏で夏でも長袖を着用。奇異な目でみられ
る。指さされる。

急ぎ足で立ち去る。人があまりいない時間
帯に出るようになる。

30 2013年 専門学校説明会
発達障害がある本人とその

家族
教務担当者

本人を見ないでテレビの報道などから、障害を理由
に入学を断られた。

入学できず希望を失い在宅。

31 2013年 就労移行支援事業所 発達障害がある本人
就労移行支援事業所のス

タッフ
発達障害に特化した事業所がない。スタッフが発達
障害を知らない。

見学、お試し期間内にスタッフとちょっとし
たトラブルを起こし在宅。

32 2013年 町内
発達障害がある本人とその

家族
通学班の班長と親

障害(ADHD)を理由に通学班に入れてもらえない。手
がかかるから。

毎日親が送り迎えしている。

33 2013年 合同面接会 発達障害がある本人 面接官
精神保健福祉手帳を見せた途端「休まないでよ。精
神の人は…」と言われた。

否定されたような気になり、面接も覚えてい
ない。勿論不採用。

34 2004年 障害者就職面接会 障害のある本人 面接官
仕事の際、会社のエプロンを付けるが、ひもを結べな
いと言ったら、採用されなかった。

採用されず、他の面接を受けた

35 2004年 面接に行った会社 障害のある本人 面接官
職安から障害者とは聞いていたが手が不自由とは聞
いていないと言われた。

その場で採用を断られた。

36 2007年 会社 障害のある本人 一緒に働いている社員
事務所で２人で仕事をしている時、一緒に働いてる社
員に取引先から電話がきたとき「この事務所は私一
人でやっているので大変なんです。」と言っていた。

「私もいるんですけど」と言おうと思ったが、
気まずくなると嫌なのでだまっていた。

37 2013年 市役所福祉課 精神障害の私 福祉課の職員
窓口でスマートフォンを操作していたら、職員が私に
「ずいぶん上手ねぇ」って言ってた。出来ないなんて
決めつけないで。

私は無視した。

38 2011年
地域活動支援セン

ター
精神障害の私 支援センターの施設長

ボランティアをやりたいと思って支援センターへ行っ
たが「あなたは精神障害者にみえます。だからあなた
は、施設に遊びにきた人ということにしたらいかがで
すか。」それは、私にとって本意ではなかった。社会
的排除である。

私は自信をなくし精神的不調になった。社
会的活動に自信をなくしてしまった。

39 2012年
ハローワークのサテ

ライト
精神障害の私 ハローワークのスタッフ

ただ、手続きをしたかっただけなのに、私のデータを
見て「障害窓口に行って」文句をぶつぶつ言いながら
書類を出していた。

私は拒否された気持ちと一般窓口と障害者
窓口をわざわざ分けないでほしいと、スタッ
フに抗議したが結局、人の話を無視してい
た。

40 2010年
支援センターショート

ステイ
精神障害がある本人 ショートステイ先のスタッフ 子供に話しかけるような口調で接してきた。

スタッフに抗議したけどそのままだった。変
わらなかった。

41 2013年 パソコン学校 精神障害がある本人 学校の教師
精神の病を持っていることを、入学試験の面接で話し
たら、薬の事や通院の事を色々質問された。

試験に落ちた。
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42 2013年 福祉施設 精神障害がある本人 面接担当者
あるデイサービスのアルバイトの面接を受けに行っ
た。精神障害の事を開示したら、嫌な顔をされた。

面接に落ちた。

43 2013年 バス停 車いすの友人が バスの運転手に
「スロープがついていないので乗れません」と言われ
た。

運転手と交渉したが、乗れなかった。

44 2013年 駅 車いすの私が 駅員に
「弱冷房車に乗りたい」と伝えたら、「車いすスペース
がないし、混雑する時間帯だから」といわれた。

事情を伝え弱冷房車に乗れた。

45 2008年 障害者用就職説明会 車いすの私が 企業の人に
「介助が必要な人、社宅に入れない人は就職出来な
い」と言われた。

おかしいと思ったけど、あきらめた。

46 数年前 銀行 車いすの私が 銀行の人に
口座を作ろうと思ったけど、「代筆では無理」と言われ
た。

交渉して、口座を作った。

47 いつも 車いすトイレ 車いすの私が 車いすトイレなのに狭い所が多い。 工夫してトイレするか、違うトイレを探す。

48 2007年 職場で 知的障害の知人が 社長に
障害を理由に原付バイク又は車での通勤を断られ、
使うならやめてくれと言われた。

しかたなく、徒歩バス電車での通勤になっ
た。

49 毎年 会議 聴覚障害者団体 県予算対策委員会

障害者団体の意見を取りまとめて要望を行う委員(県
予算対策委員会)なのに、自分たちの要望をするんだ
から、通訳は自分たちで準備して下さいといわれる。
年に３~４回の会議があり自分たちの団体の負担は
重すぎるため、会議に出席できない状態。

50 毎年 イベントの事前会議 聴覚障害者団体 運営委員

県の事業。運営委員を推薦しなければならないが、
運営委員会に手話通訳の準備はない。そのため運
営委員は聞こえる職員を派遣しなければならず、聴
覚障害者が委員になる事は困難。

51 毎年 県、市合同防災訓練 聴覚障害者団体 県防災課

毎年開催されている。防災訓練の前には会議が２回
あり本番も含めすべての会議に手話通訳者はつかな
い。毎年予算を組んで欲しいとお願いしているが、な
かなかつけてもらえない。

52 毎年 住んでいる町 聴覚障害者 福祉課

保険会社と契約をするため、手話通訳を県外への派
遣を依頼したが、要項と合わない為は派遣できないと
断られた。コミュニケーション支援事業は生活全般に
適用されるはずだが、それなのに、「県外はだめ。ま
た、生活全般とは葬式、病院のみ。保険の契約は要
項にない」と言われ断られ続けている。

53 いつも 映画館で 聴覚障害者 邦画など
映画で字幕がでない邦画が多く、自由に好きな邦画
が楽しめない。

54 2013年 花火大会会場で 車いすの私が
タクシー会社の電話予約

の人に
介護タクシーは１７時までしか利用できませんと言わ
れた。

文句も言えず、歩いて家に帰った。

55 2012年 駅で 車いすの私が 駅員に めんどくさそうに、スロープとかを用意していた。
後日JRの支社に行って、そのような事はし
ないでくれと頼んだ。

56 2012年 駅で 車いすの私が 駅員に
電車を利用する時は、原則２０分前までには駅に来
てくださいと言われた。ぎりぎりだと乗せることは出来
ないと。

後日JRの支社に行って、そのような事はし
ないでくれと頼んだ。



茨城に障害のある人の権利条例をつくる会　困ったこと、差別と感じた出来事事例

5 ページ

いつ頃 どこで
誰が

(困った人、差別を受けた人)
誰に

(困らせた人、差別した人)
困ったこと、差別と感じた出来事 結果　どうしたか

57 数年前 劇場で 呼吸器ユーザーの友人 スタッフに
周りの客から、呼吸器の音がうるさいといわれたら、
退室してくださいと言われた。

苦情を言われる事なく最後まで見れた。

58 2003年 美術館で 車いすの私が スタッフに
電動車いすの音がうるさいのでとの理由で入店拒否
された。

車いすは自分の足だと言ったら入れた。

59 2008年 作業所で 車いすの弟が 職員に
自分でトイレとか行けない人は働けませんと言われ
た。

何度か交渉したけれど、現場は変わらなく
て、働く事をあきらめた。

60 2011年 避難所で 車いすの友人が 避難所スタッフに
車いすの人は、こちらでは対応できないので、他をあ
たって下さいと言われた。

障害者の避難マニュアルなどを作って、避
難所でも対応できるようになればいいと思
います。

61 2011年 避難所で 自閉症のある息子と母親 避難している他の人
避難所で、大声を出したりしてさわいでいたら周りか
ら迷惑がられた。

一晩で避難所を出ることになった。

62 2011年 避難所で 自閉症のある息子と母親 避難している他の人
避難所で迷惑がられるのがわかっていたので、車中
泊などした。

寒さに耐えられなかった。食料も手に入ら
なかった。不自由だった。

63 小学生のとき 小学校 足に障害のある私が 担任の先生 筑波山登山の遠足に連れて行けないと言われた。 遠足には参加しなかった。

64
中学３年のと

き
中学校 足に障害のある私が 体育の教師に

高校受験のときなのに体育の成績で「１」をつけられ
た。

中学校校長から高校へ説明をしてもらうこ
とになった。

65 2012年 東海村にある自宅で 車いすの私が 福祉タクシー運転手に
車いすだから１０分前には外で待っていろと言われ
た。（怒鳴り声で）３００円だけどおつりがないようにだ
してといわれた。

社協の人に言ったが、それは仕方がないと
いわれた。（取り合ってくれなかった）

66 2011年 駅で 車いすの私が 駅員に 乗車する車両を限定された（一番後ろの車両）
駅員に、自分で乗りたい所から乗ると話し
たが、聞き入れてもらえず、一番後ろから
乗っている。

67 1998年 駅のホーム 難聴者 上司
送別会に遅れるためそのことを、お願い手帳で客に
依頼したことに対して

いつかの時にあーっ彼は耳が遠いから人
に頼んだのだろうと卑下じみに聞いたがど
うこうすることはなかった。

68 全体的に 市役所の担当者 難聴者 窓口担当者
難聴者団体として講演会等のポスターに情報保障の
手話通訳はあるが、要約筆記がない。

担当者に予算を当初から、手話通訳と同様
に取ってくれ話した。

69 2005年 市役所福祉課 車いすの私が 課長
必要なサービスが受けられるように交渉したらわがま
まと言われた。

サービスが受けられなかった。

70 2010年 不動産店で 自立支援を行っていた人が 物件の大家
アパートが車いす対応につくられていないので貸せな
いと言われた。こちらはそれでも大丈夫ですと伝え
た。

借りられなかった。不動産の担当者は困っ
た顔をしていた。

71 2011年 水戸市内の飲食店で 車いすの私が お店の人に
車いすなんですけど大丈夫ですかと聞いたらお断り
しますと言われた。お店は車いすでも十分入店可能
だった。

入れなかった。

72 2012年 ひたちなか市 車いすの私が 市営巡回バス
ホームページにはノンステップバスと書いてあったが
実際には普通のバスが混じっていて乗れなかった。
＊問い合わせもしていた。

目的地には行けなかった。

73 2011年 駅 車いすの私が 駅員に
朝早い電車に乗るときには連絡してくれないと困ると
言われた。

無理を言って乗せてもらった。
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74 2010年 牛丼チェーン店 車いすの私が 店員に
入店をしたらイスが固定イスばかりだったため入れな
かった。

入店できなかった。

75 2008年 住宅探し 車いすの私が 可能な部屋が限定されてしまう。
倍率が高く、部屋数が少なくあたらなかっ
た。

76 2010年 公民館 車いすの私が 選挙管理委員
介助者に記入してもらうと伝えたところ認められな
かった。＊知的な障害はないのに

選管が対応した。

77 2002年 企業 車いすの私が 担当者 一人（清掃員）の反対者がいて不合格で落ちた。 職に就けずに

78 2012年 飲食店 車いすの私が 店員 固定イスのためは入れないと言われた。 無理に入って食べた。

79 時々 病院 車いすの私が 医師
「あなたの病気はわからないからなー。」といわれ、拒
まれた。

風邪だったので、自分で薬の名前を言って
処方してもらった。

80 2013年 東京三田（会議） 聴覚障害の私が

会議地震で解散、混乱の中東京で一晩過ごす。通り
すがりの人に駅までは行けないと筆談してもらうも、
他の情報は全くなかった。駅員からの支援もなかっ
た。他の人の後をついて２日目の夜に列車に乗るこ
とが出来、帰宅した。食べ物の情報もわからなかっ
た。帰宅後も水道の情報等はわからず、他人の動き
を見て給水所に行った

81 2013年 公立小学校 ADHD小4女子の保護者 学校管理職

学校での支援のため病院大学支援学校等の支援者
との連携を申し入れたが３年間受け入れられず、やっ
と今年実現したが、大学の相談員との面談に保護者
の同席を断られた。

相談員より保護者同席を強く要請してもら
い､次回は同席で実施することになった。※
大学側が連携について理解や知識がなく、
それを得る努力もしていない。

82 2013年 小児精神科 ADHD小２の保護者 医師

あなたのお子さんは、私が診ている発達障害の子ど
ものうちで最も「ひどい」と言われた。自分やわが子
は、この世に存在してはならないのだろうかと、大変
傷ついた。

投薬が必要なため、今も通院している。合
理的な配慮以前に、基本的な患者への配
慮がない。

83 2013年
就職を希望している

企業
アスペルガー＋かん黙、20

男
企業/人事担当者

かん黙により、メールでしかコミュニケーションができ
ないことを理由に不採用となった。

84 2013年 私立普通高校 数学LD表学LD/高一男 学校
定期考査で赤点（数学LDで数字のみ）をとり罰則とし
て、平均点に達するまで１点につき１回試験問題を書
かされた。（４２回）

未解決（退学勧告を受けた）

85 2007年 公立小学校 高機能自閉症/小２男 通常学級担任

何かクラスでトラブルがあると真偽を確認せずに「００
君がまた」と責任を押しつけた。こちらに原因がなくと
も相手がケガをした時は治療代を払えといわれた。こ
ちらがケガをしたときは「お互い様ですよね」ですまさ
れた。

波風をたてたくなかったので黙って言われ
るままに謝罪や治療代の支払いをしてい
た。

86 2002年 リハビリ病院 失語症の家族 言語療法士

言語のリハビリを受ける為に受ける為に、行ったリハ
ビリ病院で言語療法士に「発症からから三ヶ月もたっ
ている、もう遅い、治らない」と言われショックを受け
た。

発症から１年９ヶ月後夫は職場に戻った。

87 2013年 銀行 失語症の本人とその家族 銀行員
夫が自筆で名前を書けなくなった為、印鑑でお金が
引き出せなくなった。カードでは１日引き出せる金額
が決まっている為、多額の引き出しが出来なくなった
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88 2012年8月 保険会社の支店 失語症の本人とその家族 保険会社の職員

生命保険の請求は自筆のサインがないとできないと
言われた。夫が失語症で字を書くことができないと伝
えたら、奥さんが夫の手を持ってでも名前を書かせて
ほしいと言われ、夫の手にペンを持たせて私がその
手を持って名前を書いた。

89 2012年 リハビリ病院 失語症の本人とその家族 病院長、看護師長
リハビリ病院に失語症で意見の疎通が難しいと伝え
た上で、６ヶ月のリハビリ入院を認められて転院した
が、意思の疎通が難しいと10日で退院させられた。

寝たきりになってしまった

90 2012年 病院 失語症の本人とその家族 脳神経内科の医師

会社から仕事に戻ってもらいたいので、身体の様子
を知りたいから診断書を出して下さいと言われた。こ
のことを主治医に伝えた所、責任を取れないので診
断書は書けない。又東電は大きな事故を起こして多く
の人が仕事を失っているのに仕事に戻るなんてとん
でもないと言われた。

91 2004年 地域の中で 失語症患者/家族の人に 妻が

仕事に戻りたいとリハビリを頑張っている夫を見て、
「失語症に出来る仕事はあるかい」と言われた。夫は
失語症で言葉は思うように出ないが、体は健常者と
同じです。

夫は元の職場に戻れた。

92 いつも 市役所 ろう者の私が 職員に

筆談では分からないので、手話通訳を設置してほし
いと言ってもいろいろな理由をつけて考えてくれな
い。こちらから筆談で筆談で充分に説明出来ないこと
を分かってくれない。

93 いつも バスや電車内で ろう者の私が 停留所などの情報（文字など視覚的な情報）がない。

94 旅行会社 ろう者
1人で旅行に行く場合申込ができない。（同行聴者が
必要）

95 2013年 茨城町の道路 ろう者 警察と事故の相手

相手には事故の状況を聞いていて詳しく話しをしてい
る様子だったが、私の時は説明のための手話通訳も
呼んでもらえず、状況説明も簡単に終わってしまっ
た。

保険会社から連絡なし。相手の有利に進ん
でいるのではないのか不安

96 2010年 会社 知的障害の人 社長に
何もしないで居るだけで良いと言われ会社に毎日
行っていた。1年程過ぎると辞めてくれといわれた。

仕事を覚えなくとも良いといっていたのに、
仕事が出来ないのが理由で解雇。補助金
の打ち切りが原因だった。

97 2012年 学校 知的障害児 学校の先生
学校への通学を希望して、中学の時に普通学級に
行っていたが、特別支援学級にに入れられた。

一緒にやれることがないのでと言うことで、
毎日支援学級で1人で過ごさせられた。

98 2010年 施設で 知的障害者 施設長
物を壊したりするし、他の利用者に乱暴するので、精
神病院への入院を勧められた。

生活の場所であるの入院させることで職員
や他の利用者の事を考えて入院を承諾さ
せられた。他の施設への移動をさせること
が目的。

99 2011年 厚生相談所 知的障害のある兄弟に 相談員
社会生活は無理だから病院に戻るか、施設所を勧め
られた。

社会生活できるようなところは勧められな
かった。（資源の未整備）

100 いつも ファミレス 友人の盲聾者 店員に
注文内容の確認の際店員がマニュアル通り口答でし
か行わない。

同席した私が通訳した。
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101 いつも 銀行で 友人の盲聾者
銀行のATM使用時点字案内が、くっつきすぎて読み
づらい。

102 2013年 マラソン大会 友人の盲聾者 晴眼の伴走者に
予約していた伴走ボランティアが悪天候で順延した自
分の大会に出場し。友人の伴走はしてくれなかった。

103 2012年
東日本大震災で被災
した犬猫レスキューの

講演会
私が 茨城県獣医師会

講演の最後のあいさつの時「今後、当会は盲導犬の
健康管理に補助します」との言葉を聞き、後日会議資
料請求は、介助法に基づき講演会には手話通訳もつ
けて下さいとお願いした。

資料送付に「今後の会議にご意見も参考に
します」との文書添付

104 2003年より前 会社 精神障害がある友人 会社 身元調査でクビにされた。病院入院歴がバレた。 クビになった。

105 何年か前 親戚の法事の時 精神障害がある本人 叔父 座敷犬になっちまえと言われた。 ほとんど関係はなくなった。

106 何年か前 仕事先 精神障害がある本人 事業主
ハローワークには不採用で、法律に基づいて雇って
もらえず、働かされた。

辞めた

107 いま 社会 精神障害者 国家
働くと年金が降りなくなるときがある場合が多い。生
保年金切り

障害年金が降りなくなった。就労を辞めた。

108 いま 医療 精神障害者 医者
必要以上の薬を飲まされて薬の副作用で苦しめられ
る。

なかなか寛解に至らない。

109 いま 社会 身体障害者 役所 軽度の障害だと手帳が降りにくい。 困る

110 何年か前 病院 精神障害がある友人 医者 電気ショックをされて人生を台無しにされた

111 そば屋 知らない人（噂で聞いた） 店員に 障害者と子供は絶対お断りと言われた 不明

112 2013年 ライブ会場で 車椅子の本人
前の人が立ってしまうと，全く見えない席だった。合理
的配慮が出来ていない

交渉したところ見やすい席へ案内してくれ
た

113 2013年 マラソン会場で 車椅子の本人 スタッフに
車いすの人も参加できるマラソン大会だったけど，危
ないから端っこからスタートしてくださいと言われた

交渉したけど安全上端っこからにしてくださ
いと言われたのでベストポジションからス
タートするのをあきらめた

114 数年前 花火大会会場で 車椅子の本人 スタッフに

障害者用のトイレの順番待ちをしていたら子連れで
待ってる人も数人いたにも関わらず，車いす優先と無
理矢理入れてくれた。ユニバーサルデザインのトイレ
だから順番を守ろうと思っているので，ありがたいけ
ど障害者に対する悪くなってしまう

待ってる人に謝ってトイレを優先的に使わ
せてもらった

115 2006年 小学校 保護者が（脳性マヒ児の） 校長に

「てんかんのある子は水泳指導しないよう文部省から
言われている」と言われ子供の水泳授業への参加を
禁止された。（実際は保護者の抗議により参加でき
た）

116 2006年 小学校 保護者が（脳性マヒ児の） 校長に

（保護者が文部省に上記の件を問い合わせたところ）
子供の水泳授業は再開したが，「お母さんが大変な
誤解をしていらっしゃる。」と言われ保護者が悪者にさ
れた

117 2012年
障害のある方の家の

外
その場にはいない支援者 障害福祉課職員 「あっち系の人ですわ」という表現をされた
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118 2013年 特別支援学校 脳性マヒの生徒が 先生に
「脳みそがスカスカだ」「バカじゃないか」と言われた
（言われた本人は気にしていないが，不適切な発言
だと思います）

119 2013年 街中で 車椅子に乗っている夫が 私に
車椅子で散歩中、車椅子が段差につまずいた時前の
めりになった夫が車椅子から落ちそうになった。

災害時、緊急時などに備えて車椅子にも
シートベルトがあったらよいと思う。

120 2007年 我が家 認知症の母、 リホーム屋さん

見積もりを頼んでいたリホーム屋さんが私の留守中
に来て家の中を見て見積書を置いていった。留守番
をしていた認知症の母に様子を聞いても分からな
かった。

リホーム屋さんに抗議し、印鑑は母の分か
らないところに隠した。

121 2010年 投票所 失語症の本人 選挙管理委員
聞く、話す、書くなどコミュニケーションの全てに障害
のある夫が、私に、投票用紙の書き方を聞いてきた
ら、選管の方に注意を受けた

失語であることを選管に伝え、次回からは、
選管の方が付いてくれるようになった。

122 2013年 投票所 車椅子の本人
夫は歩行困難者ですが、車椅子は常時必要とはして
いないので車椅子は持っていません。投票所には車
椅子が置いていなかったので、投票に行けなかった

選挙の時だけでも、投票所には、車椅子を
置いてほしい

123 2012年 文化会館 車椅子の本人 文化会館の職員

障害者は指定の場所で車椅子に座ってみることに
なっているが、前に手すりがあり見づらい。車椅子か
ら椅子に移動は可能なので、車椅子でいける傍の座
席で見ることはできないかと訊ねたら、できないとい
断られた。

障害者専用の場所があるのだからそこで
見ればいい。障害者だからと特別扱いはで
きないと言われた。

124 2013年 常磐線 車椅子の本人とその家族

混み合っていたのでグリーン車に乗ろうとしたが、グ
リーン車に乗るには車椅子を降りて車内の階段を使
わないと乗れない。歩行困難の夫は短い停車時間内
には移動困難なので諦めて、混んだ車両に乗った

ラッシュ時でもでも外出できるように、都心
の電車のように、女性、障害者専用の車両
を設けてほしい

125 2013年 都市銀行 失語症の家族 銀行員

家の近くの銀行は、障害者の妻と認識しているので
夫の預金を印鑑で引き出しができるが、外出先の銀
行では、印鑑での引き出しは認められず現金を引き
出すことができない

多額の支払いだったので、私のカードで支
払った

126 2012年 救急車の中 失語症の夫 救急隊
緊急搬送中、救急隊が失語症を知らなかった。命に
係わることなので「失語症」を理解してもらいたいと
思った

県南の消防署に「易しい失語症」の冊子を
郵送した

127 2013年 隣の家 私 救急隊

隣の家の緊急通報システムが鳴ったが、応答がない
と我が家に救急隊の方が来た。障害のある息子さん
が起きていて、私の呼びかけに答えて、カギを開け家
に入ることができた。幸いにも、誤作動による通報で
したが、緊急時はどうなるのだろうか？

隣の家は、3人家族の全員が障害者です。
知的障害のある息子さんは、救急隊が来た
ことにパニックになり部屋の中でうずくまっ
て泣いていた。障害を理解し、それなりの
対応ができたなら、大騒ぎにならなかったと
思う

128 2013年 山の手線駅のホーム 失語症の家族
ホームが線路側に傾斜しているので車椅子はホーム
に平行に止めるように掲示しているが、小さくてわか
りづらいです。

ベビーカー、車椅子を使う人に分かり易い
表示にしてもらいたい。また、車椅子に付き
添う駅員は傾斜していることを知らすべきだ
と思う。
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129 2010年 市役所 失語症の家族 ハローワークの職員
障害者就労の懇談会に参加したハローワークの職員
が3障害しか知らず、3障害の対応しか話してもらえな
かった。

3障害だけではなく、その他の障害も理解し
て、障害者就労につなげてもらいたい

130 2002年 市役所 失語症の本人とその家族 福祉課

市の窓口の職員が失語症を知らず、市役所に行くた
びに説明をしないといけなかった。また、失語症を理
解していなかったので、どんな福祉サービスがあるの
か分からなかった

市の保健福祉委員になって、失語症を理解
してもらうことに努めてきた

131 2013年 町の中、駅など 車椅子の本人とその家族 点字ブロック

点字ブロックは視覚障害の方にはなくてはならぬもの
と理解している。しかし、点字ブロックにタイヤを取ら
れるなど車椅子利用者、家族にとっては困ることが多
い

車椅子と共存できる点字ブロックを考えて
いただきたい

132 一般（身体系）病院 腰骨を骨折している息子 訪問先の病院
息子は自殺未遂で重傷の状態であったが、坑精神薬
を服薬しているという理由で治療を拒否された

親が遠方の精神系病院へ移動させた

133 市内の総合病院 乳がんの女性 訪問先の病院
坑精神薬を服薬しているという理由で受診を拒否さ
れた

他市の総合病院で受診できた

134 市内の歯科医院 統合失調症の息子 訪問先の医院
同行した母親は治療してくれたが、当事者は受診し
たが治療はしてもらえなかった

市内の別の歯科医院で治療できた

135 身体系病院 統合失調症の息子 入院先の病院
早く退院してもらいたいとの言動があり、いやな気持
になった

早期退院はせず

136 2008年 市内
グループホームを作ろうとし

た家族会
一部の地域住民

精神障害者の為のグループホームの建設予定を
知って反対運動がおきた

建設が中止になった

137 2002年 市内
作業所をつくろうとした家族

会
一部の地域住民

開設候補地の近くに小学校があるという理由で反対
運動がおきた

開設が中止になった。（後年、当該市の斡
旋で市内の他の場所で作業所は開設でき
た）

138 市内 アパートの賃貸契約した私 大家
持ち家を処分して、アパートへ転居をする為に賃貸契
約を済ませた時に私が精神障害者と分かって嫌な顔
をされた

嫌な気持ちになった

139 住んでいる地域 我々家族 一部の地域住民
自宅の近くの小学校の通学路が住民の訴えで変更さ
れた

140 住んでいる地域 近隣住民
１棟のアパートの中の複数の部屋を精神障害者のた
めのグループホームとして開設したら、同じアパート
の住民が退去していった

現在もＧＨとして継続している

141 地域の住民集会 精神障害者の親 住民の一人
「精神障害者を地域で放し飼いにしておいて良いの
か」との発言あり

私が当事者の親であることを知られていな
いと思って聞き流した

142 自宅の近所 精神障害者の親 近所の特定の住民
近所の家に呼ばれ、警察官と同席の上で我が家の
事情を聞かれた。警察には定期的に我が家の付近を
巡回してもらっているとの話しも出た

143 近隣地域 精神障害がある本人 近くの商店
ある商店が（我が家の当事者の娘は体調が悪くなる
と買い物癖があるらしいと知りながら）高価な品を当
事者に買わした。

家の者が返品に行った

144
都内の精神科病院の

付近
精神障害がある本人 近くを歩いていた人

都内の精神科病院へ初めて行った時にその近くを歩
いている人に道順を聞いたがいやな顔をされた。

道順を教えてくれなかった
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145
近隣のスーパーマー

ケット
精神障害がある本人

買い物に来ていた近隣住
民

買い物に行った時にじろじろ見られることがある

146
小学校から身体障害を理解するためのアイマスクや
車椅子の体験学習があるが、精神障害についての学
習プログラムがない

147 1999年 避難所 自閉症の息子 同じ避難所内の人
東北大震災の時に息子が落ち着かず、周りから静か
にするように何度も強く注意をされた

自宅に帰った

148 職場 精神障害がある本人 職場の責任者
やった仕事の内容（正確性・迅速性など）について激
しく文句を言われた

嫌な気持ちになった

149 内定していた会社 精神障害がある本人 職場の責任者
いったん内定していた会社で、障害者手帳をみせた
ら、私の能力も確認せずに不採用になった

不採用になった

150 職場 精神障害がある本人 職場の責任者
仕事の失敗を大きな声で叱責され、仕事内容も換え
られた。

退職した。その後も長期間就労していない

151 精神障害がある人 ＪＲ及び有料道路会社 他の障害のような料金の半額制度がない

152 精神障害がある人 保険会社
生命保険・入院保険などの各種保険で精神疾患者は
契約が出来ないケースが多い

153 1982年 小学校 難聴の私 校長に
ろう学校は児童数が少ないという理由で地域の小学
校からろう学校に転校を迫られた。

市教育委員会・県庁へ行って「普通校で
やっています」と訴えた。転校はなし。

154 1985年 中学校の部活 難聴の私 演劇部の先輩
歌をみんなで歌うところだけオンチという理由で口パ
クを迫られた。

そのまま、口パクでという命令にしたがっ
た。発表の時もレッスン中おなじ。

155 1986年 高校試験 難聴の私 受験校で

高校の校長との面談が筆記と別にあった。障害を持
つ人は面談をうけることを強要されて、摂食障害で、
ごはんを食べれない人まで面談を受けることになっ
た。面談をするにあたり校長に「もう少し近くに（前に）
座った方が聞きやすいので、椅子さ動かしてもよい
か」と言ったが、特別扱いなしとことわられた。「当校
は特別扱いなしです」と校長はくりかえしていた。

何とか校長との話を通じて面接終了。その
日の夜に熱がでた。この学校は合格したけ
ど行く気が全くおきなかった。筆記のみの
単語リスニングなしの学校に合格したか
ら、そこで穏やかに3年を過ごした。

156 学生時代 アルバイト探しで 難聴の私 母に 聞こえないからアルバイトは無理といわれた。
服の仕分け、ビラ整理はOK。図書館でバイ
トしたこともあります。ちょっとの工夫で接客
もOK。

157 2013年 職場で 難聴の知り合い 上司に 1人だけ、会議の参加を外された 泣き寝入りしているらしい。

158 2012年 県内 難聴の私 講演会主催者
手話通訳はつくが、要約筆記は予算の関係でつかな
かった。ついてもOHCの全体投影ではなくて、一人一
人のノートテイクだった。（場所が狭かったので）

センターの要約筆記担当者が主催に進行
をくわしく聞いて映画に字幕まできちんとつ
けてくれた。映画の字幕は観客席の私たち
のところでパソコンに投影。字幕のない映
画というのは直前にわかったようでセンター
に感謝しています。

159 学校で 手話のない難聴児親 本人または親
聞こえないことを自らかくしてしまう。または聞こえな
いことに気がつかず。

160 1999年 茨城県内養護学校で 養護学校全員に 県教育委員会が
放射能漏れの事故が起きたが、事故後各市町村の
教育委員会で避難命令を出したが、養護学校には管
轄が違うという理由で無視された。

一番現場に近かった勝田養護学校では、
体育の事業をしていた。
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161 1969年 牛久小学校 娘（ダウン症） 小学校長に
特殊学級の設置は第3学年からで入級希望者が5名
以上ないと設置できない。1、2年生はお客様扱いで
預かると言われた。

お客様扱いは、断るといったら、就学猶予
願いを出せといわれた。就学猶予は2年間
続けて出させられた。

162 1968年 県教育委員会に 保護者、母
友部に県立最初の養護学
校が設立されたが知らさ

れなかった

牛久市からも連絡がなかったため、養護学校入学の
機会を1年逃してしまった。

幼稚園に続いて行っていた。

163 1986年 クリーニング工場で 知的障害のある娘 工場長に

就労後一年経って、企業に対して支払われる就学支
援の助成金の期限が切れる頃に業績不振のため辞
めてほしいといわれ、抗ったが聞かれず退職届を書
かされた。

一ヶ月後退職したが、一週間も経過しない
うち、新規従業員募集の案内のチラシが
入ってきた。労基署や職安に掛け合ったが
予告期間が満了しているのでダメだと言わ
れ相手にもしてもらえなかった。

164 2008年 選挙で 知的障害のある娘 国に
娘は成人になってから、欠かさず選挙に行っていた
が将来を案じて、私が成年後見人になったら選挙権
を剥奪されてしまった。

選挙ができなくなった。

165 2011年 選挙で 知的障害のある娘 国に 選挙権回復の訴訟を提訴した
平成25年3月勝訴となり国会の議決で公選
法が一部改正となり選挙権が回復した。

166 1年前 市役所の窓口 障害のある私が 窓口の人 言語障害があるため、軽蔑された。 隣の人を笑いながら対応してくれた。

167 半年前 デパートの食堂で 障害のある私が 学生数人
言葉を発した途端、ジロジロ・指さし等不快な態度を
とられた。

途中でその場を去る。

168 1週間前 病院の風呂場で 障害のある私が 補助婦に 無理矢理頭からお湯をかぶせられた 笑っていた。

169 数年前 病院で 障害のある私が 以前の主治医に
将来の夢や希望を語ったところそういうものは持つな
と言われた。

絶望的なきもちになった。患者は地面を見
て生きろというのかという気持ちになった。
しかし、医師も人間自分も人間と思い直し
て現在に至っているが、この医師に出会う
たびに声を聞いたりして、顔を見ていたら前
を向いて歩いて生きて行こうと言う気持ちに
はおそらくなれないと思っている。主治医が
かわったのでなんとか夢と希望をもって生
きている。

170 1ヶ月前 病院の売店で 障害のある私が 売店の店員に

手術用の手袋を売ってください。と言ったが、病院の
職員に許可を得たのかと聞かれた。文句を言おうとし
たが辞めた。職員と患者が同じものを買うのになんで
こんなことを言われて差別されなければならないのか
と思った。

言うのを辞めた。我慢した。沈黙を守ってい
たら売ってくれたが、しぶしぶだった。

171 3年前 障害のある私が 姉に

私が連絡を取れないのを良い事に、母の自宅に入
り、強制的に、家の鍵、印鑑、通帳を取り上げ、自分
のものにしてしまった。私は、収入もなく困っているの
に、姉のみが得をしてずるい。この事をどこに相談し
て良いかわからず、困っている。

取られっぱなし、やられ放題の状態で、これ
で良いのかと思っている。

172 3年前 病院で 障害のある私が 看護師長と主治医
母が面会にきたが、看護士長によって面会を拒否さ
れた。

母は面会に来られなくなった。こちらから、
母に面会に行くようになった。
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173 4ケ月前から 美容院で 障害のある私が 美容師に
陰口を叩かれた。無視された。まだ、仕上がっていな
いのに終わったと言われた。仕上がりの時間をワザ
と遅くされた。

他の美容院に替えた。

174 3年前から 病院で 障害のある私が 看護師に
書き物の仕事上に必要な所有物を取り上げられそう
ななった。鏡やガラスで他の患者を傷つけられるのに
使うおそれがあるからだと言われた。

強く抗議をした。

175 25年前 会社の厨房で 障害のある私が 厨房の責任者に
精神病院に入院歴があり、通院中であることがばれ
て、そういうものに包丁を使わせられないと言われ、
辞めるように言われた。

職場を辞めた。

176 24年前 会社で 障害のある私が 会社の同僚に
休憩中に、薬や病院ののことを言われたり、笑われ
たりして、職場に居づらい雰囲気になった。

経済的に生活できる給料でないこともあっ
たことから職場を辞めた。

177 3年前 病院で 障害のある私が 医師に
外出の許可を申請したが、万引きするかもしれない
から駄目だと言われた。

外出をあきらめた。

178 3年前 病院で 障害のある私が 医師に
書き物をするので、電子辞書とラジオを使う事を認め
てくれと言ったが、音声が出る物もあると言われ、ラ
ジオともども使用を認められなかった。

わからないようにラジオを陰で使用した。悪
いとをしているような気持ちになった。

179 10数年前 院外作業の会社で 障害のある私が 会社の経営者に

病院から行く会社は、大学、高校、中学卒業者も、皆
同じで、つまり、どんな学歴があろうが無かろうが皆
同じでその人が特技を持ってなければお金を多くもら
えなかった。

若い人（精神障害者）は、その会社を辞め
た。

180 10数年前 院外作業の会社で 会社の仲間が 会社の経営者と経営者が

寒い冷蔵庫（室）の中と外の出入りで熱をだし、肺
炎、心臓麻痺を起こしても病院側は何の手当もしてく
れなかった。会社も何の保証もなかった。線香の1本
も上げてくれなかった。その後も何の対策も施してく
れなかった。

その仲間は死んだ。仕方がないので自分で
お金を出して防寒対策を講じた。

181

2006年頃、

2013年

県北部小学校

県央部小学校

小学校入学生をもつ保護者

同

小学校長

同

小学校の就学時に、子どもに「てんかんの既往歴が
ある」ことと、「学校生活等で適切な配慮を希望するこ
と」を学校側に告げたところ、校長からの意向として、
プール学習や校外学習時などには保護者が付き添う
ようにと、一方的に要求された。また、プール学習の
時間に、見分けが出来るようにと子どもに、他の子と
違う帽子を被せるように言われた。
小学校の就学時に、子どもに「てんかんの既往歴が
ある」ことと、「学校生活等で適切な配慮を希望するこ
と」を学校側に告げたところ、校長からの意向として、
プール学習や校外学習時などには保護者が付き添う
ようにと、一方的に要求された。両親とも有職者で、
そのために仕事を休むことは大変。医師からは、普
通の生活をしてよいと言われており、そのことを告げ
ても聞き入れてもらえなかった。

学校長の指示に従うしかなかった。てんか
ん協会で、県との懇談会で取り上げ、善処
を要望した。

同。てんかん協会で、再度、県との懇談会
で要望を出している。
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182
２０１３年夏こ

ろ
茨城県自動車免許セ

ンター
てんかんのある成人 免許センター職員

道交法改正があり、運転免許証の書き換えのため
に、免許センターにてんかんの持病を申告しようとし
て、医師の診断書をもって出向いたところ、窓口の担
当者が、周りの多くの人たちに聞こえるような大きな
声で「てんかんか？」と怪訝そうな口ぶりで、いかにも
厄介者という応対をした。また、免許申請・更新をす
る際に、適性検査を受けることがある。普通の免許関
係の扱いは土日も受け付けているが、このような適
性検査は、土・日には受け付けていない。仕事を休む
のは経済的に大きなマイナス。

てんかん協会で、県との懇談会で取り上
げ、①てんかんのある人を特別視すること
を止め、てんかんを正しく理解すること、②
適性検査を、土日にも受けられるようにす
ること、など善処を要望する予定。

183
2011年,2013

年
県内ハローワーク てんかんのある成人

ハローワーク職員、
県障害福祉関係資格審査

機関

「てんかん」を発病してクビになり、仕事を探したが、
病気のことを言うと、ほとんど仕事が見つからない。
ハローワークに行ったところ、「てんかんがあると、一
般企業ではムリだ」、「てんかんがあるなら‘障害者手
帳’をもっていれば、障害者枠で紹介できる」と言わ
れた。、障害者認定（「精神障害者福祉手帳」）の申
請をしたが、「障害者に該当しない」と、不許可になっ
た。そのため、どっちにしても仕事に就くことが難しく
なっている。

本県では、てんかんのある人の障害者手
帳申請に対して、不許可になる者が少なく
ない。他県等で、本県申請者より症状が軽
くても手帳が交付されるケースが多く、国か
らの判定基準に沿った公平な判断がなされ
ていないようである。てんかん協会で要望
を出しているが、改善するとの回答が得ら
れていない。また協会では、県の行政サイ
ドでも、てんかんのある人の就労促進につ
いいて、企業向けに指導を強めるよう、要
望している。

184 ２年前 交番で
発達障害のあるわが娘(当

時中学生)が
警察官

娘が昼間、駅の近くで不審者被害に遭い交番に駆け
込んだ。交番からの連絡で交番へ迎えに行くと、すぐ
奥の個室に通され、年配の警官に「娘さんの学校で
の成績はどうですか？」といきなり聞かれた。唐突な
質問に答えあぐねていると「娘さんはよく嘘をつきま
すか？」。心配して駆けつけたのに突然こんな質問を
され大変不安になった。
娘は気が動転してパニックになり道筋なく訴えていた
ようだが、若い男の警官に痴漢被害説明の対応をさ
せ、指し示せる地図等の提示もなしに場所や状況を
聞かれ、言葉では言いづらい事も聞かれ、あまりにも
理解して貰えないので、私が被害現場に直接行く案
を出し、娘に体調の様子を聞くと、胸を蹴られ後ろに
転んだとき頭を打って痛いと言うので頭を確かめると
傷があり、血がにじんでいた。それを見た警官は、急
に警察署から女性を含む刑事を呼んでくれ、その後
は落ち着いて被害の説明が出来た。

娘は、警官不審になり、交番に助けを求め
に行ってはいけないと感じている。
娘は、知的は伴わない発達障害です。療
育・精神手帳対象ではありません。見た目
では発達障害があることはわからず、その
せいで困っていることをまわりに理解しても
らうことはできません。
パニック状態だと特に、早口でまくしたて、
人の話は聞けず、不審な動きをしたり、倒
れてしまったり、また、誰にでも「ごめんなさ
い、ごめんなさい」を連呼します。そんな状
態を障害の為だという事を理解して貰えな
い事が多く、まかり間違ったら犯罪者扱いさ
れてしまいます。
うまく伝えられない障害をうまく聞こうと言う
姿勢がないまま、物事を処理されてしまう
のは、差別だと感じます。

185 平成21年 児童相談所 自閉症の息子(当時23才) 県職員他

療育手帳の申請を受け付けてくれなかった。発達障
害は治るものではないのに、精神障害者福祉手帳だ
と更新期間が短かったり、色々な面で有利ではない。

県障害福祉課長、知事などに手紙を出し
た。「茨城県では知的障害がないと療育手
帳は非該当になる、今後は厚生労働省、他
の都道府県等の状況を参考に県としても研
究してまいりたい」という返事をいただい
た。
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186 現在 小児精神科の病院で
発達障害のあるわが子(小
学校低学年)と親の私が

主治医に

子どもは投薬を受けているが効果が上がらず悩んで
いたところ、ある日突然私も発達障害のチェックリスト
をさせられ「あなたも発達障害だから、あなたが落ち
着いたら子どもも落ち着くかもしれないから」と投薬さ
れた。診察の時、そういう研究をしていると言われ
た。

処方された薬はしかたなく自分でお金を
払って買っているが、抵抗があり自分は飲
んでいない。知人に話したら、同意書は書
いたかと言われたが書いていないし、研究
のために服薬するという説明も受けていな
い。発達障害の専門医と保健センターで紹
介されて受診しているが、あまりにも信頼で
きないので、知人の薦めで転院を考えてい
る。

187 2004年頃 小学校
発達障害児の保護者である

私が
わが子の同級生

担任からも、私からも、児童への障害の説明に「病
気」という言葉は使った事がなかったのに、私の顔を
見ると必ず「○○君は頭の病気なんでしょ」と聞いてく
る子がいた。家庭でそのように親が教えていることが
伺われた。

当時は私自身に知識が足りず、言葉に詰
まったり「病気、ではないんだけど…」という
他に言葉がなかった。

188 2年前から現在 自宅への訪問　通報 発達障害のある子供と母親 隣の家族

大声で子供を叱るため虐待していると思われ、市役
所の家庭児童相談員、小学校、警察に電話で通報さ
れた。仕事場に突然、児童相談員の訪問をうけ迷惑
した。

小学校とも時間を作り話し合った。警察の
訪問時は、子供も泣き始めてしまった。毎
回、説明し、子供の体に外傷が無いのを見
せたりしている。心配しての親切心からの
行為かもしれないが、精神的に追い詰めら
れる。

189 3年前 幼稚園で
発達障害のあるわが子とそ

の親である私が
幼稚園の先生(主任)

医師の診察で発達障害があることはわかっていたも
ののまだ診断はない段階で、幼稚園が県から助成金
を貰う為、発達障害を証明する必要があった。その為
急に夏休みに児童相談所に行く様に言われた。
幼稚園からは何の目的で行くのか明かされていない
状態で、児童相談所に行くと、突然子供が知能検査
をされた。15分程で結果が出て、知的障害があり、療
育手帳取得できますがどうしますか…と言われた。
発達障害があるというだけで、きちんとした説明もなく
知能検査をされたり、助成金の制度自体は良いと思
うが結局助成金は降りても加配もつかず、傷付いた
代償が幼稚園経営の為の資金になったと思うとやる
せない。障害児とその親に人権はないのか…児童相
談所に行かされた時点で差別を感じる。

親の私はこの一件で主任の先生、ひいて
は幼稚園への不信感を募らせるはめに…。
当時は子供の障害が受け入れられず、随
分子供にも辛くあたってしまった。今は反省
して前向きに子供の障害と向き合える様に
なり、子供を理解してもらえる様周囲に働き
かけている。

190 4年前 大学の入学相談会で 発達障害のあるわが子が 学校の担当者に

臨床心理センター設置の大学院があり、心理学専攻
ができる大学だったが、高校と同じ支援(座席位置の
固定)をしてほしいと発達障害を開示したら、入学を断
られた。
ＴＶの報道にあるような、一人だけ離れる、集団が苦
手、パニックになる、学校生活に馴染めない等の特
性で、周りの学生の学生生活に支障が出るから、と
いう理由を告げられた。

このことをどこに持っていけばいいのかわ
からず、何もしていない。あからさまに障害
者排除だと感じる。その大学に行くというイ
メージを持っていた大学に入れなくなった本
人は、直後は荒れて荒れて手が付けられな
かった。
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191 日常的に バスで 発達障害のあるわが子が 運転士に

精神障害者手帳を提示すると運賃が半額になるが、
手帳提示すると、手帳の対応は面倒なのか、「障害
者なら乗るな」とボソッと言われた。
また、ある運転手は手帳を見せたとたんに、「赤ちゃ
ん言葉」になった。

なすすべがない。本人は、傷ついたりイヤ
な思いをしたからこそ帰宅して親に話すの
だろうが、このような日々の小さな差別体験
は、思いを聴いてやるしかできないし、傷つ
いた心は取り戻せないし、傷は日々積み重
なるばかりだと腹立たしく感じる。

192 6年前
私立幼稚園の入園に

際して
自閉症スペクトラムのわが

子と母親の私が
当時住んでいた市の私立
幼稚園の経営者

入園前に障害が判明していたので、支援を受けられ
るよう診断を受けたり検査を受けたりして、入園を希
望する幼稚園に提示したところ、入園を断られた。
いくつかの幼稚園に問い合わせをしたが、電話口で
「そういうお子さんが入ってくると先生たちが大変なん
ですよ」と迷惑そうに言われた事もあった。

相談先がわからず、当事療育を受けていた
センターの臨床心理士に話すと「幼稚園が
ダメだったら保育園に入れるようにする」と
言って下さったが、専業主婦では保育園に
入れないし、かといって自治体には公立の
幼稚園はなく、途方に暮れた。結局は隣の
自治体の私立幼稚園に相談のうえ、入園さ
せた。

193 6年前
私立幼稚園の未就園

児教室で

困ったのは私(母)、差別を受
けたのは、自閉症スペクトラ

ムの娘(当時2歳)
幼稚園職員に

4月から親同伴の未就園児教室に、月1度で通わせ
ていた。その幼稚園に、入園について電話で相談す
ると、対応した職員が「今園長はいないので、後で園
長から連絡します」と言われたが、何の返答もなかっ
た。未就園児教室には高い料金をすでに支払ってい
たが、いやになり通うのをやめた。しかし、そのことに
関しても連絡は一切なかった。

隣の市の私立幼稚園が受け入れてくれ、入
園した。
幼稚園には幼稚園の事情もあるかとは思
う。事前に話すことで、娘の入園を断られた
り消極的になられてしまう覚悟はあったが、
それにしてもこの対応は失礼ではないだろ
うか。他の父兄に接するのと同様に、当た
り前の誠実な応対も私たちは求めることが
できないのかと、とてもショックを受ける出
来事だった。

194 2014年1月 下校後帰宅した時
発達障害のあるわが子(小

学生)
同級生の母親

以前から下校時にいじめられて嫌な思いをしていた
が上手く言えずにいた息子が、下校時、同級生男子
の帽子を取って投げた。帰宅後、その子の母親から
電話があり「どうして帽子を投げたのか、子供を電話
に出させて、本人に説明させてください」と言われた。

息子は長々と説明を求められ混乱して黙っ
てしまった。上手く伝えられない子供に電話
で説明を求めるのは不当だと思った。

195 小1の時 登校班の登下校中 発達障害のある息子が 同級生や高学年の子供達

入学直後はまだ登校班で並んで登下校するというこ
とが理解できず、班から飛び出してしまったり、興味
のあるものを見つけるとそれに集中してしまい、班の
子が怒っているのもわからず置いて行かれたりして
いた。ある日、怒り心頭の高学年の数人が、息子の
カバンを後ろから持ち振り回し、コンクリートの道に押
し付け、何人も上に乗って動けなくし、しゃべれなくし
た、ということがあった。

学校に訴えてもまともに聴いてもらえず、そ
れでも毎日毎日、発達障害の子のわかりに
くいことを訴えに学校に通い、こんなフォ
ローがあるとうまくいくと思います、と説明文
を手渡し、全校生徒の前で息子が発達障
害があることを話し、発達障害の絵本など
を持参し読んでもらえるように話している
が、学校も子どもたちも何も変わる様子は
ない。
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196 入学以来 学校、登下校中など 発達障害のある息子が 同級生や高学年の子供達

毎日、学校で「お前みたいなきちがいは普通学校に
は来るんじゃねー」「いつかは転校するんでしょう」「気
持ち悪い」「障害があるからってルールは守らなくて
いいのかよ。ばかやろう。そういうのって障害じゃなく
てのーみそがやられてんじゃねーの？」「親がばかな
んだね」という言葉を言われていた。

特別支援学級の先生、担任、校長に訴えた
が、「学校では皆仲良くやっています。お母
さん、子供達のやることですから。大目に見
てあげてください。子供達には子供達の世
界がありますから」との返事だった。
その先生方は、転任や定年退職されたが、
今でも先生方は、いじめを隠そうとする。
「学校では大丈夫です。息子さんはきちんと
やっています」の一点張りで、何も変わらな
い。

197 現在 小学校 学習障害のあるわが子 学校の先生

漢字ドリル、計算ドリルも三回はやりなさい。手も足も
頭もついてるんだからできるはずです。理解するのに
時間がかかるのですから、早めはやめに進めていき
ましょう。…と言われている。

先生方は、普通を求めているんですよね。
親も子も疲れています。

198 小学3年生 小学校
発達障害児の保護者である

私が
小学校教師

心配事や疑問に思うことを数人の先生にお聞きして
も、「担当が違う」と言われてるだけで、誰も答えてい
ただけなかった。

理解してもらえず 諦めてしまいました。

199 1年半ほど前 町の保健所
発達障害のある息子と、親

の私
臨床心理士

就学前の発達に心配のある子供に向けた教育を強
化してほしいという話を他の保護者とお願いした時の
話です。町としては遅れのある子供の教育を強化す
るつもりはなかった様で、それをよく思わなかった当
時の臨床心理士が、「お宅のお子さんは、就学前指
導で絶対『適養護』判定が出ます、だから頑張っても
無駄」という内容の事を、他の保護者のいる前で言い
放たれました。
確かにうちの息子はその集団では発達の遅れは目
だっていましたが、他の保護者の前でそれを言うのは
人権侵害であると感じました。

私が悲しい思いをした。
ちなみに、後日、就学指導委員会から出た
結論は、「養護学校でも普通学校でもどち
らでも行けるであろう」ということでした。

200
中学生ぐらい
まで

学校で 発達障害のある息子が 学校、地域の保護者など

パッと見は普通、ある程度の事は出来る、しかし、感
情と行動のコントロールが苦手な息子は、
・障害という言葉を借りて、やっている事を正当化して
いるだけではないのか
・小さい学校だからいられるけど、大きい学校ではい
られなかったよ
・こんな子は養護学校じゃないの
・プロテクターを着けたガードマンがいないと、他の子
が危ないんじゃないの
・「〇〇君の事で話し合いがありますからクラスの懇
談会には皆さん参加して下さい」と、クラスの保護者
に連絡網が回っていたり…  まだまだあります。

これが差別かどうかはわかりませんが、私
が他の保護者から何気なく言われた嫌な思
いをした事です。
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201 中学入学時 中学校からのプリント
わが子を含む支援学級在籍

の生徒
支援の先生

入学後最初の支援学級からのプリントは、上半分が
生徒向け、下半分に保護者向けの、支援の先生から
のメッセージが書かれていたが、生徒向けの内容は9
割以上が「ひらがな」だった。同じ面にある保護者へ
の文章は一般的なものだった。
学力にはとくに問題がなく、パニック等の非常時のた
めに念のため支援在籍したわが子は「支援学級の生
徒をバカにしている」と非常に怒っていた。

わが子は不登校だった小学校の間、集団
に晒されない意味で支援学級を使っている
事に納得し、マイナーな気持ちはなかった
が、この一件で支援学級を毛嫌いするよう
になり、結局一度も行かなかった。
プリントを回す生徒は最大でも8名なのだか
ら、個別に作るなどの配慮が欲しかった。
わが子の心にも障害差別の種をまかれた
ように感じ悲しかった。

202 2002年ごろ
知的障害児通所施設

で
発達障害児の保護者である

私が
施設の保護者

「お宅とウチと、療育手帳は同じ投球なのに、お宅は
どこが障害なの?」と、いつも言われていた。「何でもで
きていいわね～」とも言われていたが、言葉に刺を感
じていたし、居場所のない気持ちだった。

一般の保育園を追い出されて転園した施
設だったので、「ここにも居場所がないの
か」と悲しかったが、相手も日々つらい思い
や理不尽な気持ちを抱えているんだと思う
と、言い返せなかった。

203
2004～2006年
頃

小学校
発達障害児の保護者である

私が
通常学級の担任

「お子さんが何かしても大目に見てもらうためには、
他の保護者と仲良くなるのが一番だから、学級や学
年の懇親会には全部出席して下さい」と言われた。

働いていたが、できる限り時間を作って言
われる通りにしたが、「障害があり人に迷惑
をかけるのだから下手に出て許してもらい
なさい」的なことを学校の先生から指示され
るのは悔しかった。平等の意識はまったく
なく、「障害者は健常者に従え」と言われて
いるように感じていた。

204
2004～2006年
頃

小学校
発達障害児の保護者である

私が
通常学級の担任

学校でトラブルがあると、自分が見てないところで起
こった事もわが子のせいにされた。ケガをした相手の
家に謝りに行くことや、治療費を負担することを担任
に指示された。わが子がケガを負わされたときに、加
害児童から治療費を負担してもらった事はない。

言われるままにするほかなかったが、言葉
での状況説明が苦手なわが子は「告げ口し
ない」と知っていじめている側の言い分だけ
聞いて、わが子を悪者にすれば事は収まる
という担任の姿勢に腹が立った。

205 小3 小学校 発達障害のあるわが子 支援学級の担任

登校をしぶるわが子を久しぶりに学校に連れて行く
と、昇降口でひっくり返って校舎に入る事を嫌がった。
そこへやってきた支援の先生に「学校でいじめられて
行きたくないと言っています」と言うと、「うちの学校み
んな優しい子で、いじめなんてあるはずがない。○○
君は嘘を言って、ただ学校に行きたくないだけなん
じゃないですか、大人でもあるでしょ、今日は何となく
会社に行きたくない、っていうことが」と嗤われた。

こんな人が支援の担任であることが信じら
れなかった。その後ほどなく、わが子は完
全に不登校となり、中学までまったく学校に
行かずに卒業した。

206 2004年頃 小学校 発達障害のあるわが子 通常学級の担任

支援学級のない小学校に入学。入学前から校長に話
し、入学後は担任に詳しく話したが、「特別扱いしない
ことが私の支援」と言われ、授業もテストも宿題もす
べて同じ扱いだった。離席や教室を出たりするわが
子に対し、「またか」といった扱いで、毎日のように担
任から苦情の電話が家にかかってきたが、頑として
「特別扱いしない」を主張された。

言われるままに謝り、ひたすら担任と連絡
をとる事しかできなかった。
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207 6年前 小学校 グレーゾーンのわが子 通常学級の担任

発達検査の結果を担任に見せて配慮をお願いした
ら、「私からは、利発で活発な、普通のお子さんにし
か見えませんが。全然問題ないと思いますけど」と言
うだけで、何もしようともしてくれなかった。

学力が高いというだけで、行事のクラス代
表にされたり、特に抜きん出て足が速いわ
けでもないのに紅白リレーの選手にされた
り、いつも目立つ役をやらされたが、本人は
嫌がっていた。級友からは幼稚ないたずら
やいじめを受け、小1の2学期には鉄仮面の
ように表情がなくなり、不登校になった。

208 3年前 小学校
発達障害のある子を持つ私

が
支援学級の先生

わが子と同じ支援学級のお子さんが、支援の先生に
いつもきつく叱られているので、「先生、そんなに叱ら
ずに、彼の話をじっくり聞いてやってもらえませんか」
とお願いすると「心配して下さるのがありがたいが、ご
家庭の教育方針もあり、親御さんと話し合って指導方
針を決めたことなので、口を出さないで欲しい」と言わ
れた。

209
2、3年前～現

在
学校で

発達障害のあるわが子と親
の私

学校

遠足や郊外学習などのイベントのさいに、必ず保護
者の同伴を打診されます。多動のある息子を伴って
の集団での外出がたいへんで、先生方にご迷惑をお
かけしているのは重々承知しているのですが、こう毎
度毎度では、母である私もパートを休んだりと正直負
担も大きいです。息子の障害を受け入れ、入学時より
病院の診断書や心理検査の結果を提出しており、よ
くお願いして支援員さんもいらっしゃるはずなのに、な
ぜか普段の授業ではいらっしゃる支援員さんは遠足
のとき同伴せず、親が同伴することを求められます。

今のところは可能なかぎり同伴するようにし
ています。うちは、保護者懇談会や授業参
観、奉仕作業でさえも、今まで欠席したこと
はありません。学校での息子のことに無関
心なわけではけしてないのです。学校が障
害のある子どもを受け入れ、特別支援クラ
スがあって仕組みが整っているはずなの
に、毎回親の手を借りだそうとするのは、こ
ちらが手のかかる息子をお願いしていると
いう弱みを突いた障害者差別といって過言
ではないのではと思います。
先生に協力を仰がれればできるだけ応えた
いと思いますが、他の父兄の方々と同様に
していただくか、１年に１～２度程度でお願
いしたいものです。

210 3年前 小学校 特別支援学級の同級生 通常学級の担任

わが子が支援学級で過ごしているところへ、通常学
級の先生が「(支援の)先生! もう限界! この人なんとか
して!」と、児童の手を引いて支援学級に怒鳴り込んで
きた。
通常学級の担任に支援学級へ放り込まれたその子
は、床に寝そべり、支援担任の呼びかけにも返事せ
ずゴロゴロしていた。支援担任は「こんどは何したの!?
ちゃんとしないと○○先生やクラスのみんなが困るで
しょ!」と叱っていた。

通常学級の担任の行動は、まるで人間扱
いではなかった。わが子(と私も)が教室に
いるのに憚りなく目の前でそんな言動をさ
れたのも遺憾に感じた。支援の先生も、同
じように叱るだけでは何の解決にもならな
いと思った。
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211 3年前 小学校 特別支援学級の同級生 学校の先生みんなが

何かトラブルがあると、調査をする前にすでに「また
あの子が」と言っていた。その子はしょっちゅう、通常
学級や支援学級の担任に手を引かれ、時には引き
ずられるように現場へ「連行」されていた。
その子が否定しても「また嘘をついて！学校であんな
事をするのはあなたの他に誰がいますか！」と怒鳴り
つけていた。

その子はいつも「はいはい何でも私のせい
ですよ～」とおどけたように笑いながら「連
行」されていたが、私はある日偶然、「連
行」されているその子が先生から顔をそむ
けて「どうせ俺の言ってることなんて誰も信
じないんだ」とボソッとつぶやいたのを聞い
た。
わが子も昔「またあの子が」と言われていた
経験があるので、とてもやりきれない気持
ちだった。


