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№
質問1
所属
1 ｶ.一般市民
運営局員

アンケート結果

全体
質問2
参加区分

質問3
ｾﾐﾅｰ
満足度
ｱ.大満足

質問4
ｾﾐﾅｰ1（講師：西幸代）のご感想

1日目
質問5
各地ぷれジョブ報告会のご感想

2日目
質問6
よさこいソーランのご感想

分科会
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

質問7
分科会のご感想

質問8
ｾﾐﾅｰ2（講師：大塚正之）のご感想

質問9
その他

ｲ.全国
（愛知県
外）
ｱ.愛知県内 ｱ.満足

深く広い思想に共感し、この活動を続けていく原動 法人化の件はしっかり報告し、全員で討議しま Very Good !
力になります
す。基本的、私個人としては賛成の感が増えまし
た
とても素晴らしいお話で感動しました。
各地各様努力されてる様子がよくわかって良
とてもステキでした。
誰もが“ともに生きて行ける”社会であってほしいと かったです。
“ありがとう！”
願います。
当地（幸田）でももっともっと努力・協力が必要で
人は人の中で生きて行くものですもの～。
ある事を感じました。
一人では生きられませんね！ありがとうございまし ともに生きる明るい社会（街）づくりを目指して！
た。

3 ｱ.保護者

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

ぷれジョブのめざすものがとてもわかりやすく理解 とても楽しかったです。各地で同じ目的をめざし すばらしいと思いました。かっこよかったで
できました。
て活動をしていることをとても心強く感じました。 す。いろいろな所で発表してほしいです。
先生の話を直接お聞きすることの大切さを改めて
感じました。

1

具体的な活動方法等について話ができ、とても有意 普段なかなか聞く事のない条例につ 法人化の必要性が少しわかった気がします。西
義な時間でした。地元での活動に取り入れたいと思 いての話をとてもわかりやすく話して 先生他の方々が必要だと思われていることなら
える話をたくさん聞くことができました。
いただき、大変勉強になりました
ばぜひ進めていただければと思います。

4 ｱ.保護者

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

何度先生のお話を聞いても、ここち良いし原点に戻
れる。と言っても一番初めに聞いた時は漠然として
いて言っている事はわかるのですが、理解が出来
なかった・・・それが自分の子供が活動する事で、
一回目より二回目と聞く事にｽﾄﾝｽﾄﾝと自分の中に
入ってくる。不思議です。実際に体験する事で理解
のしかたが変わってきた自分がいました。先生あり
がとうございました。

それぞれの地区のお話、ただ、ただ・・うらやまし
かった。そして幸田の子供達、すてきでした。西
先生がﾚｽﾄﾗﾝで子供達だけで食事をしていたお
話、宴会の時も子供達でまとまって座り、困った
子がいると違う子が助けにいっていた。それが自
然でした。素敵な絵を見ている様でした。

正に繋がる！ぷれジョブの求めているもの
と一緒。結仁の方、南中の代表の方、あっ
たかい言葉、迫力のある踊り、すばらしかっ
たです。総踊りも楽しかったです。ありがと
うございました。

2

困った事を発信すると、色々な立場から色々な形で 毎年、難しい事をかみくだいて説明し 法人化のお話・・先生がｽﾄﾚｰﾄにお話してくれた
返ってくる。あたたかい言葉に改めて感謝の気持ち て頂きありがとうございます。
事で理解が進みました。先生、一緒にぷれジョ
でいっぱいです。全国に仲間がいると感じました。
ブ盛り上げていきましょうね。沢山辛い思いをさ
せてしまいごめんなさい。そして、宮尾さん、荒
木さん、大塚先生（他にも陰でささえて下さって
いる方がいらしたらお名前でなくてすみません）
いつもいつもお世話になりっぱなしでありがとう
ございます。ぷれジョブと同じお世話になりっぱ
なしの一方通行ではダメですね。私達もこれか
ら交互通行（表現が違うかも）になる様あり方を
考えなくてはなりませんね。
幸田の皆様、準備から本番までお疲れ様でし
た。とても楽しかったです。余韻にひたりながら
帰途につけます。

5 ｱ.保護者 母

ｱ.愛知県内 ｱ.満足

ｾﾐﾅｰで西先生のお話は2回目ですが、本日も違っ
た感動を持ちました。「存在そのものに価値があ
る」この考えはとても深く考えます。娘（知的障害）
は小学校の支援級に入っておりますが、やはり皆
と同じようにする事に重きを置かれている現状もあ
りますが、もう少し大きな器で見守ってもらえるよう
に働きかけてみたいと思いました。ぷれジョブの理
念はとてもすばらしい。もっと知れ渡って欲しいと思
いました。西先生に本を出して欲しいです。

・ぷれジョブこうたのように4人のお母さん達が立
上げたぷれジョブや、特別支援学校のPTA～発
足と色々な立上げ方法があるのだなと感じまし
た。
・課題として、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでのｻﾎﾟｰﾀｰ登録がどの
程度増えていくか？等気になりました。あと保護
者同士のﾈｯﾄﾜｰｸも重要だと感じます。（色々な
考え方があるので）
・企業参加もそのようなぷれジョブ活動を見た
ら、その店で買いたい、利用したいという心理が
働くことになるので、ｲﾒｰｼﾞはUPしますね。
・法人化について、これからぷれジョブを考えて
いる地域にとっては法人化される方が良いと思
う。（説明しやすい、仲間となる方々に対して）

・中学生にぷれジョブの理念にふれてもら
いうれしいです。
・㈱ﾃﾞﾝｿｰの結仁さんの参加、さすが福祉
に力を入れている企業ですね。
・盛大なぷれジョブセミナーありがとうござ
いました。お疲れ様でした。

6 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

表に見えないところでの価値を大切にしたい
事例を今度出していきたい
みんなの思いをつなぎたい、をの為にも形にするに
は法人化が必要だと思います。

笑顔がすてきでした。本当にいいなあ～。
目指す姿ですね

2

バックに条例があるのであればそれ 実際に法人化に向けて資金が必要であるの
をより各市の具体的な動きとつなげ で、主旨に賛同してくれる方の、寄付を募る、口
ていくことが大事だと思いました
座へ振り込んでもらう等、思い切りも必要かと思
います

7 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

定例会の大切さ

基本は一緒なんですが、各地の特色ある活動報 ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭなよさこいｿｰﾗﾝ、ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ楽し
告が聞けてとても参考になりました。ぷれジョブ かったです
活動はお休みしてても会合だけは定期的に開催
していることに、なるほどなっ！と思いました。

3

ぷれジョブ活動をきちんと伝えられることの大切さ、 わかりやすくて良かった
活動ををしていこうと思いました。たくさんの情報あ
りがとうございました。

8 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

各地のぷれジョブ報告を聞いて、みなさん色々と とても皆が元気で楽しかったです。よさこい
工夫して楽しく毎月定例会などをひらいていた
ソーラン迫力がありました。
り、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞがあせってｼﾞｮﾌﾞをすることなく、みん
なでゆっくり見守って笑顔があふれるｼﾞｮﾌﾞをして
いるんだなぁ～と思いました。

4

どこの地域のぷれジョブさんも、とてもｱｯﾄﾎｰﾑで密 ともに地域で暮らすことのできる条例 今回はじめて全ぷれに参加することができ、他
接な関係がとても良いなと思いました。子供１人の が全国でできつつあることを知りまし の地域でのぷれジョブ活動を見、聞きすること
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞに対して、2～3人のｻﾎﾟｰﾀｰさんがいりう所 た。
ができ、とても勉強になりました。今回の参加で
が多いのがすごいなあと思いました。きちんとｻﾎﾟｰ
色々な地域の方がたと知り合いになることがで
ﾀｰさんのﾌｫﾛｰをしている所も多く、自分たちの所で
き、ぷれジョブの輪が広がり、つながることがで
も考えていかなければいけないと思いました。
きました。とても良い経験ができました。

9 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

前も一度西先生のお話をきいたことがありますが、
今回またお話しをきかせていただいてぷれジョブの
原点、考えるぷれジョブがとても大事であることを
より認識させてもらいました。自分たちがやってい
る地域でも、何かある毎にぷれジョブの原点にみ
んなでかえり、これから先もぷれジョブが今の社会
にもっともっと理解して広がってくれればと、改めて
思いました。
西先生にお会いできて、お話をきいて、原点を確認
できました。温かい思い、大切にしていきます

みなさんの温かい活動をたくさんきけてよかったです
感動しました。みなさんの姿をみて涙がで
ていました。楽しい時間をありがとうござい
ました。

1

各県の取組み、悩み、様々な意見交換ができ良
かったです。とても楽しかった

10 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

3年連続で参加させて頂いているが、毎回新しい気 どの発表も出ている人々の顔が輝いていた。活 とても元気で明るくて、１日目を締めるのに
づきがある。今年もあたたかい気持ちでいられる時 動していくうえでの問題点はあるだろうが、そん 良い内容だった
間が持てて幸せだ。
なことはとても小さく、今のままでぜんぜんokと思
えるような内容だった。いろいろな課題がありな
がらがあたりまえだと思う“気づき”をもらえる活
動ととらえると１つ１つ丁寧に対応していくのみか
と思う

1

時間が足りないくらいだった。この分科会がとても大 PTAや育成会で、いろいろな講師が 幸田の皆様 本当にお疲れ様でした。素晴らし
切に感じる
この内容を語っているのを聞いてき い会をありがとうございます。感想文をきれいに
たが、ぷれジョブの全国大会で大塚 書きたいのですが、乱筆ですみません
先生が話しているのを聞くのが一番
わかりやすい

11 ｱ.保護者 母

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

立場から１個人になっていく
音楽と共にﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄで出されていた所があり、 良い活動ですね。地元にもどりできればよ
あたたかい空気感 ありのままを受け入れる
音楽の効果を感じました（印象です）
いのでしょうが・・
など 深く心に響きました。あっという間の数時間 それぞれ各地域の特色がきかれよかったです。
でした。

4

小ｸﾞﾙｰﾌﾟで質問もすぐできるので良かった

2 ｶ.一般市民
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体）
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わきあいあいで皆で話が出来、勉強にもなり大変よ 早速、HPで条例を読み、先生のお話 幸田の皆様、ステキでたのしい会ありがとうござ
かったと思います。
をかみしめます
います

わかりやすくて良かったです

地元にもどり、中学生に条例につい
て広報したい 実現できるか？

はじめての全ぷれｾﾐﾅｰ たくさんのつながりの
輪をつなげることができました。これからが心強
いです。子供がつなげてくれたつながりに感謝
です♪

法人化できたら良いと思います

法人化 早くすすむと良いです。協力しますの
で、何をすればよいか言って下さい。
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12 ｱ.保護者
ｲ.全国
ｸ・学生（高校生 （愛知県
以下）
外）

13 ｱ.保護者
ｲ.全国
ぷれジョブ運営 （愛知県
ｽﾀｯﾌ
外）

質問3
ｾﾐﾅｰ
満足度
ｱ.満足

ｱ.満足

質問4
ｾﾐﾅｰ1（講師：西幸代）のご感想

1日目
質問5
各地ぷれジョブ報告会のご感想

2日目
質問6
よさこいソーランのご感想

もう何度も聞く「ともかさん」のお話、おぼれてから
重障の子のぷれジョブとお姉ちゃんのお話。聞く度
に私の中で輪かくがくっきりして身にしみていきま
す。「赤子叱るな来た道じゃ 年よりわらうな行く道
じゃ」とぴったり合う。決して目新しいことではない
んだ、日本の昔からある想いと重なるんだと気付き
ました。忘れていることだっただけなんですね。

不思議なもので、PCのおﾊﾟﾜﾎﾟであっても、PCな
しでも各地のぷれｼﾞｮﾌﾞ内容が特色持って伝わり
ました。発表者（集まった方々）の気持ちが入っ
ていたからですね！

結仁さん方が、社会の先輩として、でも決し
て偉ぶった感なく中学生を引っ張っている
姿が印象的でした。中学生ﾘｰﾀﾞｰのあいさ
つにもただただ感嘆！

ｱ.愛知県内 ｱ.満足

15 ｲ.教育関係者
（特別支援学
校）

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

各地のぷれジョブの様子が刺激になりました。さ よさこいも、踊りを通してぷれジョブに通じ
らに各地に広げていければと再認識しました
る。若い人達の中に浸透していくことの心
強さを感じました。一緒に踊れて楽しかった
です

16 ｲ.教育関係者
（特別支援学
校）

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

原点に立ち帰る西先生の話は、今回は特に定例 協力事業所の多い地域もあり、すごいと思いまし 元気のある応援団の存在、すばらしいです
会の大切さについて確認しました。生命の価値を た。開拓のﾋｹﾂがありますか？
ね。
伝える場であること、忘れがちでした。そしてﾁｬﾚﾝ
ｼﾞﾄﾞは人と人とをつなぐ役割もしていることも大切で
すね。ありがとうございました。

17 ｳ.福祉関係者

ｱ.愛知県内 ｱ.満足

とてもすてきなお話ありがとうございました。私達は
国際交流で外国の方と接する機会がありますが、
ぷれジョブの活動に通じるものを感じました。ぷれ
ジョブに直接関わることは先かもしれませんが、多
様性の大切さを大事にしていきたいと思いました。

18 ｶ.一般市民

ｱ.愛知県内 ｱ.満足

私の友達の子供さんが知的のお子さんがいます。
生まれた時からふれさせていて、おつきあいをさせ
て頂いています。
お母さんの立場を勉強させていただいてます。私
は幸せだと思っています。
これからも機会があれば参加したいです。

19 ｶ.一般市民

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｱ.満足

毎年この場でお話を聞かせていただくことで、自分 各ﾌﾞﾗﾝﾁの喜び、楽しさが感じられ、初めの頃の 「音と踊りは人をつなぐ」という言葉のとお
の再認識と整理ができている。
ﾊﾟﾜｰを思い出すことができた
り、会場は一体感が出て感銘を受けた。そ
自分が幼い頃から考えていたこと、疑問に思ってい
のような活動を主体的に継続していること
たことを深く教えてくれる。自分自身のｺｱな価値観
が素晴らしく、どの地域においてもそれを追
に最も近い活動であることを再認識しました。
求することは可能だとあらためて感じた

20 ｱ.保護者

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｲ.やや満足 西先生のお話は毎回感動をします。自分でも頭で
は理解しているつもりでも、子供に「こうあるべき」と
無意識のうちに仕向けているのではないか。という
ことを気づかせて頂きました。

・各地のそれぞれの特徴ある報告は自然に笑顔
になります。
・年1回なので難しいかと思いますが、例えば「こ
こ１年の」報告会という形にすると各地のｴﾋﾟｿｰﾄﾞ
が聞けてよいのかなと思いました。

21 ｱ.保護者 父

ｲ.全国
（愛知県
外）

ｲ.やや満足 遅刻により聞いておりません。申し訳ありません

22 ｱ.保護者 父
PJひまわり

ｲ.全国
（愛知県
外）
ｲ.全国
（愛知県
外）

ｲ.やや満足 分かりやすかった。ＨＰで公開したら良いと思う

24 ｵ.企業関係者

質問8
ｾﾐﾅｰ2（講師：大塚正之）のご感想

質問9
その他

聞く度に新しく気付くこと。忘れそうになっていたこ いつも、もっと聞きたい！と思います。Ｚｏｏｍなど すてきな時間をありがとう！ジンギスカンを
とへの気付きを確認させて頂くことができます。ぷ へも参加が増え共感できれば嬉しいです。楽し みんなで楽しくおどれた事、楽しかったで
れジョブの本質を大切に守る為に常にふり返り大 みにしています。
す！！
切に活動を続けていきたいと思います。ありがとう
ございました。「百羽のツル」のお話が印象に残っ
ています。これからもぷれジョブが百羽のツルのよ
うなきずなが深まり合うようなものになっていったら
いいなと思いました。ステキなお話ありがとうござい
ました。

14 ｲ.教育関係者
（中学校）

23 ｱ.保護者 母

分科会
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

質問7
分科会のご感想

3

「ｻﾎﾟｰﾀｰ、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ不足に悩んでいる」という杉並 難しい条例のことをかみくだき、ぷれ 毎年のように集まる仲間に会えるのはもちろん
区水野さんの発言から各地の成功例、失敗例、そ ジョブと合う点、含まれる点をお話し 楽しみですが、自分の活動地域の仲間をより多
の他もろもろ活発に話がはずみ、楽しかったです。ﾒ いただき、わかりやすかったです。
く連れて来たいなぁと思いました。（ここに来てよ
ﾃﾞｨｱ対応、ﾒﾃﾞｨｱ利用についても実例などから多く
り深くわかったという感想があったので）
語られ、改めてここに集まった方がちは同志だなあ
と実感しました。

2

様々な地域の実状を知ることができ、大変勉強にな 全国的な流れとぷれジョブの理念の ご準備、本当にありがとうございます。ますます
りました
流れを知ることができ大変勉強にな 活動が広がっていくことを期待します
りました
ありがとうございました

3

各地のﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ、ｻﾎﾟｰﾀｰ不足の対応、対策が大変 具体的に、ポイントをおさえたお話で ・幸田の皆さんのﾊﾟﾜｰとやさしさに勇気付けら
勉強になり、力付けられました。
大変分かりやすく、感謝いたします。 れ元気をいただきました。ありがとうございまし
た。
・お子さん達の活動のある定例会としていたとこ
ろがとてもすてきでした！
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞが司会進行していることがとてもよ
かった。ご本人たちの参加が増えているようで
すね。私達の定例会でも準備だけでなく進行も
まかせるようにしていけたらと思いました。

ぷれジョブの活動は、メンバーによって取り組み
方が変わってくることがわかりました。サポー
ターがもっと必要なんでは？皆に知っていただく
ことも大切ですね。

1

各地のﾌﾞﾗﾝﾁの方々、ぷれジョブの理解者、初めて
ぷれジョブに関わる方というｸﾞﾙｰﾌﾟでした。始まった
ばかりのﾌﾞﾗﾝﾁも、4～6年といったﾌﾞﾗﾝﾁも、それぞ
れの特色・課題を共有できる場となった。外部の方
の客観的意見や課題の整理はありがたかった。
皆さんが中心人物であるため、知恵がそれぞれあ
り、互いに学びを深めたと思う

3

特にﾃｰﾏを決めなくて、会ごとに話しをするのは、ﾊﾞ この法律、条例をかみくだいて説明し 幸田のみなさんのあたたかさを十分に感じるこ
ﾗﾊﾞﾗな感もあるが、悩み事へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂けた
て頂き、理解が深まりました。
とが出来た全ぷれでした。事前の準備など、お
り、共有の課題について様々な話が出来るのが逆
時間を取って頂き本当にありがとうございまし
に良かったと思う。
た。全ぷれは初めての参加でしたが、もう一度
また、ﾒﾃﾞｨｱへの対応という点では各地の方々に方
ぷれジョブの原点に戻る事ができとても貴重な
向性を理解して頂けたのではないかと思います。
時間でした。

⑦茅ヶ崎、寒川町の報告より聴講しました。各地 子供達の一生懸命さが伝わって来ました。
の状況を伺うのは参考になります
その後の皆も参加しての「ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ」のﾀﾞﾝ
ｽが良かったです

3

ｻﾎﾟｰﾀｰの獲得方法について、有効な意見が聴けて 途中退出してしまい、全部を聞けま 全ぷれの運営された幸田町、ぷれジョブこうた
良かった
せんでした。内容が難しかったと思い の皆さん、たいへんお疲れ様でした。本当にあ
ます。
りがとうございました。

もっともっと伝えたい事いっぱいあります！

3

ｻﾎﾟｰﾀｰさん不足で、良いｱｲﾃﾞｨｱをいただきました

2

いろいろな地域の情報が聞けて、私達のぷれジョブ とてもわかりやすい“差別禁止条例”
の方向性も考えていきたいと思いました。
と“情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ条例”の話しでよ
かったです。

1

つながり続ける難しさ（ｻﾎﾟｰﾀｰ、企業等）もありなが
ら、いろんな外の世界やｺﾐｭﾆﾃｨとの接点も大切な
のかも知れないと感じました。そこにいて楽しい、う
れしい場づくり（現場でも、定例会でも）⇔組織化
力、ルールもある意味必要・・どちらか一方が良い、
正しいのでないのだな。地域ごとにﾊﾞﾗﾝｽﾐｯｸｽの良
さや学びもある

地元の中学生、事業者ｻｰｸﾙが全ぷれに
出てくれるのは本当にうれしい事だと思い
ます。それぞれ、これを機に交流が深まる
と良いですね

すばらしかった。最初は「え～」と思ってい
ましたが、理念などに感動した

とても良い話が聞けて良かったです。ぷれジョブの みなさんのﾊﾟﾜｰに圧倒されました。私達もがん 団結力がすごかったです
原点からの話しからたくさんの仲間と共に行う活動 ばって“ｱｯﾄﾎｰﾑ”なぷれジョブの取り組みをして
をこれからも続けていこうと思います。
いきたいです。

ｱ.愛知県内
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大塚先生のお話は毎回わかりやすく
（法律の詳細、背景）ありがたいで
す。
これからも自分の考え方に刷り込ま
れていくものとなっている。
都道府県の条例もぷれジョブの目的
と合致していることに いたが、実際
の社会や教育現場ではまだまだこれ
からであり、まずは最初の第一歩な
のだろうと考えている

毎回新たな気づきや、頭の中の点と点がつな
がる出来事、お話がいただける、または出来る
場である。定期的に開催して下さり、感謝してい
ます。新潟に戻ってからも、常々こういう場を作
れたらと思う（語りながら、自分の考えも整理さ
れる）

法人化、たいへんと思いますが、宜しくお願いし
ます

『子供のころから当たり前に共生して 知りえてないことがいっぱいですが、自分の接し
いる体験、地域づくり』⇔差別禁止、 ている所から、理念を大切に伝えていきたいと
行為、意識 一つの手段
思います。
法、認識、心 ３つが行き会う →理
解し、より良い社会を生きる上で必要
なんだと思った

