
実践報告

～行動援護事業所における支援の実際～

㈲ケアサポートセンター ビスケット
菅沼 功



知的障害者施設に勤務していた同志３人と退職金を出し合い、 2004年、上三川町に有
限会社を設立。

障がい者・児のホームヘルプ事業がメインであるが、地元の障がい児の母親達からの
強い希望で、日中預かりを併設。（旧短期入所）
現在は近隣市町の移動支援事業、日中一時支援事業の委託も受ける。

事業所紹介

行動援護と日中一時（児童デイ）が併設していると
いいこといっぱい

・当事業所では居宅介護のヘルパーと日中一時支援事業のスタッフを分けていないので、
利用者が安心できる。

・児童期よりスタッフが支援しているので、行動援護の場合でも本人の障がい特性がわか
る。

・行動援護従事者の現場経験にカウントできる。

・長時間の外出支援の場合、外出時の立ち寄り場所として利用できる。



行動援護とは・・・
ホームヘルプサービスの一つ。
知的障がいや精神障がい者で行動障害のある方の外出等の支援。外出時

のパニックや危険回避の支援をする。通院もできる。
従事者要件は居宅介護より厳しく、研修等の義務がある。

障がい福祉サービス

介
護
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付

居宅介護（身体介護、家事援助、通院介助・・・）

重度訪問介護

同行援護

行動援護
生活介護

短期入所

・・・etc



行動援護 移動支援

サービスの種類
障がい福祉サービス
（国のサービス）

地域自立支援事業
（市町村サービス）

支援者の資格等
ヘルパー２級以上
1年以上の現場経験

研修受講
ヘルパー２級以上

報酬単価
身体介護の2～5割高い

（長時間になるほど高くなる）
多くの市町村で

身体介護or家事援助の単価

行動援護と移動支援の違い

あってはいけない事ですが、強度行動障害の方は、時としてサービス提供を
断られる可能性があります。

移動支援よりも行動援護は準備や経験が必要になります。この報酬は経験の
ある人材や研修の受講、行動援護手順書の作成など質の高いサービス提供に
見合った単価であると思います。



行動障害があってもきち
んと支援してもらえる
「行動援護」を申請しま
しょう！

ビスケットは「行動援護」
ができます。
ぜひ○○さんの調査をして
ください。

利用者

役所

分かりました。
調査します。

うちの子は行動障害
があるので、「行動
援護」の調査をお願
いします。

行動援護を増やすビスケットの取り組み



・広汎性発達障害、多動。発語が少ない。

・高いところが好き。体を動かすことが大好き。

・常に手をつないでいないと飛び出してしまう。交通ルールが分からない。危険の判断ができない。

・異食・・・野菜が好きで雑草でもなんでも食べてしまう。

・他人のおもちゃをとってしまう。レジが待てない。待つことが苦手。

・テンションが高くなるとふざける。服を脱ぐ。

・感情の起伏が激しく、パニックになるとゴンゴンと壁に頭を打つ。

・金銭感覚がないので好きなものをたくさん買おうとする。

・利用できる施設がほとんどない。

・行動援護を申請しに行った市役所のカウンターの上を走り回る。

・公園の駐車場で停めてあった車の屋根に上ってしまう。施設でも職員の車の屋根に上った。

事例・・・Ｈ・Ｓさん（当時10歳）



居宅介護等計画 Ｈ18・11月 10歳

～支援の内容～

・家族以外の支援者と行動できるようにした
い。

・とにかく体力を消耗することと、集中力をつ
けることを目標に支援する。

・落ち着き集中力をつけるために、色塗り、
パズル等の課題に取り組む。

・散歩（交通）、公園、プール等でのルールを
覚えてもらう。

・テンションを上げないよう落ち着いた声か
けをし、テンションが上がって来たら、課題等
に取り組み気持を鎮める。

・買い物でお金の使い方を覚える。

・ヘルパー2人体制



Ｈさんの支援は広告の裏に「今日の予定」を書くことから始まり
ます。彼は今日の予定を自分の頭にインプットするとこの紙をは
さみでチョキチョキと切ってゴミ箱に捨てます。

①かだい（パズル・じをかく・おかねをわける）をやります。

②おひるをたべます。

③さんぽにいきます。

④スーパーでおやつをかいます。

⑤○○こうえんでおやつをたべます。

⑥さんぽをします。

⑦おうちへかえります。（４じ）



居宅介護等計画 Ｈ19.10月 11歳



・夏はプールの支援が多い。プールでも走り回ったり飛び込んだり、監視員によく
注意される。

・散歩は3時間ほどすることもあり、まだまだ危険認知がなく危ない。この頃から犬
に興味が出てきた。

・公園ではジャングルジムなど高いところに登り、ふざけて洋服を脱ぐことも。

・支援中はルールを守る、周りに注意するよう静かに（興奮させない）声掛けをす
る。しかし、この頃はまだ、注意されると時々イライラし、突然のパニックが多い。

・課題は最初は5分と集中できなかったが、この頃は２０～３０分集中できるように
なる。

・本人はおやつが買えることがうれしい。



Ｈ21・6月 13歳

・ある時、急にパニックになり物を投げたり、暴れた後、ビスケットの軽自動車のリ
ヤガラスに頭突きをし怪我をする。その日は公園でも遊ぼうとせず、食事も進ま
ないようだった。

・４月から中学生になり、環境や先生が変わりストレスが多くなっていたらしい。
(特別支援学校先生より）

・この頃から服薬開始（家族が病院とよく相談し、調整していた）

・ケース会議では「ダメ、×」の使い過ぎが原因か？注意していこうとなった。



・ｈ21年6月にパニックによる事故があたったが、学校生活にも慣れ、薬の調整も
良くできているようで本人は落ち着いている。パニックもほとんどない。

・80ピースのパズルを30分程かけて完成させる集中力もついてきた。

・動物が好きで家族とはよく動物園に行っている。

・しかし、散歩は犬を見るために歩いており、わざと犬を興奮させ吠えさせようと
する。

Ｈ22・12月 14歳

行動援護 1人体制に
なりました！



居宅介護等計画 Ｈ22.12月 14歳



【サービス内容】

種類
□ 身体介護 □ 家事援助 □ 通院介助（身体介護を 伴わない） □ 行動援護

□通院等乗降介助 □ 同行援護 □ 重度訪問介護 ■ 移動支援

サ
ー
ビ
ス

１

援助項目 サービスの内容 留意事項
支援前の確認・外出準備 ・体調、最近の様子、支援の内容を確認します。 ・持ち物や服装

の確認をします。
※あいさつをきちんと行う
※本人が自らできるように見守りや
声かけをしていく。

外出時のサポート ・交通ルールや外出先のルールを意識してもらいながら外出しま
す。 ・買い物／持参し
た金額で買い物できるようサポートします。 ・できるだけ身体を動か
せるような活動を行います。

食事中の見守り・服薬確
認・水分補給

・食事中は見守りを行い、食後は忘れずに服薬を促します。 ・水分補給を
促します。

トイレ誘導・着替え ・外出前、様子を見ながらトイレの声かけを行います。 ・必要に応じ
て着替えを促します。

帰りの確認 ・片付けをし、忘れ物がないかを自分で確認できるよう声かけを行います。

種類
□ 身体介護 □ 家事援助 □ 通院介助（身体介護を 伴わない） □ 行動援護

□通院等乗降介助 □ 同行援護 □ 重度訪問介護 □ 移動支援

サ
ー
ビ
ス

２

援助項目 サービスの内容 留意事項

有効期限 平成２７年４月１日 ～ 平成２７年９月３０日

私は、上記居宅介護等計画書の内容に、同意いたしましたので受領します。

平成27年4月1日

利用者 印

代理人（代筆者） 印

Ｈ27・4月 移動支援に変更！
居宅介護等計画書 作成日 平成27年4月1日

利用者名 生年月日 住所 連絡先

萩原(はぎわら)
隼(しゅんき)輝

様 平成8年6月17日（18歳）

〒321-4337

真岡市上高間木一丁目１９番地１２
TEL:

FAX:

本人（家族）の希望

買い物へ行きたい。駄菓子を買いに行きたい。自分の好きなコースを散歩したい。

（母）運動をしてほしい。外出に連れて行ってほしい（床屋など・・・・）

援助目標

社会のマナーやルールを意識しながら外出ができるようになる。 本人の「できる」を増
やせるようにな声かけを行う。

支
給
量

□ 身体介護 時間 □ 通院介助（身体介護を伴う） 時間 □ 同行援護 時間

□ 家事援助 時間 □ 通院介助（身体介護を伴わない） 時間 □ 重度訪問介護 時間

□ 行動援護 時間 □ 通院等乗降介助 時間 ■ 移動支援 50 時間

【週間計画表】

時間 月 火 水 木 金 土 日・祝 備考
※今年４月～移動支援
になる（以前は行動援
護） ４月
～すぎの芽への通所が
開始になる。
計画相談／

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00
移動支援

11:00
ビスケット

↓

12:00
↓

↓

13:00
↓

↓

14:00
↓

↓

15:00
↓

↓

16:00
↓

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

作成者

（有）ケアサポートセンター ビスケット 管理者 サービス提供責任者 主たる担当ヘルパー

栃木県河内郡上三川町上三川5061-1
TEL:0285-56-3226

菅沼 功 印 川島 衛 印 工藤 優香 印

・今は散髪の支援もしています。床屋さんのいすに少しでも長く座れるように練習しています。



・パニックしてもいいじゃないか！
パニックは彼らの表現。何が原因かを観察する。

スタッフがパニックにならない。

・パニックや問題行動がおきたら会議。
どんな支援が必要なのかをみんなで考える。

・社会参加をめざして。
社会のルールを身につけて、ヘルパーと一緒に

行動範囲をひろげよう。

・支援者があきらめない！
私たちがあきらめたら終わり。

彼らの自立支援のために根気よく。

・小さいうちから始めよう！
小さいうちから他人の支援者とかかわることが大切。

最後に・・・



ご清聴ありがとうございました


