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りんりん号に介助のボランティアがいてくれて、 

リフト付きバスがあって移動ができる 

新しく造る施設は計画的にバリアフリー化して、安心して

暮らせる（利用できる） 

災害時に対応して設備も整備され、安心できる助け合い

の輪ができている 

○歩けなくなってきて、車の運転も大変になってきました。

平日付き添ってくれる方が欲しいです。 

○りんりん号に車いすも乗れるようになったらいいな。 

○村の事業での視察旅行などに車いすで乗れるバスがあったら

楽しい旅行になるのに。 

○りんりん号の利用範囲をゆるやかにして欲しいな。

（介助者がいる場合など） 

○リフト付きバスに買い替えてもらえるといいな。 

○介助のボランティアがいたらいいな。 

○屋外の遊び場（釣り堀・花火大会）がバリアフリーだといいな。

○障がい者でも入りやすい温泉を教えて欲しい。（手すりがある・

シャワー椅子がある・段差が少ない） 

○歩道が凸凹。アスファルトの平らな舗装だったらいいな。 

○飲食店には必ず洋式トイレがあるという状況になれば良い。 

○すずむし荘のお風呂に入りたいな。個室でもあればいいな。 

○今話題になっている「スポーツ吹き矢」を近くでやりたい。 

○これから作る建物はバリアフリーになればいいな。 

○車道と同じように歩道も定期的に舗装してもらえるといいな。

○村住も１階は車いすの方や高齢者が使えるようになれば良い。

○スポーツ好きな人が集まれる場があると良い 

○（障がい者スポーツ等）体験会などで知ってもらえれば良い。

○地震時等の避難先が障がいに応じた施設になっているといいな 

○災害時の助け合いの体制を具体的に作ってほしい。 

○災害時などの有線放送やＪアラートが目に見える情報にして安

心できるようにしてほしい。（パトライト等） 

○福祉避難所までの移動手段が必要。 

○Ｊアラートが目で見て分かるようにパトライトが光ると良い。

○携帯に知らせがくると良い。携帯のバイブレーション機能を

利用する。 

○困っている時に立ち止まって聞いてくれると良い。 

○障がい特性に配慮した（合わせた）避難所がある。 

（車いす用トイレ・精神障がいや発達障がいへの対応など） 

○松川村社会福祉協議会が障がい者や村民によりよく改善されたら

いいな。（あいさつ・温かい受け入れ） 

○「御用の方はお声掛けを」ではなく、職員から声をかけて欲しい。 

○（職員の資質向上のため）内部でも研修をし、アイディアを出し

合ってはどうか。 

○忙しいとは思うが、リーダーシップを発揮して頑張ってほしい。

（社協会長・事務局長） 

○社協が明るくなって欲しい。 

○利用者側に向かって机を並べていると威圧感がある。 

（他市町村社協） 

職員から声掛けをして、明るく村民が行きやすい公共施設

がある 

○（障がいのある）子が趣味の会に参加したところ言葉の暴力にあい

退会した。会のリーダーに障がいの理解に対する指導をして欲し

い。 

○近所でも気楽に交流でき、小さいことでも良いので何でも話せる

近所にして欲しい。（隣組の人が（聴覚障がいのある）私に紙に書

いてみせてくれた。このような人が地域に増えると良い） 

○会の責任者に役場などが指導をしてみてはどうか。 

○会に「差別解消法」のパンフレットを配ってはどうか。 

○公民館を通じて周知をはかる。 

○障がいの理解に関するパンフレットを役場などで配布してみては

どうか。 

○（免許の更新に行った際に）警察では障がいの事を「身体の欠陥」

という表現であったため変えて欲しい。 

どんな住民グループでも障がいを差別することなく

仲間として受け入れる体制がある 

○補装具・日常生活用具で普通の方よりも負担を払って

いるので無料化してほしい。（補聴器等の自己負担を無

くしてほしい） 

○自己負担がなくなると良い。 

○審査が緩やかになると良い。 

本当に困っている人が困っていることを解消できる

負担の仕組みがある 

○年金がもっと上がってほしい 

○両親ともに高齢になっており、今は心配ないが、子が

一人で生活する頃が心配。親も考えているが。 

○高齢になり免許を返還した後の足として、タクシー無料券を作

ってほしい。 

○松本市・安曇野市のような期限付きタクシー券を出してほしい。

○タクシーの補助券がでると良い 
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○村に障がい者がいつも集える場所があればい

いと思う。障がい者同士のつながりが広がる。 

○昼間の居場所がもっと増えたら。送迎ができる

人がいると良い。 

○本人が主体となれるような人とのつながりが

できる支援が欲しいです。 

○障がいの理解 

○喜び・悲しみなどの気持ちが分かち合える友達

ができたら。 

○娘に支え合える友人が出来ると良い。 

○クリスマス会等のイベントに障がい者や家族

が参加できたら。（本人の気持ちしだい） 

○老若男女、障がいがある方誰でも集える場所

があると良い。 

障がいのある人、家族にも居場所となり、いつでもいろんな人がいる場所がある 

○家族のレスパイトハウスの様な一時宿泊等が

欲しいです。 

○家族の緊急時の本人の宿泊場所 

○緊急時に本人も家族も使える２４時間対応がで

きる場所があると良い。病院・警察・消防・コ

ンビニ・スーパー等２４時間開いているところ

が使えないか？ 

○見守る人が必要。 ○水泳教室参加の時、付き添って行ってくれる人が欲

しい。（着替えを手伝ってくれる人がいたら） 

○娘にスイミングを習わせたい。 

○映画・食事等余暇活動の付き添い。 

○美容室に連れて行ってくれるとうれしい。 

○親と離れての行動が難しいので、買い物・ランチ・

散歩等一緒に行ってくれる支援が欲しいです。 

○週末、夜も移動・外出支援サービスがあればとても

うれしい。（コンサートや講演会） 

○買い物に一緒に出掛けられる人がいるといいと思

う。（入院中でも外出できると良い。） 

○気軽に娘と留守番をしてくれる人がボランティアさ

んでいたらうれしい。 

○村内を自由に移動できる手段。既存のバスやタクシ

ーではなく、ゴールド免許等の条件を付けて村に登

録した人が個人で移動支援できる方法があると良

い。 

○親が高齢で運転免許を返納しなければならなくな

った時にタクシー券があれば心強い。 

○選べる無料チケット。（無料入浴券が出ているが使

えないことが多い。村で予算化するのなら、入浴券

が欲しい人には現行通り、タクシー券が欲しい人に

は入浴券分の金額のタクシー券を出すなど、必要に

応じて選べると良い。） 

○付き添いボランティアやヘルパーが必要。 

○手続きが簡単な方法で。使い方が分かりにくい。 

○SNS を通じて等、居場所が分かってすぐに駆けつ

けられるシステム（現在都内で使えるアプリを使っ

てタクシーを呼べるシステムの様なもの） 

○移動がしやすいネットワーク作り、ボランティアバ

ンク 

本人が気軽に自動車で連れて行ってもらえて自由な外出ができる 

○病院以外の暮らせる場所が欲しいです。（グループホーム・生活訓練施設） 

○障がい者が高齢化した時の、住まいの場の費用が必要。 

○職業体験の場があれば良い。 

○娘が働けるようになれば良い。 

○村主体の作業所が欲しい。 

○働く場所の選択肢が増えると良い。 

○企業の協力があれば良い。 

○地域の特性を生かした、仕事の掘り起し 

障がいがあっても活躍できる一般企業がたくさんある。 

○高森信子さんのＳＳＴ「親が変われば子も変わる」等回復に役立

つ講演会をお願いしたい。 

○家族の支えになる茶話会・勉強会などを定期的にやれると良いと

思います。 

○学習会をして欲しい。 

○社会参加のルールを学ぶ場があれば・・・ 

○娘ともっと散歩に行きたい。（街灯・歩道の充実） 

○村の障害福祉の担当職員があまり変わって欲しくない。

○病院で洗濯機を使いたいが、物を盗まれないようになら

ないかな。 

私たちを知って 地域と繋がって 安心な村 

【フリートークより】 

家族の留守中に本人が外をうろうろと歩いてしまったが、

近所の若い家族が保護してくれ大変ありがたかった。しか

し、近所の方が自分達一家を知らなかったために、結果役

場より連絡をもらった。障がいがある家族がいることを近

所に知ってもらい、繋がる必要を感じた。 
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○障がいを持った人の医療費の軽減（軽度の人で

も） 

○日中一時支援や移動支援のサービスに時間や

回数の制限があるので、制限が無い方がいいな

と思います。⇒母の就労を支えて欲しい 

○今はやってもらっているが、移動支援を使った

買い物等（やってもらえるか）、自分亡き後が心

配。 

○ショートステイできる場所があると良い。 

○こんな時（ワークショップ当日）の託児。 

○（施設からの）帰省中にサービスに出すのを普

段村にいないので遠慮してしまう。 

○タクシー無料券があったらいい。 

○サービスの制限が無い方が良い。 

○母の就労についても配慮をして欲しい。 

○緊急時に安心して利用できる場所があると良

い。 

○母の危機的状況を支えてくれる社会資源があ

ったら良い。（ショートステイ・移動支援） 

柔軟に利用できる制度・社会資源が充実している。村にスペシャルニーズ係がある。

○村で働ける場所（すずの音・役場の掃除）が

あれば良い。 

○仕事の斡旋 

○職業体験 

○障がい者雇用。村でも知的障がい者の採用を。

○村の担当職員を毎年変えないで欲しい。 

○安定しない村の職員さん。 

○日本の人口に対して精神科の数は世界一だそうで

す。松川村での障がい者の支援者を増やした方が良

いのでは。 

○周りの障がい者・児に対する理解。 

○今の（精神科）病院では理想とするフィンランド

のオープンダイアローグ（薬物無しの対話治療）

は無理かと思います。閉じこもりがちの娘に必

要なのは対話で、対話がいつでもＯＫな対応が

欲しい。 

○発達障がいの親の会の発足。 

○SST・OT（が受けられる機会） 

○教師・保育士への発達障がいに関する授業。 

○長く継続して相談できる人がいると良い。 

○専門職の異動が無い方が良い。（職員の入れ替わり

が激しいので変わるたびに説明をしなければならず

大変。） 

○村の担当者が 10 年（15 年）変わらない。 

○気軽に世間話ができる人や機会があると良い。 

○困った時に助けてくれるネットワークがあると

良い。 

○保護者同士が意見交換できるネットワークが欲

しい。 

○（障がいの）理解の普及啓発がされると良い。 

○スタッフが増えると良い。 

理解してくれる人・支えてくれる人材がいる。 

○福祉避難所を設定してほしい。 

○Ｊアラートや地震の時の聴覚障がい者への連絡方法 

村に福祉避難所がある。災害の備えがある。 

○村長になる。 

○何もしてくれない

なら私がやる。 

【フリートークより～障がいがあっても暮らしやすい村のイメージ～】 

 

○偏見のない村。みんなが分かってくれる体制・環境 

○障がい者（人）にやさしい村 

○障がいにもあたたかい長寿の村⇒長寿だけでなく、障がいについても有名な村に 

○障がい者・児が楽しく明るく笑顔いっぱいの村⇒（障がいを）オープンにいける村 

○福祉が充実して住みやすい村 

○福祉予算が多い村⇒願いの実現にはお金が必要。制度を活用するためにも制度を知る 

○高校生になった後の支援をもっとして欲しい 

○一人でも生活できる環境づくり 

○一人暮らしができるような環境が作れるよう

勉強をしたい。 

○インフォーマルサービスの充実 

○騒いだりしても大丈夫な避難所をあらかじめ設置

してほしい。 

みんなで学び合える村 

○情報提供 

○親側からも必要なことを発信

していく。 

○制度・社会資源の課題抽出 

意見を出し合い協働できる。 
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○障がい者も参加できるコンサート・劇の

開催。 

○感覚過敏もあるので賑やかな公園等に

行けずかわいそうに思うことがある。 

○選択の幅が狭く（ならないような）

就学支援の充実 

○参加しやすい様に、リーフレットに一言

あるといいな。 

○リソーススペースが確保されているとい

いな。 

○参加者も（障がい児の参加を）知ってく

れると良い。（開始のアナウンスで知らせ

る等） 

参加しやすい居場所のある村 

○当事者会が欲しい。 

○（村地域活動支援センター）あすなろ憩いの家

はいいぞ～児童の方（利用できるように）も欲

しい。 

○つながりが欲しい 

○スポーツ（サッカー・野球） 

○スポーツ教室があると良い。 

○太鼓を習わせたい。 

○音楽教室があると良い。 

○障がい児が学べる絵画・工作教室があ

ると良い。 

○松香荘のプールを利用したい。 

○スポーツトレーニングのでき

る室内運動施設があると良

い。 

○中学校で個々のニーズに合った学び

の場ができると良い。 

○習い事の場に障がいに理解のある指導

者がいると良い。 

○（障がいに）配慮のある環境があると

良い。 

○今ある社会資源の活用の幅が広がると

良い。 

○遊具等のある誰でも使える

運動施設があったら。 
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○利用者さん同士の交流の場が増えるといいな。 

○障がいを持つ人で交流したい。（友達が欲しい） 

○みんなであつまるおふろ。 

○学生さんとの交流があるといいな。 

○農業や手仕事のベテランの方が（作業所に）教えに来てくれ

たら嬉しいな。 

○作業所が終わったらみんなで集まれるサロンがあったらい

いな。 

○山梨県の障がい福祉の様に様々な情報が欲しい。（結婚相談

等） 

○各分野で活躍されている専門家を村に呼んで話をしていた

だく。（たとえば高森信子先生） 

○SST をもちいた交流。 

○障がいの理解を深める講演会があると、交流する場になるの

ではないか 

○サンアップルが遠いので、似たようなところが近くにあると

良い。 

○障がいに特化したイベントがもっとあるといいな。（アート

等） 

○松川村主催で交流するサロンがあると良いな。 

○障がいを問わず 1 か月に 1 回くらい会う（集まる）会があ

ると良い。 

定期的な交流の場を松川村やスクラムネットで開催してくれる。 

○初歩的な生活訓練と人との交流が出来る場（施設）

が村にあると良い。 

○障がい者が働く場が欲しい。 

○（作業所の）販売会が増えるといいな。 

○語学を活かした海外旅行 

○遠距離でのコンサート 

○週末の外出や夜の活動の付き添い 

○映画館 

○みんなでとまりにいけるおんせん 

○みんなでおでかけにいきたい 

○おきなわに４はく 5 にちでいきたい 

○ひこうき（ANA）にのりホテルにと

まりたい。 

○個別支援がしっかりしている生活訓練。 

○日常生活の訓練がしっかりできる場。 

○作業所になれやすくする（生活訓練ができる）場を

就労継続支援Ｂ型が担う。 

○昼も夜も付き添ってくれる人がいる。 

○外出に付き添ってくれるボランティ

アさんがいると良い。（障がい者の事

を理解している） 

○バリアフリーの交通機関・ホテル・施

設情報が欲しい。 

行政と事業所が連携して日常生活訓練の場がある。

○食事支援 

○同居してくれる人が欲しい 

○20 年後の生活対応を見える化されないか？ 

情報が届き、顔の見える村 

外出に付き添ってくれる人がいて公共交通機関が充実している。 

○自分で移動できる手段が欲しい。 

行動しやすい公共交通機関が欲し

い。（松川村限定ではなく） 

○広いＣＤショップがあると良い。 

○JR の本数を増やして欲しい。 

○自動運転の車があるといいな。 

○りんりん号を使いやすくして欲しい。


