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みなさんの身近なところに

「障害」のある方はいますか？

ご近所や親戚、あるいは家族にいると言う方も

いらっしゃるかもしれませんね。

このパンフレットは、みなさんの近くで暮らしている

知的障害のある人のことを

わかっていただきたいと思い編集したものです。

みんなで水族館へ行きました
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「障害」ってなに？

みなさんは「障害」と聞いてなにを思い浮かべますか？

「目が見えないこと」「耳が聞こえないこと」「歩けない

こと」これも障害のひとつです。

でも、もうひとつの意味をわかってください。

それは、「その人が感じる暮らしにくさのこと」

実はこれが「障害」の本質なのです。

たとえば、車いすの方が砂利道の多い街に住んでいたと

したらどうでしょう。外に出ることもできず、とても暮ら

しにくさを感じます。

でも、スロープやエレベーターがある家や街ではどうで

しょう。行きたいときに行きたい所にいけたら、その人は

不自由さを感じません。

そうなのです。

「障害」というものは、街や社会の

あり方によって変わってくる相対的

なものなのです。

障害を重くするのも、軽くするのも

私たち社会のありようなのです。
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障害を受け入れていくこと

「あなたのお子さんには、障害があります」･･･ 障害を告知

された時には、親はショックを受け、混乱し、障害を否定した

くなるでしょう。

でも、それを現実として受け止めていかなくてはならない。

理屈としてはわかるけれども、感情が納得するまで ある程度

時間が必要になります。

そんな時に出会う人たち～ 理解や支援してくれる人、親の

会、福祉や行政機関～ 結構 素晴らしい出会いがあるかもし

れません。少しずつ外に出てみませんか？ どの子どもも、本

当に純粋な心やすてきな笑顔を持っています。

障害を乗り越えるとか、克服しなければならないというより

も、この心や笑顔を大切に、子どもとともに、楽しみながら暮

らしていければいいなあと思います。

知的障害とはなんでしょう。どんな人をいうのでしょう。

ひとつは、知的な作業をすることが苦手です。たとえば、言葉

を使ったり、記憶をしたり。具体的なことや複雑で曖昧なことを

理解することが難しく、人より時間がかかったりします。

もうひとつは、社会の仕組みや流れに上手に対応できない人も

います。仕事の手順をすぐに覚えたり、人とのやりとりに機敏に

対応するのが難しいことがあります。

知的障害のある人の中には、他の障害（自閉症・ダウン症等）

を合わせもった人もいます。

※知的障害は、一般的に人口の約２％の人にあるといわれてい

ます。津山市の総人口はおよそ１０万人。そのうち療育手帳を

持っている人は約９００人（平成２８年度末）です※
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こんなことが大好きな人もいます

知的障害のある人たちや子どもたちも、考えていることや好きなことは変わ

りません。みなさんと同じです。

ただ、少し夢中になりすぎて、まわりのことが見えなくなってしまうことが

あります。

ジィーっと人の顔を見つめていたり、キラキラ光るものが好きだったり、不

思議に見えるかもしれませんが、それぞれに意味のある行動なのです。

それらは彼らの「こだわり」なのです。

自転車で
走るの大好き
気持ちいいんだよ！

お水 大好き
ずっとさわって
いたいな～

お魚大好き
名前 全部
わかるよ！

バス大好き
いつまでも見て
いたいな～

お絵かき大好き
ずっとかけるよ



4
4

知的障害と自閉症・発達障害

知的障害のある子どもたちや大人たちの中には、自閉症の症状を合わせ

持った人たちがいます。（※知的障害のない自閉症の人もいます）知的障

害も自閉症・発達障害も、どちらも発達の早い時期からの障害です。

自閉症とは

①社会的ルールやマナーを理解することが苦手です。

②人とのコミュニケーションをとることが苦手です。

③目に見えないものを理解することが難しい反面、限られた対

象に関心を持ちやすく、自分なりの習慣や反復行動にとらわ

れやすいなどの特性があります。

たとえば、みなさんもそれぞれ「国語は苦手だけど、体育は得意」「人

前で話すのは苦手だけど、事務仕事は速い」など、得手不得手があると思

います。知的障害や自閉症・発達障害の人たちもひとりひとり違っていた

り、障害ゆえに私たちより苦手なことが多かったりします。

このために、彼らの言葉や行動の意味が、人に伝わりにくく、誤解され

ることも少なくありません。彼らのひとりひとりの行動には、それぞれの

意味があります。その意味を理解することが大切です。

さくらアートクラブの

みなさんの作品
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人ごみが苦手で

落ち着かないので

騒いだり怖がったりします

コミュニケーションが

うまくとれず、

友達づきあいが

苦手な人もいます

かたづけが

苦手な人もいます

相手の気持ちを理解

できず、けんかになったり

わがままだと思われます

どうして叱られている

のか…わからない

どう返事をしたらいい

のか…わからない

など

理解されないことや

誤解をされることが

たくさんあります
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子どものころ

知って、なかまに なってください

障害を持つ子の親も 定型発達の子供の親も共に わが子を思い、

健やかで明るい成長を願う気持ちは同じだと思います。

幼少期・学童期に地域で育つことは 障害の有る子にもとても

成長の栄養となるような気がします。そして、共に育つ地域

のこどもたち・地域の方々にも知ってもらって 障害があっても

できる事を共に楽しみ、助け合ってゆけるようになると 本人

たちの将来も明るくなるのでは と願うばかりです。

未就園のころ

定期健診を受けながら、必要であれば児童相談所

での検査を受けたり、療育センターに通います。

保育所・幼稚園のころ

地域の保育所や幼稚園に必要な支援を受けな

がら通います。

集団生活の中で、身の回りのことやルールを

学びます。

また、関係の機関と相談をしながら、就学に

ついての準備をします。
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小学校・中学校のころ

津山市立北小学校 通級指導教室

高校生のころ

地域の小学校・中学校（必要な支援

にあわせて、通常学級・支援学級・通

級指導教室）や特別支援学校（小学

部・中学部）に通っています。

放課後ディサービスを利用し

発達支援事業所などで過ごす事も

できるようになりました。

中学校を卒業後、多くの人は進学をします。

特別支援学校高等部や、公立や私立の高校、専門学校など、

本人の希望に合わせて学校を選びます。

岡山県立誕生寺支援学校

学校行事や地域の行事、

クラブ活動を楽しみます

ひとりひとりの特性に合わ

せた事業や、職業体験や作

業学習を学びます。

卒業後、大学や短大、専門

学校へ進学する人もいます

みなさんと同じように、趣味や余暇を楽しく過ごしています。

学校以外での生活
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青年期・成人期のころ

はたらく

知的障害のある人たちは、地域の福祉サービス事業所（就労

系）などで、それぞれの得意なことを活かしながら、支援を受け

て働いています。

また他にも、一般企業の製造業や流通、販売、サービス業など、

幅広い分野で働いています。

障害のある人が会社で働きやすいよう、さまざまな新しい制度

とともに、津山市には、ハローワーク、津山地域障害者基幹相談

支援センター（つやま地域生活支援センター つばさ）、津山障

害者就業・生活支援センターがあります。

就職前後に、一緒に働きながら仕事や職業生活を教えてくれる

「ジョブコーチ」を利用したり、会社等の実際の職場で職業訓練

を受けてから、就職をめざす人たちも増えてきました。

みなさんの地域でも、知的障害のある人が働ける職場をぜひ広

げてください。

収穫したじゃがいもでコロッケを

作っています 畑作業をしています

デニムを使ってバックを

つくっていますたまねぎを収穫しています
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いきいきと暮らす

障害のあるなしにかかわらず、青年期・成人期に「働く生

活」を中心に、社会の一員として人の役に立つことはとても大

切なことです。「働く生活」を通じて、社会の中での役割を意

識できるとともに、障害のある人たちも多様な経験を積むこと

で、生活や仕事のスキルが向上していきます。

障害福祉サービスは、大きく二つ（生産活動と生活介護）に

分かれ、「就労」と「自立を目指した訓練と創作活動」があり

ます。

障害福祉サービス事業所によって、その取り組みはさまざま

です。また障害のある人の障害の程度や、生きがいはそれぞれ

に違います。自分が望むサービス内容を選択して、毎日充実し

た生活を送っています。

NPO法人灯心会のみなさんの作品
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障害者支援施設

障害者⽀援施設

住まい

知的障害のある人も、必要な支援を受けながら、ひと

りの成人として地域で暮らすようになってきました。

以前は、自分の住みなれた地域から離れた施設で暮ら

す人が多くいましたが、最近では数人で暮らすグループ

ホームやアパート等で自立した生活を望む人が増えてき

ています。

こうした地域の住まいは、自治会の協力やグループ

ホームの世話人さん、ボランティアさんの支えとともに、

みなさんの理解により広がってきています。

グループホーム

自宅

グループホーム

アパート

働く

社会参加

余暇活動

住まい 日中活動
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趣味・余暇を楽しむ

趣味をもつことや、余暇をたのしむことは、私たちの地域

生活を豊かにし、生活に張りをもたらします。学齢期から続け

てきたスポーツや表現・芸術活動など、さまざまな分野で、知

的障害のある人たちの活動が行われています。

支援者（ヘルパー）と一緒に外出をし、社会経験を広げる機

会も増えてきました。

最近では、当事者団体として本人活動も活発になり、自分た

ちでレクリエーション活動や交流会の企画・運営なども行って

います。また、社会福祉制度等の学習会も開かれるようになり

ました。

ダンスの発表会

本人部会 総会
うどん打ち体験

陶芸体験
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あなたも

今日からサポーター！

こんな行動には、こんな意味があります。

「ほんのすこしのお手伝いをお願いします」

こちらの言っていることが通じない？コミュニケーションが

うまくとれない、言われたことを繰り返し言ってるけど？
呼ばれても返事をしなかったり、大声を出したりすることがあるかもしれ

ません。「ことば」だけで通じにくいときには、身振りや表情で伝えて

みてください。

あるいは絵カードや写真、実物を見ると理解できる事がよくあります。

感覚的な情報（聞く）よりも視覚的な情報（見る）の方がわかりやすい人

たちもいます。いろいろな方法で伝えてみると、一番理解しやすい方法が

みつかります。

社会のルールがわかりにくい？理解できない？
列に割り込んでしまったり、危険なことがわかりにくいために飛び出して

しまうこともあります。そんなときには、ゆっくり教えてください。

彼らは生活の中でゆっくりと学習していきます。

時には、その場のルールがわからなくて不安やイライラ感から、混乱して

しまい「パニック」になることもあります。パニックが落ち着くまで時間

がかかることもありますが、ゆっくり見守ってください。

ぴょんぴょんはねたり、不審に見える行動をとるのは？
うれしいときや嫌なとき、体を使って感情を表現するときがあります。

ぴょんぴょんはねたり、体を揺すったりするのもその表現方法のひとつ

です。よく知っている親や支援者は、その行動の意味を理解しているこ

とが多いので不思議だと思ったら聞いてみてください。
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岡山県では「あいサポート運動」に取り組んでいます

「あいサポート運動」とは、様々な障害の特性を理解し

て、障害のある方が困っていることに対して、ちょっとし

た手助けや心くばりなどを実践することで、誰もが暮らし

やすい地域社会（共生社会）の実現をめざしていく運動で

す。

障害のある人たちに優しい社会は、障害のないみなさ

んにとってもやさしい社会です。少しずつ、障害のある

人たちと接して、彼らのいいところにたくさん触

れてみてください。

彼らのことが理解できると思います。

どうしたら仲良くなれるのかな？
みなさんと同じように、ひとりひとり個性が違います。

社交的な人、消極的な人それぞれです。すぐには仲良く

なれないかもしれまんが「ゆっくり」「やさしく」

ていねいに」接してみてください。その中で、必ず

その人の良いところが見えてきます。

絵を描いている人には「絵を描くことが好きなの？」

歌を楽しそうに歌っている人には「一緒にうたってもいいかな？」

など、わかりやすく声をかけてみてください。

声をかけてもらえるととってもうれしい彼らです。

仲良くなれるきっかけになるかもしれません。



裏表紙

障害のある人への差別を防ぎましょう

障害者差別解消法が制定されました

この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するこ

とにより、全ての国民が 障害の有無によって分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共

生する社会の実現につなげることを目的に定められまし

た。（平成28年４月１日施行）
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