
緊急事態宣言後の外出自粛や休校措置…

親はどんな気持ち？家庭でどんな工夫している？

発達障がいのある子の
お父さんお母さんに聞いてみました

※ペアレントメンターは、「信頼のおける相談相手」として、発達障がいのある子を育てながら、同じような立場の保護者の気持ちに寄り添う支
援をしています。福岡市が定めた研修を受講し登録している「福岡市ペアレントメンター」は、ゆうゆうセンターからの依頼で、児童発達支援セ
ンターや子育てサロンなどで体験談を話したり、保護者のお気持ちを聴いたりする活動をしています。

⚫ 大好きな電車に乗れない

⚫ 予定変更が心配だったけど平気だった

⚫ 身に着けていた家事は変わらずできている

⚫ 親自身の体調を気をつけよう

今、こんな工夫
しています

03
こんなことが
心配です
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こんなことで
困っています
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こんな意外なことが
ありました

04
今、親として
感じていること

05
みなさんに
伝えたいこと

06

近日中に

Part２、Part３を随時公開予定！

福岡市ペアレントメンター（※）と

して活動いただいている保護者の

みなさんから、新型コロナウイル

ス感染拡大や緊急事態宣言に伴う、

生活の体験談や思いを寄せていた

だきました。
こんな時だから感じる困っていることや不安はありませんか？

うまくいった時一緒に喜んでくれる人が近くにいたらいいですね。

体験談を通して、ご自身のことやお子さんのことを振り返り、

一人で抱え込みそうな時は身近な理解者に伝えてみませんか？

〈 Part１〉2020.5.14



協力いただいた
福岡市ペアレントメンターの
お子さんたち

学校に
通っています

・中学生や高校生、専門学校生です
・通常学級に在籍している人も特別
支援教育を受けている人もいます

・放課後等デイサービスを時々利用
している人もいます

障がい者雇用で
働いています

・障がいをオープンにして支援を受けな
がら働いています

・知的障がいのある人もない人もいます

掲載している体験談は、福岡市ペアレントメンターの方よ
りいただきました。それぞれの子育てを通して感じているこ
と、伝えたいことをお寄せいただいています。同じような立
場のご家族に読んでいただきたいと思います。
ご感想や問い合わせはゆうゆうセンターまでお願いします。

（掲載内容の転載・引用はお断りします）。

福岡市発達障がい者支援センター
（福岡市社会福祉事業団）

TEL：092-845-0040（平日9～17時）

発達障がいのある子の
お父さんお母さんに聞いてみました〈 Part１〉

障がい福祉サービス
事業所を

利用しています

・知的障がいのない人もいれば、知的障
がいをあわせ持っている人もいます

・就労系事業所を利用している人や、生
活介護事業所などに通所している人た
ちです



発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

新型コロナウイルス感染拡大や緊急事態宣言で、
学校が休校になったり、外出自粛要請がでたり、
生活の中でいろいろな変化が起きています。
そんな中の「困っていること」をお聞きしました。

家庭生活の
こと

学校・
事業所の
こと

◇ＪＲに乗るのが趣味で一番の楽しみでしたが、３月からずっと乗れずにいます。
本人は事態をよく理解して不満を言うことはないのですが、小さなストレスがた
まっているように思います。ただ、学校で辛かったことを思い出したりするよう
で時々荒れることがあります。卒業した学校に電話をして先生に少し話をしても
らいました。
（１０代息子・母）

◇就労移行支援事業所に通所し始めたのに、在宅訓練になってしまいました。事
業所からは電話で対応してもらっています。対人面などの社会性を身に着ける目
的でしたが残念です。
（２０代娘・母）

◇テレビをつけるとコロナのニュースが多いことや、ニュース速報の音はドキッ
とするので困っています。楽しみにしていた番組が再放送だったり、リモート出
演など今までと放送の形が変わっていることも困っています。
（１０代息子・母）

◇学校の新しいクラスメイト、先生の性格、教室や年間行事などが見えなかった
り、今後の進路先の見学ができず困ります。
（１０代息子・母）

◇通所施設はお休みし、自分の部屋で過ごしています。することがないので、テ
レビを見て過ごす時間が長くなっています。自分からすることがなく、親が提供
してあげられないと何もしないので、申し訳なく思います。
また、食事を家族とする機会が多いので、家族の話し声が大きいと気になるよ

うです。以前からいつも急いで食べて自分の部屋に行ってしまいますが、最近は
イライラして、食事が終わると声を出して飛ぶ姿が見られます。
（２０代息子・母）

◇子どもが年齢的に大人になったからか、経験を積んで状況変化に強くなったの
か、特に大きな困りごとはありません。ただ、親も子も時間短縮で帰宅するので、
家族全員が揃ってしまいます。お互い干渉しあうことはないものの、ずっと顔を
合わせている状況が子どもは嫌そうです。
（３０代息子・母）

こんなことで
困っています
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発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

学校の休校解除やお店の営業開始の見通しが立たな
いなど、今後の状況がつかめない…。
生活の中で「心配なこと」をお聞きました。

◇４月中旬から通所施設をお休みするようにしています。通常通り通えるように
なると、新年度の体制に戸惑うと思います。例年でも６月や７月は崩れることが
多いです。少しずつ通う方がいいのかなと迷います。
（２０代息子・母）

学校・仕事
事業所
のこと

◇息子は、障がい者雇用で通常通り職場に通勤しています。職場までの移動距離
が長くバスや電車での感染が心配です。本人はマスクをしているので安心してい
るようですが、いつも携帯電話を触っていて、手洗いなどがいい加減なのでは？
と心配しています。
（３０代息子・母）

◇ありがたいことに、時間短縮とはいえ作業所は開所していただいています。で
すが、いつ閉鎖になってもおかしくない状況の中で平日の行き場がなくなること
が不安です。
（３０代息子・母）

その他

◇留守番させること、一人で自転車などで外出することが心配です。また、
YouTubeなどのネットの情報が入りすぎているのではないかと思います。
（１０代息子・母）

◇親が思う以上に、この先に不安を抱えているのではないかと思います。勉強や
人間関係への不安、自身の障がいについて葛藤している様子が増えました。
また、情勢の悪化により、犯罪などが増えないか心配です。

（１０代息子・母）

◇学校や放課後等デイサービスなど、親のいない活動で手洗いなどの予防策はき
ちんととれているのかなと心配に思います。
（１０代息子・母）

◇３月に学校を卒業して、４月から始まった仕事が高齢者介護施設の仕事で、何
かあっては大変なので、とにかく体調管理にはピリピリしています。早く安心し
て普通の風邪をひいたりできるようになってほしいと、いつも思っています。
（１０代息子・母）

◇収束後もしばらく企業が落ち着かないと思います。就職活動が厳しくなってい
くのではないかと思います。
（２０代娘・母）

こんなことが
心配です
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発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

生活習慣
・

生活リズム ◇１日２回、就労移行支援事業所から電話があり、１日をどう過ごすのかやどう
すごしたのかの確認があるため、スケジュールを立てるように本人に勧めました。
生活リズムが崩れることがなく生活できています。
（１０代娘・母）

外出自粛要請などで、家庭での過ごし方にも変化が
あります。ご家庭で工夫していることや、活かされ
ている工夫などお聞きしました。

◇１日のスケジュールとおおまかな１か月の予定を立てています。
（１０代息子・母）

◇新型コロナウイルスの影響で、「大変だからこうしなければならない」ではな
く、日ごろと同じ時間帯に起床し、食事をして、同じ時間帯に就寝する。この生
活リズムを崩さないことが一番大切だと思います。
（３０代息子・母）

◇できるだけ生活習慣を変えないように気を付けています。就寝時間、起床時間
は大きく変わらず過ごせています。
また、家族みんなでキチンと手洗いをしてほしいので、手洗いの手順の紙を洗

面所に貼ってみました。効果はまだわかりません。
（２０代息子・母、３０代息子・母）

ご本人の
不安に
対して

◇一時期、息子は本当に不安定で、わざと「昔こんな悪いことをした」と嘘をつ
いてみたり、「こんなひどいことを先生からされた」という話をしてみたりする
ようになりました。私（母）が叱ると、自分の頭をたたいて見せたり、手を噛ん
で見せたり、「自殺する！」と言ったりを繰り返していたときもありました。い
つものように私が相手をして、言い返すのに疲れてしまい、「おいで、抱っこし
よう、さあおいで」と１９歳の息子に言いました。すると息子はビービー泣きな
がら抱っこされに来て、それからだいぶ落ち着いたような気がします。自分の不
安に気づきにくいのかなと思います。
（１０代息子・母）

◇ニュースをみるとき、できるだけネガティブな意見を控え、解説を添えるよう
にしています。
（１０代息子・母）

今、こんな工夫
しています
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余暇の
過ごし方

外出自粛要請などで、家庭での過ごし方にも変化が
あります。ご家庭で工夫していることや、活かされ
ている工夫などお聞きしました。

◇週末は、恒例で自宅から３０分ほどの公園に、ドライブを兼ねて出かけます。
今は駐車場が閉鎖されていますが…。人が多くなる前の午前中に行っています。
日ごろから家族で出かけて居心地の良い場所をいくつか見つけておくと、「今日
は車で○○へ」「今日は歩いて○○へ」と子どもに提案することができます。い
つも出かけている場所は子どももイメージしやすく落ち着いて動くことができま
す。
もともと「天気が良いから外出する」ということではなく、わが家では子ども

が小さい時からあえて雨の日に外出していました。遊具のない広い公園は、誰も
いなくてほぼ貸し切り状態。周囲の人に気兼ねなく遊べます。幼い時には長靴に
レインコート、少し大きくなってからは傘をさして水たまりをパシャパシャと…。
傘をさしていても帰宅するころはビショビショでしたが気持ちよかったです。傘
の扱い方も上手になりました。
（３０代息子・母）

◇家族と体を動かす時間（ウォーキング１時間）を作りました。一方でひとり遊
びやひとりの時間を尊重しています。パソコンや読書など、趣味をもっているこ
とが活かされています。そして、家のお手伝いをしてくれたら「家族のためにあ
りがとう」と感謝を伝えています。
（１０代息子・母）

◇午後は近所を散歩をしています。毎日ではないのですが、気分転換になってい
るようです。歩き始めは声が出たり、指を擦ったりしていますが、家に着く頃は
もくもくと歩いています。
（２０代息子・母）

今、こんな工夫
しています

03

発達障がいのある子の
お父さんお母さんに聞いてみました〈 Part１〉



発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

あらためて感じた子どもの成長など、うれしい
エピソードをお聞きしました。

◇色々な行事などの予定ができなくなり、スケジュールの変更が毎日のように
入ってきました。母がカレンダーの前に修正ペンを持って立つと、「今度は
何？」と言わんばかりに、じっと母の手元を見ているものの、「こういうことは
たまにはあるよね」的に受け入れ、落ち着いて対応してくれました。予定変更で
パニくることはなかったです。本人は、コロナの意味を理解しているわけではあ
りませんが、「単に日々の予定が変更になったことだけ」と受け入れており、そ
の様子をみるにつけ、３０歳を過ぎ色々な経験を積んでの“今”だなあと思います。
（３０代息子・母）

予定変更
への
対応で

◇幼児期からのスケジュールが生きたと実感できました。簡単でも事前に予告し
ていると、変更にも対応できることが多いです。
学校へのストレスから、毎日忙しくいっぱいいっぱいの予定を詰め込んでいま

したが、今はあまりにも時間がありすぎて、家の中のことや人に目を向ける余裕
ができたようです。また、自分が予定していた行動を今やるべきかどうか見極め
るようになってきました。
（１０代息子・母）

できるよう
になった

◇家事は洗濯やアイロンがけ、食器洗いなどはこれまでもやっていましたが、
ルーチンワークとして行えるようになりました。積極的ではないですが、少しず
つ料理をするようになりました。
以前は週に１～２回、ランニングを行っていましたが、天気や体調が悪くない

限り、ほぼ毎日５～１０㎞走っています。なかなか根性あるな～と思っています。
（２０代娘・母）

◇息子との散歩のときに気づいたことです。今までは信号がわからなかったので、
腕をつかんで止めていました。散歩に行く回数が増えて、絵カードを見せながら
「赤は止まる」「青は歩く」ことを繰り返すと、腕を掴まなくても止まってくれ
るようになってきました。これまでもヘルパーさんとお出かけのとき、絵カード
を渡していましたが、その時は分かっていなかったようです。
あきらめていたので、嬉しかったです。

（２０代息子・母）

こんな意外なことが
ありました
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あらためて感じた子どもの成長など、うれしい
エピソードをお聞きしました。

その他

◇中学、高校のころから一人で遠出をするようになってからは、ほとんど一緒に
出掛けていませんでしたが、最近は小さい頃のように一緒に散歩をしたり、遊ん
だりして、けっこう楽しく過ごしています。ピアノレッスンもいけなくなってし
まいましたが、毎日時間を決めて楽しく弾いているので、いいなあと思います。
毎日のひとつひとつのことを楽しんで生活しているので、こちらが救われます。
（１０代息子・母）

◇私（母）に、「あんまり人混みには行かないようにね」と言ってきました。そ
して、これまで冗談が通じないことが多かったですが、ツッコんだり、オヤジ
ギャグで返してくる余裕が出ていました。
カウンセリングをスカイプで挑戦してみることになり、対面の時と同じように

相談することができて、息子から「あースッキリした！」と感想を聞くことがで
きました。
（１０代息子・母）

こんな意外なことが
ありました
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困っていることや不安に思っていることなど、いろ
いろあるけれど、「今親として感じている率直な気
持ち」をお聞きしました。

今の気持ち

◇「この子いなかったらもう少し気楽だなあ」と思ったりもします。
悪いことが起きたら…と考えてしまうこともありますが、悪いことは起きない

かもしれないし、起きるまではまだ起こってない！もし起きてもきっと助けてく
れる人がたくさんいる、と考えるようにしています。
（１０代息子・母）

◇コロナウイルスが収束するまでゆったり構えようと現在は思っています。丁寧
にご飯を作ってみたり、部屋の模様替えをしたり上手に気分転換しながら、親が
ご機嫌でいた方が良いのかなーと思って生活しています。娘も少しストレスを感
じていたりしていて、なのでランニングしているのかなと思いますが、帰ってく
るとスッキリしているようです。
（２０代娘・母）

◇とても大変な時期ですが、子どもの行動で、「今落ち着いているな」「困って
いるな」「不安に思っているな」と感じることが今までよりも多くなりました。
親として、子どもを見守る時間を与えられたと思っています。
ペスト大流行の時代、休校中にニュートンが万有引力の法則を発見したり、

シェークスピアが名作を書いていたなどを耳にしました。もしかすると、この時
期に、わが家の天才も何かを起こしてくれるかもと期待しています。
息子の将来の夢は、飲食店経営。もし、今回みたいなことになったらどうしよ

うと言っていましたが、「今、経営者がどんな策を練っているかもテレビで見な
がら参考にして学びに変えよう」と伝えました。
休校が始まった当初、留守番が増え、毎日をメリハリのある生活にしなけれ

ば！ととても不安でした。しかし、直後に主人が在宅勤務になって一人で背負わ
ずに済みました。また、福祉サービスが継続して利用できたことで、予定の全て
が無くならなかったこと、息子がスケジュールを立てて動けたことで、不安が軽
減しました。
（１０代息子・母）

今、親として
感じていること
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発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

困っていることや不安に思っていることなど、いろ
いろあるけれど、「今親として感じている率直な気
持ち」をお聞きしました。

今の気持ち

◇息子に対しては、自分で暮らしていくことと、マナーを教えたいのですが、う
まく教えられずに親として責任を感じています。息子は物流の会社に障がい者雇
用で働いています。物流のお仕事は大変だと思います。毎日通勤していることだ
けでも認めてあげないといけないのに、ついつい怒ってしまいます。
（３０代息子・母）

◇今の大変な状況の中、ストレスを感じることもありますが、長い人生の中の１
コマとして、「こういうこともある」と軽い気持ちでいられるようになったのは、
親も子もその場での今までの経験がたくさんあってのことだと思います。互いに
干渉しすぎず、付かず離れずの距離感を保つことで、平常心でいられます。子ど
もの動きに一喜一憂しすぎると、敏感な子はそそくさとその場から離れていきま
す。自分で居心地の良い落ち着ける場所を探し出しているのを見ると、いろいろ
な意味で大人になったなあとつくづく思います。
（３０代息子・母）

今、親として
感じていること
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◇自分で楽しめる余暇があったらと、思い続けてだいぶ経ってしまいました。自
分の部屋でゆっくり過ごすことはいいと思いますが、テレビを見たくて見ている
わけではないので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。何が好きなのか、
何が楽しいのかわからずに、親として至らないと改めて思います。
（２０代息子・母）



発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

発達障がいのある子を育てている同じような立場の
ご家族や発達障がいのある方に対して、
「今伝えたいこと」をお聞きしました。

伝えたい
こと

◇親自身の体調を整えましょう。
心配なこと、不安なことは書き出してみましょう。
福祉サービスを適度に利用してみましょう（お互いのために時短利用を心がけ、

感謝し、相談する）。
家庭での一日の流れ、ルールなど決まりごとを決め、書き出して貼ってみよう。
少しの時間でも子どもの話を聞いてみましょう。

（１０代息子・母）

◇「時間がたっぷりある今、お家でこんなことしてみましょう」みたいなことが
よく言われていますが、時間があってもなくても、子どもがそれほど好きじゃな
いものは好きじゃないと思います。頑張ってステキなお母さんをしなくてもいい
んじゃないでしょうか。期限を切って「いついつまで」と考えると余計にしんど
いので、１日１日だと思います。不安やしんどいことは、なるべく誰かに話す方
がいいと思います。ママ友にメールでも、先生に電話でも。文章にすることでず
いぶん楽になったりもします。
（１０代息子・母）

◇１日の楽しいスケジュールをお子さんと一緒に作ると楽しいのかなと思います。
ＴｏＤｏリストみたいに１つ終わるごとにチェックを入れたり、シールを貼ると
か.…。コンプリートできたらごほうびにゲームとか好きなお菓子が食べられると
か、楽しそうですよね。発達障がいのあるお子さんは、先の見通しが立つと安心
するので。私自身も色々とストレスが溜まることもおおいのですが、何とか乗り
切っていきたいと思います。
（２０代娘・母）

◇今、公園にも行けない状況で、子どもが小さかったらどうしていたかな？と感
じます。みなさん本当に大変だと思いますが、今だからできることもあると思い
ます。楽しみながらできることを探して、この苦境を乗り切りましょう。
（２０代息子・母、３０代息子・母）

みなさんに
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06

発達障がいのある子の
お父さんお母さんに聞いてみました〈 Part１〉



発達障がいのある子を育てている
お父さんお母さんに聞いてみました

発達障がいのある子を育てている同じような立場の
ご家族や発達障がいのある方に対して、
「今伝えたいこと」をお聞きしました。

伝えたい
こと

◇子どもが小さい時、親が落ち込むような出来事があったりして、いつまでも引
きずってしまったりします。でも、その時を過ぎてしまうと次に大きなトラブル
に合ったとしても、あの時がどうにかなったんだから、今度も何とかなると思え
るようになりました。
先の見えない休みの中、親子ともに疲弊している方もあると思いますが、息子

が学齢期の夏休みを私も思い出しました。親はいつから２学期が始まるか分かる
ものの、子どもはわからない…疲れますよね。でも実際に２学期が始まると、本
人はとても落ち着いて過ごせていました。それが不思議だったのですが、子ども
は久しぶりに出かけた学校生活を通して「ああここがボクの居場所だ」と再認識
していたように思います。いつか近いうちに、「ボクの」「ワタシの」それぞれ
の居場所に穏やかに戻れることを願っています。
自宅近くで何組かの発達障がいのある方を中心に動いてあるご家族に会いまし

た。良いなあとつい目で追ってしまいました。周囲の視線を嫌だと思われるかも
しれませんが、素敵なご家族だなあと思って声はかけずとも応援している方も周
りにはたくさんいることを忘れないでほしいです。
（３０代息子・母）
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心の距離は遠くならずに

TEL ：092-845-0040 mail：youyou@fc-jigyoudan.org

発達障がいのある方やそのご家族などの総合的な相談窓口です
（発達障がいかもしれないという方のご相談もお受けします）
相談は平日（祝日、年末年始を除く月～金）の９～１７時に対応しております

福岡市発達障がい者支援センター
（福岡市社会福祉事業団）

ご相談
ください

発達障がいのある子の
お父さんお母さんに聞いてみました〈 Part１〉

突然の新型コロナウィルス感染の急速な広がりは、外出の制限、学校の休校、

通所施設の利用縮小など私たちの日常生活を直撃しました。感染症の脅威もさ

ることながら、その怖さは人と人とのつながりを分断し、ささやかな集いの場

を奪い、就労の喜びを脅かしたことです。デリケートで、環境の変化に敏感な

発達障がいの人たちは今どのように過ごしているだろう、ご家族の負担、疲労

はいかばかりかと私も想いをめぐらせていました。

今回のゆうゆうセンターの企画はその中で少しでもサポートできないかとい

う試みでしたが、ペアレントメンターの方々から素敵なメッセージがよせられ

ました。非日常の中にもひとつひとつ楽しみを見つけている様子、経験の積み

重ねから生かされた工夫、不安の中でも持ち続けている人への信頼、この機会

にご家族で共有し再確認できたこと等など、様々な知恵がいっぱい詰まってい

ます。読んでいただけたら、きっと共感したり、励まされたり、今後の生活へ

のヒントがあったりすることでしょう。

ソーシャルディスタンスは感染予防に必要なことですが、体の距離はとって

も心の距離は遠くにならず、みんなでつながり続けていくことの大切さが心に

響いてきます。

福岡市立心身障がい福祉センター（あいあいセンター）
小川弓子（センター長・小児科医）

おわりに


