
【障害通所系事業所】利用者の高齢化に関する課題や問題

親亡き後　等

1 ・隣接するグループホームから通所している利用者については、高齢となり作業ができなくなった場合、当作
業所へ通所できないことになるが、出身地の自宅では面倒を見てもらえなくなるので、終の棲家を探すことが
課題。

2 ・親が高齢だったり、すでに亡くなっている場合が多く、何か身体的に状況が急変した時の緊急の対応をどう
したらよいか。相談する的確な場所、マニュアルや対応内容や指示が目に見えて判ればいい。金銭的な事も
急な入院費はどこが代理負担するか、責任の所在があきらかでない。高齢になった場合、作業所に通所でき
なくなれば、作業所の役割はどこまでになるか、生活面やこれまでの関わりの中で、通所できなくなったらそれ
で終わりではない。親や兄弟、親戚がいないのみならず、兄弟や親がいても拒否されている人の場合の金銭
面を作業所から個人情報を伝えながらどこと協力していくか、対応方法があれば大変有効。相談支援員が同
じ作業所内の複数の利用者の支援員もしているので、職員が1人の利用者の個人情報や相談をすることが難
しい。特に個人情報をどこまで共有できるかがリスキーである。

3 ・家族や親族が全くいなく、1人で暮らしている方の支援をどうしていくかが今後の課題となってくる。

4 ・今まではヘルパーなどの生活支援を受けながらも１人暮らしを継続してはいたが、高齢化に伴い、今後も同
じ生活が継続する事が緊急で困難となってしまった場合の方の入所施設と、それに伴う予算。

5 ・利用者の高齢化の課題や問題はないが、保護者の高齢化等の問題により、保護者の状況に変化が生じるこ
とがある。どのような状況であっても、通い慣れた通園に、いつまでも通い続けられるためのグループホームの
建設の準備に取り掛かってほしいとの声が上がっている。

6 ・高齢の親と2人で暮らす世帯、母子の共依存関係になっている。母も高齢であり何かあったときは本人に生
活の場が必要であるが、現状グループホームや入所施設など空がなく、提案できるものがない。

7 ・加齢に伴い身体機能の低下や疾患の重複が目立つようになってきた。自宅での介護も父母共に高齢とな
り、介護度が高くなると同時に介護基盤も弱くなっている。入所施設を進める必要があるが、受け皿としての施
設がなく在宅支援を何とか組み合わせて生活されているご家庭が多くなっている。

8 ・利用者の高齢化に伴う家族(保護者)の高齢化・・・親に頼りきりで生活面の自立訓練が出来ていない。

9 ・一人暮らしの利用者に対する今後の支援

10 ・一人暮らしをされている利用者さんの高齢化が進み、疾患等で一人暮らしを継続できないリスクが高まって
いる。

11 ・本人だけではなく、家族全体の高齢化により、家族支援の難しさ、在宅生活の困難さから生活基盤の確保・
支援も課題。

12 ・親亡き後の居住環境と生活支援。

13 ・４０歳未満の利用者が多くを占めているものの当事者の親の高齢化に伴い、短期ではなく中長期的な視点
にたち生活支援を充実されることが課題

14 ・独居の場合、生活状況の把握が困難。関係機関との連携や共有がより重要となる。

サービス移行

15 ・65歳になられた時に、引き続き障害サービスを利用していただくことができるのか、速やかに介護保険サー
ビスに移行されるのか、市町により判断にばらつきがあるように思われる。

16 ・介護保険の自己負担が高額であると不安に思っておられる方がおられる。介護保険の部分では受けられな
いサービスがあるので生活に支障がでることがある。市町によって対応が異なるので疑問に思われる。

利用者本人の身体機能等

17 ・作業を主とした施設であるため、高齢化に伴って作業能力、スピード感等が低下する状況にある

18 ・障がいの重度・重症化（二次障害の出現＝変形・拘縮・痛みなど、呼吸、摂食の問題、てんかんの重度化、
腫瘍など）が顕著になってくること。

19 ・身体機能、ADLの低下。認知症対応。



20 ・特に長年通所してこられた方の年齢が上がり、作業への参加というニーズが低い利用者が出始めている。

21 ・当事業所では作業をする以外の過ごし方（サロン）も保障しているが、作業時間に自らサロンを選ぶ方は少
なく、「作業をせずサロンを楽しむ」という雰囲気にならない、結果的に高齢であっても作業では主力となって
いる利用者が多い、という状況。

22 ・嚥下機能の低下による誤嚥性肺炎になる利用者の増加。きめ細かい食事介助の対応が必要（水分のとろみ
や食事形態の工夫、摂食時の姿勢など）。外部の専門機関からの助言が必要。

23 ・いす利用者の増加、またベッド等の設置による活動スペースの不足。リフト付き送迎車の不足。

24 ・身体機能の低下、認知症的症状の出現

25 ・加齢に伴う急激な障害の変容に対する対応の課題。例えば、認知症の症状を示す利用者への支援の方法
や嚥下機能の低下、円背による歩行機能の低下に対する支援等

26 ・就労支援で行う仕事の制限・・・利用者の高齢化に伴い受注出来る仕事の幅が狭くなる。若年者は知的の方
が多いため仕事の度量にばらつきがある。

27 ・日常のちょっとした変化が障害のせいなのか加齢のせいなのか、本人もスタッフも迷う。

28 ・30代後半から歩行や嚥下機能の維持が困難になり介助が難しくなる人がでてきた。介助方法の変更や学習
が必要になってきている。

29 ・利用者自身の健康

30 ・障がい者に対するサービス事業所であるので、ある程度利用者に対して対応してきたが、高齢化に伴う身体
機能低下等により、さらに支援度が高くなってきている。また、高齢になっても事業所の卒業がない事から、養
護学校卒業者の入所ができない事や年齢差・身体機能の課題もあり、事業内容を変更せざるを得なくなって
きている。さらに知的のみ・自閉症・行動障害の方く、活発に行動される方が多い施設の中で、接触に対応で
きず転倒や怪我に繋がる事も多い。

31 ○多動や奇声・感情に起伏のある利用者が苦手な様子で、「うるさい」等、声を荒げ苛立つ。
○視力低下や歩行時の不安定さがあり移動の際に支援が必要。
○食事メニューにより食べやすいサイズに刻む必要がある。
○若い利用者と活動内容に好み・興味の差がある。

32 ・歩行能力が年々低下し、転倒されることが多くなってきている。事業所としてバリアフリーにはなっているが、
対応が困難。

33 ・野外活動：事業所全体で野外活動を実施していたが高齢の利用者の方が１０代２０代の若い利用者と同じ
足並みで活動できるかと言えば無理が生じてきている。例えば、歩行に関して身体機能の低下によりふらつき
や足のもつれ、歩幅が狭くなったり等、転倒リスクも高くなってきている。食事面も誤嚥を引き起こすリスクや義
歯を使用しているため他の利用者の方と同じ物を食することができなくなってきている。　・作業面：意欲の低
下が見受けられすぐ居眠ってしまわれる方。また、反対に長期利用者の方で仕事中心で利用されていたため
健康面が悪い状態であってもにも普段と同じように仕事中心で利用され仕事を咎め静養を促すが「仕事」意
識が強く静養することを拒まれている。・食事面：誤嚥リスクのある利用者の方に対して、今のところ注文弁当
を刻み食にして食していただいているが今後それ以上の対応となると時間や職員体制に問題が生じてくる。

34 ・高齢化に伴う、ＡＤＬの低下。

35 ・高齢になられ、以前のように仕事等ができないと事業所側が感じていても、本人は継続して仕事をしたいと
希望されると、他サービスへの移行がなかなかできない。（会社でいう定年退職はない。）

36 加齢に伴う歩行のしづらさが徐々に表れてきている、高齢化に伴い保護者の送り出しができないなど個別送
迎の実施が不可欠であり、多様化してきている。

37 ・作業に関しては、高齢に伴いできる作業の種類が減ったり、スピード、持続性、理解なども低下してきてい
る。そのため、作業の準備から片付けまでマンツーマン対応が必要な利用者もいる。高齢者が多くなってきて
いる当事業所は、高齢利用者の生産量が少なくなってきていることもあり工賃の平均がなかなか上がらない。
運営面においては、週5日体力的なことで通所できなくなった利用者も多く、運営費が厳しい状態であると感
じている。建物については、段差や急な階段があり安全とは言えない。しかし、精神障がいを持つ高齢利用者
は、特に環境の変化に弱いことや介護サービスに該当しないであろうことから、利用者本人の意思がある限り
受け入れている。



38 ・当法人の就労移行支援事業は厨房業務（事業所の給食調理・配食サービスの実施等）を行っていますが、
大半の業務が立ち仕事になります。現在は高齢という年齢層の利用者は在籍されていませんが（就労移行支
援事業ですので今後増えていくことも想定はしにくいですが）、40代後半～50代の年齢層で体力的な低下か
ら疲労度が増し、作業への取り組み方に難しさ・しんどさを訴える方もおられます。

39 ・様々な障害のある方が利用されているため、また、若い方等の突発的な行動により高齢の方の怪我や事故
につながる可能性を心配、不安がある。

40 ・雇用に耐えられなくなり始めている。（欠勤日の増加傾向、作業量の低下など）

41 ・病気や体力の低下により、他の利用者と同じ動きは難しくなってくるが本人がなかなか認識できない、認めら
れない事で活動量の調整が難しい。

42 ・就労継続支援B型事業に関しては、労働が主たる活動となります。しかし、高齢化に伴い労働・生活・身体機
能等様々な面での機能低下が顕著に表れ、「これまでできていたことが出来なくなってしまう」という傾向が見
られます。医療や介護保険サービスの利用が増え、通所利用が大きく減少した利用者の方もおられます。

43 ・就労継続支援B型事業に関しては、労働が主たる活動となります。しかし、高齢化に伴い労働・生活・身体機
能等様々な面での機能低下が顕著に表れ、「これまでできていたことが出来なくなってしまう」という傾向が見
られます。医療や介護保険サービスの利用が増え、通所利用が大きく減少した利用者の方もおられます。た
だ、費用面での負担がかなり大きく、他の事業所からも利用控えをしてしまう方もおられると聞きます。

44 ・体力や機能の低下により、作業能力も低下し　事業所での活動が思うように行えなくなってきている。

45 ・生まれ育った年代・環境の違いの穴は埋めきれないのが現状。
・運転技術の衰えにより、通所困難になる可能性がある。

46 ・介助量と注意事項の増加（認知症対応、食事・排泄介助等）

47 ・若い利用者の方との日中の過ごし方の違い

48 ・体力の低下がみられる人がいる。

49 ・体力の低下による作業の危険性の増加。

50 ・高齢による認知の低下によるものか、知的によるものか不明であるが、排尿の処理が出来なくなってきてい
る。服装や身体が清潔に出来なくなってきている。

51 ・体力的についていけない。作業指示が入らない。細かい作業ができない。

52 ・健康管理の難しさ。

53 ・事業所では、最高齢が４９歳の男性。認知症ではないが、昨年夏ごろから盗食と徘徊的行為が見られるよう
になってきた。見守りだけでは対応できず、食事前は他所で寛いでもらっている。また、散歩などの外活動で
は職員が当事者と一緒に歩いている。

54 ・体力の低下により、他の若い利用者と同じように作業をこなしていけない。

55 ・体力の衰えにより継続して作業ができない。慢性疾患を有する者が多いため、服薬管理や健康管理など医
療面での支援が必要。

56 ・加齢に伴い生活機能や心身機能が低下し、新たな生活障害をつくりだすのではないかという懸念。体力や
耐久力・運動機能の低下、また病気への耐性などが弱くなることで、新たな病気・怪我のリスクも高くなると考
えられる。

57 ・元気な高齢障害者と老化が著しい高齢障害者がいる。元気な高齢障害者も健診等では再受診になり易い。

58 ・知的障害の重い方（行動障害を伴う方も含む）が多く、高齢で知的障害の比較的軽い方と同じ空間で過ご
すことが難しい面がある。

59 ○視力が低下し細かい作業が困難になってきている。
○作業意欲がない。

60 ・高齢に伴い、肥満や体力の低下など健康面が心配される。



61 ・体力低下に応じた作業の確保。老化を遅らせるための特別な仕事や活動を用意することが出来ない。１０代
の利用者と同じ食事や活動を好まれる方もおり、高齢による病気や体力を自覚できていない。支援者や家族・
主治医のアドバイスを拒否し、欲求を満足させることを優先していることが問題。元来の性質に知的障害と老
化による退行現象も顕著で、出来ていた作業が突然出来なくなる・対人面でのトラブル・融通が利かない・物
忘れ(勘違い)・体調を壊しやすく回復が遅い(大事をとれない）。

62 ・体力を使う作業もあり、年齢に伴う身体の制限により、作業内容が限られてしまう事がある。

63 ・利用者同士の年齢差。

64 ・他の利用者に比べ同じように作業ができないことからの焦りや引け目、また活動していく中で年代の違いか
ら話が合わないことでの孤立感。

65 ・カリキュラムを別にして対応しても同じ建物内で活動しているとやはり違いを本人が感じてしまい、だんだん
通所日数が減り在宅化している。

66 ・介護度の出てきた方の生活の支援、生活の場のあり方。身体能力、作業能力の低下。誤嚥。

67 ・身体能力、作業能力の低下。誤嚥

68 ・基本、日中は就労支援がメインとなるが、高齢の利用者の身体機能低下、二次障害等に対する個別支援・
配慮等が必要になってきており、関係機関とのコーディネートが求められてきている。同時に、極論ではある
が、比較的若い方の「働きたい」といったニーズと高齢の方の「ゆっくりとしたい」といったニーズの二極化が顕
著に表れてきている。

69 ・長期の休みが続くと、体力の低下が急に進むことがあるので家で転倒し、ケガをすることが心配。またひとり
暮らしをしている人への支援のあり方が課題。

70 ①日常生活動作の支援一々に時間が摂られる。
②①相当の支援費単価が設定されていない。
③①相当の職員配置が難しい。
④①相当の設備投資が難しい。
⑤②～④ゆえに転倒事故等の発生リスクをなかなか低減し難い。
⑥①～⑤を理由に介護保険施設へ異動することが難しい。
○日中活動時間が圧縮される。
○病弱になり、受診が日中活動化する。

71 ・介護保険へのサービスの切り替えについての検討が今後必要となるという事が本人及び保護者の認識の中
になく、また実際に身近でそのような利用の仕方についての例が少ないことで必要に迫られた時でも足踏みさ
れることが出てくることが予想される。障害といってもそれぞれ特性が違うことがあり、また発信の方法について
も言えない又は非言語的コミュニケーションの方が自分の老いについて感じにくく、支援者が１つ１つの動作
や表情を読み取らないと体調の判断が難しい方が多い。

本人への支援の体制等

72 ・支援員の腰痛など身体的疲労。介助リフトを導入したいのだが予算とスペースが足りない。

73 ・早期の機能低下、老化現象、例えば自立歩行から車いすへの移行時期や介護サービス利用開始時期の判
断を、支援者に委ねられてしまうことの重圧

74 ・入浴などこれまでにない日中活動のプログラムの増加による人的な体制の問題

75 ・高齢者対応に関する支える側（スタッフ）の知識・経験不足。施設機能の見直し。事業内容の見直し、新たな
事業内容の提案。

76 ・身体機能の低下が著しい方と強度行動障害の方が同じ空間で生活しており、危険な場面が多いため機能
分化できる環境が必要。

77 ・専門的なリハビリやケア、また入浴が家庭で出来ていない方も多く、入浴支援を行える環境が必要。

78 ・作業所であるため「作業」を切り口でしか、ほぼ日中活動のメニューを提供できない。また、年齢を重ねてい
ても本人は作業を好んでおられるため、作業を提供し行っておられるものの、身体的な負担を考えると、年齢
に即した活動の提供も取り入れる必要があるのではないかというジレンマがある。（かといって「作業」以外の活
動を提供できる人的な余裕はない。」）

79 ・日中活動のメニューがない



80 ・長年、作業所での「仕事」を中心にきていて、「仕事」ではないことを中心のメニューはなじまない人が多い。
しかしながら、レクリエーションなどを中心としたメニューから本人の興味関心を引き出す関わりの必要性は感
じているが、そのメニューの提供ができていない。

81 ・重度の障害となると、オムツ交換・移動・臥床・体位交換・食事介助の知識・技術の面で受け入れできるかど
うか疑問。

82 ・スタッフの介護に対する知識がない。

83 ・生産活動以外の支援で、健康管理や緊急時対応等の支援が増える。

84 ・事業所としては、高齢化とともに身体介護の比重が高くなりスタッフの人員不足は否めない。また、利用者本
人にとっては介護保険での福祉サービスは費用負担が高くなり、移動援助等本人のニーズにあったサービス
が受けられないといったことが予想される。

85 ・障がいを持っている方の高齢化は健常の方に比べ早く、高齢化に伴う重度化が予測されます。たいようでは
今はまだ若い方が多いため直面はしていませんが、今後高齢化して行く中で、卒後間もない若い方と、そうで
ない方とのすごしや活動の工夫や重度化に対応できる力が必要になってくると思います。（現在は高齢の方
の人数が少ないので個別対応をおこなっています）そのため、そのことに対応できる職員の意識や学習も必
要になると思うので、今の間から、今後を見通したすごしや活動設定をすこしずつ考えていく必要があると思
います。

86 ・一事業所内で、高齢になられた方と若年層の動きの活発な方が混在しているため、なかなか統一した取り組
みが展開できない。

87 ・障害介護支援に該当しない高齢の方の受け入れが介護保険サービスに適した物がないため、就労系事業
所であっても、本人が健康的に自立生活が可能な支援を工夫する必要がある。しかし、就労適齢者の就業施
設として十分な体制が取れない。

88 ・活動が作業中心となっているが、高齢の方に合わせて活動を考えていく必要が出てくる。

89 ・若年層と高齢層との作業内容をどう区別していくかが今後の課題。

90 ・高齢化により、認知面の低下や作業に対する意欲低下などが盛られるので、高齢の利用者さんが取り組め
る作業が必要となる。

91 ・日常生活の支援

92 ・足腰の弱体化により、車いすの利用者が増え、トイレや移動の介助が多くなっている。体重の重い利用者の
介助には女性支援者の負担が多くなる。

93 ・重度で若く行動障害のある利用者と重度の高齢の利用者とが混在することでのリスク

94 ・年齢による体力や機能低下がみられる中で、「働きたい」という願いをどう継続的に支援するかを考えてい
る。

95 ・利用者の年齢層に幅があり、利用者個々は元より年齢層に合わせた活動・内容を行うには職員数・職員体
制がとれない。

96 ・本人が通所することが困難となるまでは高齢であっても受入れを継続していかないといけないのか・・・。

97 ・現在利用されている高齢障がい者はいませんが、以前利用されていた方（数年前に亡くなられました）につ
いて記載します。職員の高齢者介護の技術や知識の不足。例えば嚥下機能低下への対応や感染症対策な
ど。

98 ・障害特性部分の支援と、高齢化に伴う支援の違いがあり、一貫した支援が困難。

99 ・作業や活動内容を利用者に合わせて検討しながら進めるとともに、今後の活動の場の検討が必要になって
きている。

100 ・体力的な面を考慮し施設外就労のシフトを作成しなければならない

101 ・高齢の方が増えて来られたが、本人が希望されず実際介護サービスの移行は進まない現状であるが昨年よ
りようやく利用が増え始めてきた。事業所内もシルバーカーや四点杖を使用されている方が増えて来られ移
動時の見守りが増えてきた。車椅子対応の利用者の方も増えて来られ車椅子対応の車両も整備していかな
ければならない。

102 ・ご家族の方との調整連絡業務の多様化、煩雑化。

103 ・重度で若く行動障害のある利用者と重度の高齢の利用者とが混在することでのリスク



104 ・就労支援事業への参加については、あまり無理をさせられない。

105 ・歩行や車の乗り降りに見守りが必要になり、また排便後の血圧低下による意識低下・転倒にも注意が必要に
なるなど、常時、安全への配慮が必要になった。また利用日の支援スタッフのまわしがきつくなった。

106 ・退所者が無い為、定員一杯になり新たに受け入れが出来ない状態にある。

107 ・高齢化に伴い支援の多様化がある。２０代～７０代まで幅広い年齢層の利用者支援をしているが、ニーズの
幅が広すぎて対応が追いつかない。

108 ・作業中の姿勢の保持が困難になっていたため、肘掛けのあるイスを使用してもらっているなど、安全への配
慮がより必要になってくる。

109 ・作業内容もより細分化し、高齢の方にも可能な作業を作り出している。

110 ・重度で若く行動障害のある利用者と重度の高齢の利用者とが混在することでのリスク

111 ・若い職員と年齢差があり、若い職員が指示を出し、高齢の利用者がその指示を聞く事が気持ち的に難しい。

112 ・平均年齢が上がるにつれ、若年層が減り、新たに利用者を受け入れるための取り組みが必要である。

113 ・本人は仕事をしたいと思っているが、目が悪くなったり、体力が落ちていく中で、本人に合った仕事が準備で
きなくなってきている。今後、介護が必要になった時、現状の職員体制で就労支援を行っている中で、身辺介
護の人員が取れない。

114 ・他の機関との連携により利用日を短縮等（本人・家族の要望等）としているが、退所となった場合、保護者の
高齢もあり本人の居場所づくりなど環境の変化が懸念される。（親亡き後の生活も心配）

医療面

115 ・看護師が非常勤（週に２回勤務）のため、不在時は不安である。

116 ・急な通院など医療との連携

117 ・認知症の様な症状が出てきた場合に、どのように対応（相談、受診等）したらよいか分からない。

118 ・高齢により医療的ケアが必要になってきた場合、事業所での対応が難しいことが課題。

119 ・ある症状が、障害特性なのか高齢化に伴うものなのか判断が難しい事がある。

120 ・健康診断で再検査等の方が増え、本人を含めた家族の高齢化に伴い病院受診等が上手くできないケース
が多い。緊急的に通所事業所で対応することも有るが支援計画が出来ると居宅関係サービス事業所へ繋げ
られるが、通所事業所で支援計画が出来るまでの対応を行っている。

移行先の問題

121 ・就労事業から生活介護事業への移行のタイミング。また、高齢になっても働きたい方への就労保障

122 ・障害で生活介護、介護で通所予防介護サービスの並行利用をされている方の実践のギャップ

123 ・就業系施設から介護施設への移行時期は、本人の意向なのか、能力によるのか。

124 ・就労継続支援B型ではあるが、身体介護の必要な高齢の利用者さんがおられ、どこまで介護量が増えれ
ば、介護保険の通所サービスに移行するのかの判断が難しい。（本人は仕事に対する意欲がある）

125 ・今年70歳になられる方がおられます。当事業所がB型という事で利用されていますが、家族の方は介護認定
を受けることで当事業所に通えなくなるのでは・・・と不安に思われています。相談事業所の相談員が入り介護
認定について話をしておりますが結論は出ておりません。

126 ・次への移行先等がないため、簡単に契約の解除ができない。高齢であっても通所利用を強く希望される。

127 ・79歳のいう年齢のため、事業所を休みがちでもあり、身体的にも現在の事業所のサービスには合わないと発
せられるようになったご本人の意向を踏まえ、地域の介護保険担当者と相談し、要介護認定を受けていただ
いたが、実際に介護保険のサービスを受けるとなると、ご家族・本人とともに利用料の面で懸念を抱かれ、結
局サービス利用ができない現状にある。ご本人のために、障害者福祉サービスとの併用からでも移行を進め
たいが、ケアマネさんの話にも耳を傾けられないので、話が進まない。お金（費用）の問題が大きい。

128 ・継続B型の定年の有無



129 ・現在、75歳以上で通われている方が1名おられます。その方は、健康面でも大病を患っておられるわけでも
なく、身体的にも日常生活を送る上では、特に大きな支障が出ているわけではありません。ご本人も、働くこと
に大いに意欲を持たれており、月から金まで毎日元気に通われています。しかし、ここ数年は、体力面では
徐々に低下している様子が見られ、年齢のことを考えると、いつリタイヤされてもおかしくはないと感じていま
す。そのような中で、ご家族の方も心配はしておられますが、そうなった場合の次のサービス利用をどうするか
といった話も時々相談されます。老人サービスの利用も視野に入れてとも思いますが、行政を含め、老人向け
のサービス事業所や相談事業所とのつながりがないので、どう動きを作ればよいかと悩んでいます。

130 ・利用者の心身の状況に合わせた特別のプログラムが必要になるが、集団対応の中で、限界がある。これま
で、縦割でサービスを受けてきただけに、順応性がより厳しくなってからの、介護保険への移行は困難性が高
い。制度の違いからの移行しづらさもある。（費用負担の発生など）高齢障害者独自の過ごしを保障する必要
はある。居場所を追い出すことは避けるべき。

131 ・障害者総合支援法の中に65歳以上になれば介護保険優先原則があるが、障害のある人は一人一人対応
が違うので一概に介護保険優先原則は当てはまらないと思う。実際に介護保険関係を使い、ディサービスを
利用したが、そこに居ることが出来ずに諦めた例がある。

介護保険サービス等との連携

132 ・サービス管理責任者（障害）とケアマネージャー（介護）の専門性の差異。両制度を橋渡しする仕組み。

133 ・脳血管障害の利用者で、介護保険と障害サービスを相互利用されているケースについては、介護サービス
の支援者との連携が取りにくいという課題がある。

134 ・高齢による身体機能の低下に対して、日中活動の一つとして運動（リハビリ）の提供などが課題。介護保険
サービス（リハビリ）との併用の検討。

135 ・高齢化する利用者の特性やニーズに応じたサービス内容や介護保険制度へ移行するに当たり、行政機関と
の連携など、政策や状況に応じた対応が課題と考えます。

136 ・高齢分野の制度との違いによる、ケアマネさんとの認識の差。

137 ・デイサービスでの課題があり利用できなかったり、デイサービスを利用したくとも金銭面で厳しいこともある。
高齢化による施設の利用のしづらさがでてきている。（通所や作業内容）　また、高齢化施設を利用しようとし
ても制限による利用しづらさがある。また高齢施設を利用される年齢的なギャップもある。

138 ・就労Ａや移行と違い利用に年齢制限がない。湖北会の理念でもある『その人らしく地域で働きたい、暮らした
い、楽しみたいを応援します』にのっとって支援しているが、目標工賃を達成させるためには現状として外勤
に頼る部分が大きい。また年齢を重ねるごとにできることや外勤への参加は低下している。みなさん慣れ親し
んだ施設を離れて新しい施設に行くという事も抵抗がる。また生活介護への移行も送迎範囲内に空いている
施設も少ない。近年地域包括ケアが大切と言われているが、現状として日中活動はダブル支給が特例で認め
てもらえている地域もあるがショートステイは認められないなどの制度的な問題や、障害者施設側としては高
齢者は高齢者施設を利用したほうが良いという思いと、高齢者施設職員は高齢でも障がいを持っているので
障がい施設を者利用したほうが良いなどの意識のすれ違いなどにより双方が敬遠しがちになってしまってい
る事があると思う。

139 ・高齢になり作業が難しくなってきている方の今後の移行。

140 ・当事業所が作業所という形で仕事をメインにしているため、体力面、認知面でいつまで働けるのか？しかし、
働く場所がなくなった時に精神や知的に障害があり、介護分野で障害がない高齢者の方と一緒の活動に参
加するのは難しい。６０代の方は全員グループホームにおられるが、子どもがいない人が多く、老後の世話を
してくれる人がいない。医療面のバックアップやホームでの世話人確保等が必要になってくる。

家族への支援

141 ・利用者を含む家族全体の高齢化に対する家族支援の必要性と他のサービス期間との連携

重心の問題



142 ・生活介護での重心通園であり、障がい特性等の退行等や家庭での介護力等の低下で入所を検討される場
合は、療養介護の事業所になると考えられます。しかし、県内には、事業所数も少なく、　必要な時に入所で
きるか課題です。
家族の要望として、将来的にはＧＨの利用を検討されているケースもありますが、重心対応のＧＨが非常に少
ないのが現状です。また、重心対応ＧＨも家族が考えておられるような「終の棲家」にはならないのが現実と感
じています。

その他

143 ・最高齢の方でも四十半ばですので、特にありません。

144 ・当施設の利用者は、返金年齢が３０．９歳で、高齢化はまだ先と認識しつつも、すべての利用者が重症心身
障害者であるため、年齢とは比例せず、障害の重度化が早く到来することを想定し、早めの準備が必要であ
る。

145 ・現在、高齢（61歳）利用者様は１名ですが、自宅住居もあり、近親者(妹）が近隣におられ、後見人設定も済ま
されており、さしあたっての具体的課題はない。

146 ・現時点では問題はないが、今後高齢の方が出てくると、若い多動な方も多いので安全配慮をどうしていくか
は課題となる。

147 ・現状、利用者の平均年齢は若く、５０歳以上は２名。が、このまま利用者を単純にスライドすると、２０年後に
は超高齢施設になることは目に見えている。軽作業の設定すら不可能になり、介護施設同様の日中活動にな
るだろう。

148 ・現時点では、４４歳が最高年齢なので、作業所としての対策はないが、加齢に伴う能力の低下（作業スピード
が遅くなっている、トイレの回数が増えているなど）が見られるので、検討する必要があると考えている。

149 ・現在、当施設では原則2年間といった利用期限があるため、2年の間に急速に高齢化する利用者もおられず
特に困った事例はない。

150 ・生活介護単体で見ればイメージがつきにくいが、グループホーム入居者の暮ら暮らしぶりを参考にしなが
ら、将来構想を検討したい。

151 ・現在60代の男性2人は、元気な仲間との交流を楽しんで、仕事も先をきって頑張っておられ、皆のお手本で
す。

152 ・利用者の高齢化とともにだんだん就職の間が狭くなっていくことが問題点です。

153 ・高齢の方でも就労したい気持ちに寄り添いながら支援をしているが、求人の範囲が狭いこと。

154 ○ケアホームの数が不十分である。
○高齢により医療ケアが必要となった場合、既存の入所施設に入所できるのかどうか？



【障害通所系事業所】利用者の高齢化への具体的対応

介護保険サービス等との連携

1 ・介護保険サービスへのなだらかな移行に向けて、ケアマネージャーとの情報交換やご本人が希望される介
護保険サービス事業所（ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ事業所）やサービス付き高齢者住宅へ、支援員と一緒に見学や体験に出
向くなどの対応を行っている。

2 ・まず、本人を中心において、保護者、担当、施設長の四者で懇談会をもつ。相談支援事業所と連携を持ち
ながら、障害分野から介護分野への移行を検討している。

3 ・今後のことを他の相談支援事業所と相談している。後継人や遺言等を相談に応じ、本人の意志に基づき紹
介や書類の準備をお手伝いしている。あくまでも。本人の意志が優先なので、本人に気持ちがなければ、対
応は難しい状況です。

4 ・利用している事業所とサービス利用状況等についてたえず連絡を取っている

5 ・介護保険事業所と障害サービスの調整を行っている。

6 ・介護事業所と連携して、利用者支援の統一化を図る。

7 ・介護サービス提供者と連携を密に取っていた。

8 ・関係機関との情報共有と提供やケース会議。

9 ・在宅生活での見守り体制と必要とされるサービス利用の促し

10 ・介護保険サービスへの移行

11 ・ホームヘルパーや訪問介護などと連携し、生活全体の見守りを継続し、情報共有のため、定期的にケース
会議を行っている。

12 ・地域包括センターと制度移行に向けた話し合いなど、密に連携を取っている。

13 ・早い段階から本人・家族・他の支援機関との連携を密にしている。

14 ・関係機関との連携は常にとっている。（生活支援全般）

15 ・関係機関との密な連携。

16 ・司法書士への相談をしている。しかし、お金がなく、生活保護を受けている精神障害の方も多く、また、判断
が充分できかねる状態の方もいるので難しい。

17 ・週数日は作業所ではなく、高齢のデイサービスを利用している。

18 ・現在60代の一人暮らしの男性2人は、元気な仲間との交流を楽しんで、仕事も先をきって頑張っておられ、
皆のお手本です。一人でお家におられたら、こんなにお元気におられないのではないかと思います。

19 ・びわこ学園の支援（医療・リハビリ・心理・相談）をいただき、機能低下がみられても、その状況でも本人の主
体性を導き出し、少しでも生活を豊に送っていただけるようにしてきている。これら専門職、通園（看護師・介
護職）の連携協力を持つことで、各人の生活の充実を図るようにしてきている。加齢とともに出現してくるもの
は、てんかんの重度化、二次障害（変形、拘縮、痛み）、呼吸のしずらさ、摂食の問題（食べずらさ、誤嚥－肺
炎）、腫瘍など。障がい理解に基づく各種支援が必要になる。

事業所内での取り組み

20 ・週2回高齢者を対象とした活動の取組を始めた。

21 ・高齢の利用者に対する個別の関わりにおいて、年齢も含めたその時点でのご本人の状態に即した過ごし方
を相談し調整している。

22 ・法人で、精神障害のある高齢者の受け入れを想定したデイサービス事業を実施

23 必要な方については個別に身体的機能の低下を防ぐ為に、体操やストレッチ等の内容を取り入れている。

24 ・障害の重い活動グループ（高齢メンバー中心）の設置、作業中心の活動ではなくリハビリなどを日課に据え
た

25 ・ゆるやかな日課の導入（食事介助が必要な方が多いため昼休みを１時間３０分にする）

26 ・介護ベッド、リハビリマットの導入



27 ○作業を中心とした日中活動のプログラムからリラクゼーションやリクレーションを中心とした日中活動のプロ
グラムへの変更。
○日中活動の中での入浴の実施
○手厚い食事介助の実施。

28 ・高齢者の作業班を結成。

29 ・体調不良時の早期発見のために、過去の状態と現在の状態を見比べるモニタリング実施。著しい変化のあ
る利用者については、定期受診に付き添い医師に相談する。手術や入院治療が必要な時も医師の説明から
同伴し安心して治療できるようにサポート体制をつくる。

30 ・作業用の椅子は背もたれがなく危ないので、特別に会議用の背もたれ付き椅子を使用している。
・重たいものを極力持っていただかないように職員が配慮する。

31 ・高齢化に伴い、障害の他、内科的疾患（高血圧、、糖尿病、虚血性疾患等）や癌等の発症により日常のバイ
タルチェック、通院先での検診を勧めている。

32 ・高齢化に対してというよりは障がい特性に対するものになると思うのですが、①本人のペースに合わせたす
ごしや活動設定、②食事形態の工夫

33 ・高齢者として特別に扱わず、個々に合った出来る仕事を任せること。

34 ・身体障害ではないが、高齢化により歩行や移動時に支援行うなど、今までに必要としなかった支援をしてい
る。また認知面の進行、生活面の介助（食事介助・刻み食対応、トイレ介助・おむつ着用）、作業内容・活動
内容の変更（ゆったり）の対応が多い。

35 ・月一回、利用者さんの会議において、様々な疾患に対する予防等を促している。

36 ・50歳以上の利用者さんを中心に、通院の状況だけでなく、健康診断など詳細に情報交換をやりとりしてい
る。

37 ・精神科からもらっている薬について本人では管理が難しいので必要時にお渡ししている。

38 ・４の記述等より今年度、生活介護のみの活動の日を４ヶ月に１回の頻度で試み、１回目は銅鐸博物館とすき
家、２回目は水生植物園とワッパー（ハンバーガー）、３回目は寄席と食事の企画を実施し、今まで参加でき
なかった利用者の方が参加できるようバリアフリーでゆとりのある時間で移動できるよう配慮に努めた。また、
食事面では食べたことのなかった食事を体験していただくことができた。

39 ・作業内容の見直し（能力に合わせた作業の選別）

40 ・体力の維持のため、ウオーキングマシンの利用や、散歩などの運動をしている。歯の悪い利用者への食事
の配慮。

41 ・個別送迎の実施。

42 ・高齢利用者のロッカーを一階にしたり、掃除当番を一階のみにしている。

43 ・機能維持としたリハビリ・療育活動、食事の配慮（きざみ、とろみ等）、個々の状況に応じ個別支援計画に
のっとった対応

44 ・食事の配慮（糖尿、きざみ等）、仕事量や内容など、個々の状況に応じ個別支援計画にのっとった対応。

45 ・事業所独自の介護予防運動の取入れ（機能低下を防ぐための運動）。

46 ・認知症などの症状が現れた方や、体力面機能面で変調や危うさが見られる方については、行政に一報を
入れつつ、ご家族ともお話し合いの場面を持ちながら、要介護認定のお奨めも含めて、ご本人にとってどん
なサービス利用が相応しいかを模索することに努めている。

47 ・支給賃金内での業務量軽減。

48 ○健康保持のためのストレッチ・体操等運動の取り組み
○諸手続の同行・代理

49 ・作業の時間とは別に「サロン」として、機能維持・余暇の充実といった目的の活動を設定している。

50 ・定期的な通院を必要とする方に関しては病院への同行等。また、担当者間での調整等を行い作業を離れ
てゆっくりと休息をとる時間等を確保するよう努めています。また、介護保険サービスを使い始める際には申
請や手続等の援助やご本人の不安を取り除くために面談や情報提供を行う等

51 ・年齢に応じた活動内容が提供できるよう、支援の見直しを行います。

52 ・誤嚥しないように食事の際には必ず見守りをしている。　移動時の付き添い、見守り。



53 ・歯の少ない高齢障害者が食事を行摂食嚥下研修などに参加し、提供方法を変えている。

54 ・視力や聴力が低下した高齢障害者に対してのコミュニケーション方法の工夫をしている。

55 ・作業量を減らしたり、難度の低い作業についてもらったりするとともに、療育的活動や創作的活動を取り入
れながら利用をしてもらっています。

56 ・作業面の配慮。施設外就労のシフトへの配慮等を行っている。

57 ・移動時の見守りやトイレ介助。送迎も自宅前まで行くようにした。

58 ・介助方法の見直し（移乗方法・排泄支援・食事形態等）

59 ・機能維持としたリハビリ・療育活動、食事の配慮（きざみ、とろみ等）、個々の状況に応じ個別支援計画に
のっとった対応

60 ・勤務時間の対応　・作業内容での対応

61 ・作業の軽減や法人内事業所の生活介護との併用またデイサービスとの併用。

62 ・特に単身生活の利用者について、食事をのどにつまらせないように、「少しずつゆっくり食べる」、「すするよ
うにして食べない」等、食べ方の注意、指導をしている。また訪問販売や詐欺についても定期的に注意を促
すようにしている。

63 ・本人のペースに合わせて、作業や活動に参加してもらっている。

64 ○課題１としてリハビリパンツをはくように指導している。
○課題２としてヘルパー利用で入浴サービスを実施。

65 ・介護サービスを受ける状況になると家族・本人と話し合って利用日を短縮している。

66 ・高齢による体力や集中力の低下を理解して本人に合った仕事の内容を考慮している。（本人のペースに合
わせる）

67 ・長年の経験を活かし利用者のリーダー的役割を担っていただくよう意識づけをしている。

68 ・４０歳から高齢と言われているので、健康管理や病気予防などに早期から取り組む。

69 ・機能維持としたリハビリ・療育活動、食事の配慮（きざみ、とろみ等）、個々の状況に応じ個別支援計画に
のっとった対応。

70 ・年齢の近い職員を配置するようにしている。

71 ・今まで、本人の行動には、安全面に限って言えば、敷地内であれば、目をはなしていても大丈夫だったが、
高齢化で転倒が増えてきたため、常時、見守りをするようにしている。

72 ・加齢ににともなう能力の低下を受けいれて、作業から活動への切り替えをすすめる。

73 ・作業所では安全に配慮したイスを使っていただく等。

74 ・本人の実態に合わせて作業内容や作業量を調節している。

75 ・高齢化の進行に伴い、同法人の他の施設（生活介護型）への移動を行う。

76 ・病院への緊急対応。健康診断等で再検査の場合に本人または、ご家族が対応できない時は、通所事業所
で緊急対を行っている。近年増加傾向。

77 ・比較的高齢で動きのゆっくりした方達だけで過ごす時間（グループ）を設けている（週１回）。

78 ・嚥下状態の良くない利用者については、職員が見守りながら食事をしている。

79 ・作業所に通所している利用者の中で最高齢でもあり、姉が作業所への通所を辞めたいと希望してきた。しか
し本人の意向をきちんと把握するなか、週２回を介護保険サービス（通所リハビリ）を利用することになった。そ
の後、その効果があり通所時の転倒がなくなり、作業への意欲も出てきた。

80 ・生活面の困りごとがいつでも相談出来るように声かけをしている。

81 ・日中、自分のペースで過ごすことが出来るように喫煙時間を自由にしている。

82 ・その日の体調に合わせた通所が出来るように特に通所日は決めていない。

83 ・咀嚼を促し、咽下をスムーズに行うためにかたい食材や大きな葉物は細かくする。

84 ○高齢の状況が現れてきたら、既存の作業の内容の中で、従事可能な作業を用意する。
○混乱しないような日課や行事の設定。持病に効果的な食事や日常の過ごし方を指導している。
○家族や主治医・他の福祉サービスとの連携。
○余暇の過ごし方の相談支援。



85 ・授産活動における座ってもできる内勤作業の確保。

86 ・当該利用者の施設外就労の機会を減らし負担の軽減に配慮している。

87 ・作業以外に、体力に応じたメニューを設定（散歩、絵画などの創作作業）

88 ・作業アセスメントを通して、作業時間の調整や作業班の異動を検討または実施している。また、体調に配慮
した作業への関わりは随時行っている。

職員の資質向上等

89 ・認知症に対する勉強会・研修参加

90 ・安全な食事介助技術を（びわこ学園医療福祉センターや県リハなど）専門的機関から職員が学ぶ

91 ・身体機能の退行防止、また身体の変形・拘縮・まひ防止のため、PTから日々実施出来るリハビリを学ぶ

ハード面の整備

92 ・介護度は出ているが歩行が可能な為、高齢者施設へ移行できない利用者を対象にバリアフリーのホームを
検討中。

93 ・作業棟の建設を計画（２７年度から２８年度で建設）

94 ・利用者様のご両親、ご家族の高齢化に伴い、ご本人の将来設計の一環としてのGH運営を始めているが、
今後の定員増に向けては工数不足もあり、兼務する職員の負担増が懸念される

95 １．隣接のグループホームから通所している利用者で出身地に帰れない方への対応
概ね70歳前後の利用者は、そう遠くない時期に作業ができなくなったり、病気になったりして作業所へ通所で
きないこととなる。その時になって俄かに老人ホームへ入所したいといっても対応してもらえないものと予想さ
れるので、元気に作業をしておられるうちに、出身地市町の障害者及び高齢者担当部局へ、利用者及び保
護者(身元引受人)を連れて事前のお願いをしている。
２．自宅から通所している利用者への対応
保護者(身元引受人)と話し合いの場を持ち、希望者については、上記１の対応を行っている。

96 ・高齢障害者に必要な障害福祉サービスがない時がある。



【障害通所系事業所】利用者の高齢化への対応の好事例

1 ○隣接のグループホームから通所している利用者で出身地に帰れない方への対応
○保護者(身元引受人)の強い希望があり、上記１の対応を行った結果、特別養護老人ホームへ入所すること
ができた。(本件は、特に保護者の熱意が功を奏したものと考えます。　)

2 ・デイサービス事業所には、精神障害のある高齢者を受け入れについて地域や医療機関からも期待されてお
り、実際に数名が紹介されて利用につながっている。

3 ・作業所だけでなく介護の事業所を利用することで、気分転換が図れている。

4 ・１人暮らしの精神障がいのある方が６７歳を過ぎた頃より、就労意欲も著しく低下し、在宅生活面での支援が
急務となり、介護申請をした後、当事業所（就労継続Ｂ型）と介護保険サービス（訪問介護、通所介護）を併用
して利用されていたが、独居生活も著しく困難な状態になったことから、介護保険サービスへの完全移行に
向けて、地域包括支援センターや双方のサービス事業担当者において支援会議を重ね、住環境を含め介護
保険事業へ移行したケースがある。

5 ・本人に必要な障害福祉サービスが無かったので、今後介護保険にスムーズに移行できるようにとも考え、介
護施設のサービスを利用してもらっているケースがある。

6 ○寮を利用されている介護度Ⅰの８０歳女性。
○年３回の帰省先として特別養護老人ホームのショートステイを利用。
○気分転換が出来、残存能力を失うことなく、生活が継続出来ている。

7 ・Ｂ型の利用者の方が高齢化に伴い、同法人の他の施設(生活介護型)に移動された。Ｂ型を利用されていた
時は活動や仕事内容が本人の実態に必ずしも合致するものではなかったが、他の施設に移動してからは活
動や生活環境にすぐに馴染んで、生き生きと過ごされるようになった。

8 ・５０代ではあったが認知症と思しき状態が見られるようになった際、ご家族・行政と相談し、特定疾病（アルツ
ハイマー）の疑いを視野に受診をお奨めし、ご家族の家庭の中での変わりつつある大変さという思いも合致し
たことから、診断⇒要介護認定⇒介護保険サービス利用（障害者サービスとの併用利用）が進んだ。結果、ご
本人の楽しみも増え、ご家族の介護負担が大変減少するにいたっている。

9 ・生活介護事業との併用で、ゆっくりとする空間を保障するとともに、働く意欲を保つことによっての生き甲斐
づくりができている。

10 ・他機関との連携し、情報共有することは大切に思う。それぞれの領域から、本人の今後について、忌憚のな
い意見が聞ける。

11 ・ご本人・ご家族・支援員・リハスタッフ等と皆で一緒に検討し、在宅での生活がよりしやすくなった(車イスの作
成・住宅改修等）こと。

12 ・生活介護のみの活動。在宅療養手帳において関係機関や保護者との情報が共有できている。

13 ・高齢者の障碍者の場合、一人暮らしや障碍者同士の家族で暮らしているケースも多い。作業所や介護施設
に通所するにしても、健康で且つ生活が安定していないと継続はできない。作業所で安定して通所が継続で
きたケースについては、生活、医療、日中サービスの連携・情報共有が行われている。

14 ・障がいの重度・重症化について、当然ながら個人差はあるが、姿勢については、医療的なものとして緊張緩
和剤の投与（注射含）とリハビリ、さらには、日常での姿勢調整（ポジショニング）のこころみ。腫瘍については、
外科的な対応と内服薬の対応（医師、家族、訪看、通園の連携）、摂食の問題については、本人の状態を
しっかりと理解（保護者理解含）した上で、気切（喉頭気管分離が望ましい）、チューブ栄養（胃瘻が望ましい）
等の対応をとる。障がいの程度は重くなっても、前記、各専門職、通園が連携協力することで、本人の生活の
充実を将来的にも図っていくことが必要になる。

15 ・身体機能面の低下については、定期的にビデオ記録を行いスタッフ全体で確認することで、利用者の小さ
な変化を早期に見つけ出すことができている。家族支援でも、時間をとり短期的にもじっくり聞き取りやサポー
トすることで事業所に対する信頼関係ができ利用者の治療をスムーズに行うことができている。

16 ・「働く」以外の活動を取り入れることで、利用者の気持ちの拠り所の一つになっている。

17 ・現在の所転倒等の報告が減っている。



18 ・障害の重い活動グループを設置し、介護ベッドやリハビリマットで支援員や看護師によるリハビリを活動とし
て日常的に実施することにより、身体機能の退行を遅らせることが出来ているのではないかと考える

19 ・食事介助技術とVF検査等による食事形態指導を専門機関から学ぶことで、高齢化が進んでいるにも関わら
ず誤嚥性肺炎の回数が減っている

20 ・安全面が保障できること。ゆっくりとしたペースで丁寧に支援できること。話をじっくりと聞くことが出来、本人
の状態や家庭環境など把握できる。身体面や精神面の変化に早期に気付き対応することができる。

21 ○背もたれ椅子使うことにより、本人が望む時に作業に入ることが出来る。
○職員の配慮により、メンバーさんも配慮するようになった。

22 ・薬の管理をすることで、一定落ち着いて事業所で過ごせている。

23 ・構造化等施設内、作業・活動面を分かりやすくしているが、本人の単独では難しい場合があり、職員を増員
する事やゆったりとしてもらえるよう対応している。しかし、ゆったりしていただくことで作業面では施設全体で
生産性・工賃が落ちるなどの課題もある。

24 ・食事の配慮、年齢等を考慮したグループ編成と活動

25 ・楽しんで体を動かしてもらえている。

26 ・「サロン」に参加するようになって、体力的な負荷が軽くなったためか流涎や居眠りの減少が見られるように
なった。

27 ・あまり咀嚼しない利用者が多い中、支援者が横で見守りをしていることで誤嚥を起こすことは見られない。

28 ・食事の配慮、年齢等を考慮したグループ編成と活動

29 ・作業内容での対応で、細かい仕事や体力仕事を避け、本人の持っている得意分野での作業に専属的に配
置し効率化を図っている。

30 ○課題１として、本人が自発的にリハビリパンツをはくようになった。
○課題２として、以前に比べ、清潔感が保たれるようになった。

31 ・当作業所では今日までの歩みの中で保護者との信頼関係は深いものがあり、作業所内だけの支援ではなく
家庭とのつながりも大切にしてきた。何よりも信頼関係を築いていることが現在の生活の基盤であり、今後に
つながると思う。

32 ・食事の配慮、年齢等を考慮したグループ編成と活動

33 ・逆に、見守りを徹底できないときがある。うまくこなせているとは言えない。

34 ・困りごとが相談出来るように利用計画の中で課題とすることで、利用者が意識して相談に来ることがある。

35 ・日中の居場所として利用されている。

36 ・集団の中で食事が出来るようになった。

37 ・作業分野では日常生活に負担にならないよう作業を設けられている。通い甲斐をもって通所出来ている。家
族や他の福祉サービス事業所、後見人との連携がとれている。余暇においても福祉サービス利用を勧め、利
用量の調整を支援することにより、充実してきた。生活習慣病の方が日常生活や食事の指導・支援により回
復してきた（肥満が解消した）。

38 ・作業の場所を分けることにより動線が明確になり、不用意な接触による転倒などのアクシデント防止につな
がっていると思います。

39 ・既に、2名の高齢利用者の作業グループの異動、もしくは作業時間の調整等を行ってきた。

40 ・短期間の緊急対応で支援計画ができ居宅サービス関係の事業所へ繋げられると問題が無いが長引くと負
担になる。



【障害通所系事業所】利用者の高齢化に伴い必要な支援やサービス

介護保険サービスとの連携等

1 ・利用者が、高齢(70歳位)となり作業所に通所できなくなる頃には、親が生存されていないケースが多い。この
場合は同居している家族の方に面倒を見てもらうこととなるが、家族の負担になることから、なかなか難しい問
題が生じる。　自宅で過ごすことができない場合には、老人ホーム等終の棲家を求めることとなるが、健常者で
あるか障害者であるのかを問わず、大変厳しい現状にある。
従って、①終の棲家を求める高齢者に対応できる施策の充実　②自宅で過ごすことが可能な高齢者には、高
齢者自身及び高齢者を見守る家族に対する支援施策。が重要だと考えます。

2 ・介護保険への移行時期に際して、関係者会議を開催し、ご本人の障害状況や置かれている環境、希望され
る暮らし等について検討し、移行のスケジュール感やまた障害サービスの継続の判断など、継ぎ目なく支援
が受けられるような配慮と仕組みが必要。

3 ・年齢的には介護の領域に入ったとはいえ、就労移行における一般就労先の受け皿同様に、介護事業所に
障害のある高齢者の受け入れについてのイメージが低いように感じる。介護事業所への働きかけと共に、移
行段階の狭間の支援として、障害高齢者支援に関する障害分野での受け皿的なサービスが必要に思う。

4 ・介護事業所との連携

5 ・介護保険に移行した場合、障害者支援を理解したケアマネが必要と思われる。また、介護保険では、生活介
護と同程度のサービスが受けられない可能性がある。

6 ・今後、介護サービスにスムーズに移行されるための障害福祉と、介護福祉、その他関係機関等の情報共有
と今後の支援についてのケース会議の実施。

7 ・障害福祉サービス事業所と介護保険事業者とのネットワーク。

8 ・障害福祉と介護保険のそれぞれの制度の狭間の方が利用できるサービス

9 ・障害福祉サービスを使い続けた方が良い場合と、老人向けのサービスに移られた方がよい場合とケースに
よってあるとは思いますが、経済的な負担や障害特性への配慮を考えると、現在のサービスの継続利用が好
ましい場合が多いのではと思います。障害福祉サービスの継続利用を考えた時に、日中系のサービスや居
宅・ＧＨ・入所等のサービスによっても違いが出てくるとは思いますが、総じて医療との連携が特に必要ではな
いかと思います。また、老人向けサービスに移行を考える際も、障害福祉と老人福祉の連携強化が必要かと
思います。

10 ・６０～６５歳の介護保険利用前の準備段階として、デイサービス等のサービスが利用できるシステムがあれば
いいと思う。

11 ・個人差はあるが、ゆるやかに納得されるような介護保険への移行が好ましいと思います。障がい、介護それ
ぞれに得意や特徴があると思うので、一　人ひとりをコーディネートしてうまく利用してもらえたらと思います。

12 ・就労継続支援B型事業所から介護保険事業所への意向に伴うアセスメントと介護保険事業所に通所される
利用者の理解の向上が必要。

新たなサービスの創設等

13 ・障がいがある方の支援やサービスに特化した、高齢者入所施設。

14 ・家族の状況の変化に伴い住まいの場や日中等のサービスの確保
⇒障害福祉サービスを利用されていた利用者が介護保険サービスを利用するにあたり、高齢障害者の対応
が出来る施設、あるいはサービスの提供や窓口の設置。（そういった対応の出来る人材育成が課題。）

15 ・ある程度バリアフリー化されている生活介護施設なら、障害高齢者者の受け入れそのものは可能と思いま
す。日中のサービスはそれでほぼ大丈夫と思いますが、家庭では親がかなり高齢になっているので、居住系
のサービス、入浴や朝・夕の食事を支援する居宅介護の支援がより多く必要になると思います。

16 ・就労か、介護サービスかではなく、障害のあるそれなりの自立可能な方に必要とされる支援ができる何らか
のシステムを作って欲しい。



17 ・具体案はないが…生活介護事業の細分化を図ってゆく必要が或るやも知れない、と考える。
　○老人デイサービスのデイプログラム的なもの（とはいえ、もう少し活動的なこと）
　○入浴介護事業を、サービス種別として単独化する　→高齢者以外に重心などに特化して。

18 ・高齢障害者が遠慮することなく通所できる高齢障害者のみの介護保険対応通所施設。作業、リハビリ、入
浴、食事のサービスがあると良い。

19 ・障害高齢者のデイサービス等の事業所

20 ・とりわけ、当事業所においては、精神障害のある方が半数を占めており、現状としてはとても介護保険を利用
するような状態ではない方が多く、「働きたいけど無理はしたくない・・・」といった思いをもたれている方が多
い。生活介護まではいかない方がゆったりと過ごすことができる「デイケアとサロンの中間的な事業所＝場」
（現行上では自立訓練）が必要であるのではないかと特に湖北圏域では考えている。

21 ・高齢のため作業所の利用は難しくなってきたが、介護保険サービスの対象になるほどではない方、加えて障
害特性への配慮が必要な方が利用できる居場所の提供（参加し、楽しむためのサロンの場など）

22 ・作業だけでない「生きがいづくりの場」高齢をむかえに障害者が障害のあるなしに関係なく参画できる場

23 ・心身機能の低下をいかに防いでゆくかが課題だと感じます。日常の活動の中で筋力低下等をできるだけ抑
える努力が必要です。一方で入浴やアクティビティ等「通所介護」に準じるサービスやグループホームの改修
を進め、ターミナルケアを想定した支援体制を整備することも必要だと思います。

24 ・サロンのような日中活動拠点と、生活支援のできる支援員の配置

25 ・高齢障害者に特化した支援、サービス内容・メニュー、場が必要ではと考える。

26 ・作業性の低下に合わせたB型事業所の設置

27 ・一般の高齢者の過ごし方とは違う個々の障害特性に合わせた日中の過ごし方や支援内容また、働くことを
主としない障害高齢者の方々が安心して通うことのできる事業所が必要。

28 ・６０歳台の日中活動できるサービス。高齢サービスの周知と利用し考えてもいいかなと思える説明。

29 ・障害がある高齢の利用者がデイサービスを利用する際に「受け入れが難しい。」と判断され、受けていただけ
ないことがあるなど、『障害』を理解していただくことが難しい。そのため「高齢の利用者専門」の障害分野　生
活介護事業所が必要かと思います。

30 ・少しずつレベルが低下しているとはいえ、慣れた当事業所に生活介護等の開所は難しい。他法人の生活介
護等の利用は、障がい高齢者にとって環境が変わることも難しい。Ｂ型事業所の中で工賃ＵＰを目指さない高
齢者の枠があったり、事業所には高齢者支援加算のようなものがあると・・と思う。

31 ・高齢の方は、長年働いてきての利用の方も多いので、就労継続支援B型事業の中でも、目標工賃などとは
別の設定で活動できるようなサービスが必要ではないかと思います。

32 ・現行の障害者福祉制度では、65歳以上の方を継続して日中活動支援（B型等）で受け入れる際に、介護の
負担増やケアマネさんと連絡調整をしなくては事が進まないなど、業務の質、量ともに増加することに対して、
加算等の手当てがされていない。利用者の希望があれば受け入れていこうとしている事業所に対して、もう少
し手厚い支援や新たなサービス創設をお願いしたい。

33 ・要介護認定が出ていない高齢障害者（元気な方）の通所施設がない為、現行の障害者の就労継続支援事
業所が飽和状態になってしまっている。養護学校等からの受入が出来ない。

34 ・継続性のある活動場所（居場所）の保障　在宅では提供しづらい入浴も日中に済ませてしまえるプログラム
医療体制が整っている居場所　余暇支援

35 ・生活介護事業の充実。

36 ・年齢に関係なく本人のアセスメントから雇用してくれる事業所。

37 ・年齢を重ねてこられた方々に関しては、労働から食事の形態の変化や入浴・健康維持等の生活や暮らしと
いった部分に密接に関係するような支援が必要になるのではと考えております。そういったことから就労系の
サービスから生活介護等の事業の利用等を視野に入れる必要があると考えます。



38 ・A型雇用の利用継続を見極め、無理な場合は他サービス利用を勧めるしかない。(６５歳目処）

39 ・病気、体力低下による通所不能になった場合、地域支援によって利用出来るものがあるか、今後調べていく
必要がある。

40 ・本人の作業能力を見出すとともに本人に適した作業を開拓する

41 ・保護者も高齢化しており通院支援や買い物など家庭に代わっての支援（ホームヘルプとの調整が必要）

42 ・より効果的なリハビリの実施

43 ・身体機能に合わせた支援や介護が出来る環境整備。

44 ・ゆったり出来る環境。

45 ・今後、高齢障害者における認知症の初期症状と思われる行動への支援のあり方と転倒等のに対する見守り
や介助が必要になってくると考えられる。

46 ・就労の場面のみならず、本人のペースや状況に応じて、ゆったりと楽しんで過ごす日課とスペースの充実が
求められる。

47 ・日常を楽しく過ごせるメニュー作り。体力の維持、脳の活性化のプログラム。歌や室内ゲームで身体と脳を刺
激する。

48 ・年齢を重ねてこられた方々に関しては、労働から食事の形態の変化や入浴・健康維持等の生活や暮らしと
いった部分に密接に関係するような支援が必要になるのではと考えております。

49 ・身体機能の低下を防止するための機能訓練的な対応

50 ・身体的に衰えてくるので、リハビリを兼ねた作業を提供することが必要になると思う。

51 ○色々な場面での見守り。また、それに伴って職員の増員。
○仕事が出来なくなった時に受入れができる場所。
○簡単な仕事の確保。

52 ・長期的かつ具体的な計画と生活習慣のチェックリスト（お風呂に一人で入れる等）

53 ・散歩とか軽い運動をとりいれているが不定期です。・体操を取り入れている。

54 ・対1での関わりが多く、個別の支援が必要になってきた。

緊急対応

55 ・いざというときに受けとめられる緊急時にも対応可能なグループホーム

56 ・緊急で対応できるショートスティ

57 ・家族の体調不良時の緊急支援と受け止め場所の確保。

生活支援等

58 ・日中の入浴支援。実施出来れば本人さんもご家族も負担がない（入浴設備がないので出来ていない）

59 ・診察や通院への移送サービス

60 ・入浴支援。

61 ・生活全般を支援できるサービス

62 ・現状、家族の支援の下で生活が成り立っており、他のサービスは一切利用していない利用者が大半である
ため、利用者本人の高齢化とともに、ご家族が高齢であることを加味した、「一人で生活する」ためのサービス
受給の支援。

63 ・利用者が高齢化するということは、ご家族も高齢化するということなので、今までできていた入浴介助をはじ
めとするあらゆる介護負担が大きくなることだと思います。今の段階でもご家族の負担が大きいものは入浴介
助だという声が大きいので、高齢化にともない、そのことは大きな課題かと思います。また、高齢化に伴う重度
化により、医療的ケアが必要になった場合、そのことに対する手技の獲得や、受診に付き添いなどの負担も大
きくなると思います。



64 ・通所されている方は、自宅での入浴が難しくなってくるケースが多い。親も介護が必要な状態なので入浴を
手伝ってもらえない。

65 ・在宅支援のニーズは増えていくと思います。

66 ・グループホームやヘルパーなどの居宅サービス。

67 ・生活支援

68 ・知的高齢障害者の方が利用できるようなサービス

69 ・送迎ができるほどの体制でないため、自力通所が困難になったときに活用できる移動サービス

70 ・グループホームもしくは入所施設の生活の場

71 ・寝たきりになられた場合の他の施設との連携。

72 ・ケアホームの利用を柔軟にしていく必要がある。家族ぐるみの包括支援をするための総合的なサービス。

73 ・居宅、生活支援体制（見守りを含む）

74 ・利用者の実態に適したサービスの利用（就労系から介護系へ）

75 ・労働（活動）、入浴支援、看護師の常勤体制、機能分化を目的とした施設整備

76 ①重度の知的障害又は強度行動障害の方対応の住まいの場
②①を運営するための人材と予算

77 ・年齢を重ねてこられた方々に関しては、労働から食事の形態の変化や入浴・健康維持等の生活や暮らしと
いった部分に密接に関係するような支援が必要になるのではと考えております。

78 ・送迎のｻｰﾋﾞｽ。

79 ・住まいの場について（本人が高齢化していくにつれて、両親は他界していったり、兄弟も高齢となり本人を面
倒みていくことが難しくなっていき、家族とは距離をおいて暮らすリスクが健常者と比べて、高いように思われ
る。また、自活する力も一定制限があり、それをフォローする必要性もある。）

80 ・多くの方が、移動手段を持っておられないことから、移動支援は必ず必要になると思います。また、栄養管理
や服薬管理ができずに体調を崩される方が若くても多いので、訪問看護や家事援助、入浴介助などの支援も
必要だと思います。

81 ・グループホーム・ケアホームの設置

82 ・送迎サービスや安心して利用できる金額設定。障害理解をした上での支援。個々人のニーズにあったサー
ビス内容。24時間対応のコールセンター。

83 ・生活面での課題に対応するため、高齢障害者向け居宅介護やグループホームの拡充をしてほしい。

84 ・活動、入浴支援、看護師の常勤体制、機能分化を目的とした施設整備。

85 ・入院時の付き添い、権利擁護、入浴支援、介護サービス利用時の利用者負担の減免。

86 ・地域での見守り支援。

87 ・グループホーム等の生活施設の拡充、身体障害者のリハビリテーションの推進、二次障害の予防措置の推
進

88 ・サービスとしては、入浴援助。介護施設で入浴目的でデイサービスに通われていたが、他利用者や介護ス
タッフとトラブルを起こされるので、利用が不可になることが2度。同じサービスがあれば介護保険が優先が原
則だが、障害福祉の領域で、慣れたスタッフの付き添いで入浴されることも検討できることが望ましい。入浴に
2時間くらいかける方なので、生活場面で週一回日中が現状。福祉サービスでの入浴の保障も選択肢のひと
つになることが望ましい。

医療的支援

89 ・医療的なフォローをどうしていくのか。

90 ・看護師を配置しメディカルチェックと医療機関との連携。（健康管理と通院同行支援）

91 ・医療機関との連携



92 ・高齢になっても施設に通所するには健康管理が重要になるため、日々の状態をしっかりと把握する支援が
必要。また、家庭で一人暮らしの利用者も増えてきているため、家庭での見守りも必要になってくると考える。

93 ・長期入院期間中の生活支援サービスの制度化。

94 ・慢性疾患を有する者が多いので、服薬管理や健康管理面などの医療的支援が必要。

95 ・投薬や医療チームとの連携

96 ・作業所内でもまず利用者の「健康」を第一に、健康面でのケアを多く取り入れた内容の充実（家庭との共有）

97 ・看護師による健康チェックの日を毎月設けているが、常に看護師を中心に健康相談に応じている。

介護保険サービス並行利用等

98 ・介護と障害でどちらを選択するのか　介護認定を受けない障害者は障害福祉サービスを

99 ・本人が通いたいと思うなら就労施設で長く通所するために、介護サービス優先ではなく、併用利用が出来る
ようなサービスの制度が望ましいと思う。

100 ・障害福祉サービスと介護保険サービスのすみわけがはっきりしすぎており、どちらか選ばないといけないよう
な感じになってしまっているので、今後はどちらの機能もあわせもつ中間のサービス・事業所がほしい。障害
サービスと介護保険サービスで支援できる内容が違うため、同じ事業所で今よりもさらに利用者の希望に添え
るような制度改革が必要だと思う。

101 ・高齢化に伴い、今までは体も元気で、買い物等身の回りのことは自分でできていた人が、日常生活の維持
がおぼつかなくなってきている。しかし、高齢施設入所や、デイサービスの利用とまではいかなく、制度のはざ
まで苦労されている方が見受けられる。

102 ・サービスの隙間ない上手な併用

103 ・高齢者ディサービスの併行利用。自力歩行が出来る為、介護度が低い。100％高齢者ディサービスだけでは
毎日利用することが出来ず、併行利用できるとよい。特に入浴は体力が必要な為、介護を要する。

104 ・介護サービスを使う年齢の利用者さんであっても、障害特性によっては障害福祉サービスも使った方が良い
と考えられる場合があるので、障害福祉サービスを使いやすい（介護サービスとの併用しやすい）体制があっ
たらいいのではないでしょうか。

重心への支援

105 ・身体機能の低下が進むと同時に、障がいの重度・重症化もすすむといえる。重心障がいを持つ人たちにとっ
ては、医療的支援は必要不可欠といえる。さらには、訪問看護、介護、リハビリの各サービスも必要になる。湖
北圏域の現状は、障がい専門の医療機関はなく、通園（えがお）利用者の多くは、小児保健医療センターや
びわこ学園を利用されている。緊急時も含め、地元の医療機関で十分な対応（安心して受診できる体制）がし
ていただける体制構築が必要。同時に前記、訪問系サービスも必要（重心障がいを理解いただいてのサービ
ス展開が必要）。将来的なことにつては、入所以外にケアホームでの対応も必要といえる。

106 ・重心対応の生活介護の事業所です。利用者の高齢化と障がい特性等の退行や家庭の介護力の低下等で
在宅支援が困難になった時、選択肢がその時にあるのか不安です。利用者の「終の棲家」にならなくても、重
心対応のＧＨの整備が必要と感じています。

介護利用者負担軽減

107 ○介護保険の自己負担額の軽減措置。
○介護保険事業者との連携。
○医療的ケアの増加に伴うマンパワーの確保。

108 ・障害者サービスと介護保険サービスの費用負担の差がなくなられば、一定の移行はスムーズに進められる
のではないか。障害者サービスが何もかも担っていくということには問題があると思う。職員不足・専門性の充
実が中途半端になるから。

109 ・高齢障害者向けの機能維持のためのリハビリなどのサービスが、利用者負担無く受けられるといい。



他機関との連携等

110 ・（親や兄弟の協力が得られにくくなるという意味では）本人の意思を代弁する人や制度、ネットワーク（成年後
見制度が一端を担うがあくまでも一端でしかならず、全てにはなりにくい。；本人と近しい人が後見人や保佐人
になることは少なく、大抵地域の弁護士や社会福祉士、司法書士等がなり、本人の思いを聞いている余裕が
ない。そのため、制度上は後見人や保佐人が本人の代弁者となるが、実際は本人を知る関係機関のネット
ワークが重要かつ必要。）

111 ・相談支援員や地域資源関係者殿との緊密な情報交換。

112 ・利用者はもとより、家族（両親）の高齢化に伴い、早い段階から他機関との連携をとっている。

113 ・個々に応じた細やかな支援を行なう必要がある：知的障害の方が楽しく過ごせる食事や運動（筋力アップ・
肥満予防などの目的）プログラムの提供。本人の状態に応じた作業を用意する（能力アップよりも、生きがい・
筋力維持、リハビリ目的になってくる）。家族・支援者の“障害者の高齢化”についての知識を持つための研修
会。当事者の共通した会話が持てる仲間作りの場。判断能力に応じた支援者の配置(権利擁護から後見人
へ）。

114 ・計画相談の充実。就労系における高齢化問題は就労といった言葉の枷から誤解されがちなので、支援や
サービス内容よりも、どのようにとらえていくべきなのか？制度や本人の問題、支援者の問題、施設の問題な
どの観点から意見交換会や講習、研修の類を老人分野の施設なども合同で行い、理解を深め、幅広く柔軟
な対応が広域で連携がとりやすくなるシステムつくりが必要と思います。中身についてはそれらにのっとり考え
ていくべきかと思います。

115 ・介護サービスと障がいサービスの連携と協働、また医療や制度的な対応のみならず、心理的な支援を視野
に入れた対応(障害福祉サービス職員と地域の民生委員との連携を通して）も必要であると考える。

適切な説明機会等

116 ・信頼出来る有識者の障害福祉分野への早い時期からの参加。高齢化障害者のこうした相談支援事業を行
政の窓口に設けるか公共的に相談所の案内をしてほしい。

117 ・利用者および家族への介護保険制度、介護保険サービスについての説明と理解。

118 ○介護認定をするための情報の提供。
○介護認定を受けても本人が望む日中活動の場（障害者施設の利用）

119 ・今後利用者さんの年齢が上がり高齢化すれば介護保険サービスの利用説明を対象利用者さんにしていき
ます。

120 ・介護保険制度利用に向けて、一定の年齢が来られた利用者（60歳を迎えた方など）については、具体的な
情報提供を行政が中心となり進めていく仕組み作りが必要と思います。65歳到達直前での介護保険制度の
移行説明や調査では、利用者やその家族へ不安を与えてしまう事につながり、結果、スムーズな移行につな
げられない事になります。

職員の資質向上

121 ・スタッフの介護に対する知識を増やす。

122 ・介護やリハビリの専門知識と技術の習得。（リハビリ）

123 ・高齢障害者を支える家族の心理的、肉体的な負担が軽減されるような支援も大切だと考えます。

124 ・高齢になっても、その人らしく住み慣れた地域社会で安心して人生の終末期を迎えられるような支援。

125 ・障害のある人の願いに基づき、障害福祉サービスを利用することを基本に、例えば転倒などの防止を兼ね
て介護保険サービスを利用するlなど一人一人のケースに合わせたサービス提供が必要であると思う。また関
係機関が集まって、障害のある人をどう支えていくのかの検討をすることが大事だと思う。それと１ヶ月など期
間を決めて障害のある人の暮らし方などの点検をしていくことが大事だとお思う。

126 ・現利用者平均年齢は２５．３歳であり、高齢化は課題視していない。



【障害通所系事業所】介護保険への移行の阻害要因（その他具体的記載分）

1 ・介護保険サービスには、利用限度が設定されているため、利用したくても利用できない。

2 ・サービスを利用する時間が不足している。足腰が不自由になると特に介護サービスでは充分対応できな
い。

3 ・ニーズの違い。

4 ・介護保険サービスでは、人的・環境的に、知的障害の重い方（行動障害を伴う方も含む）への対応が困難と
思われ、移行しづらい。

5 ・当事業所の高齢者は介護度が出ないと思われる。

6 ・介護保険サービスに移行することによりサービス内容等が変り不安が大きくなる。

7 ・ダブル支給ができない（特にショートステイなど）の制度的な問題。

8 ・特別養護老人ホームは、待機者が多いため利用が極めて難しい。

9 ・サービス提供事業所の不足。

10 ・高齢障害者を受入れ施設が無い。

11 ・介護保険優先とされているが、市町によってはご本人へのインフォメーションもなく、あいまいなまま障害
サービスを継続している場合もあり、利用者自身も介護保険への移行が必要との認識がない等、利用者への
説明と周知がなされていないことも妨げの要因である。

12 ・障害から介護へ移行する為の行政機関による当事者や家族に対する説明不足と対応の遅さが目立ちま
す。

13 ・介護保険サービスで利用を受けとめてもらえる方は障害が軽度の方のみではないかという不安が保護者の
中に広まっている

14 ・長年作業所を利用してきた人にとって別のサービスを利用するということは生活が大きく変わることであり、
作業所とのつながりがなくなるのでは…という不安が伴うのかもしれない。

15 ・障害、高齢に限らず、囲い込み的な福祉サービスでない、生活拠点である、家、地域に視点をおいた取り
組みが必要ではないか。

16 ・なかなか知的重度の利用者が、一般の介護保険サービス対象の方とすぐにはなじまないと予想されるの
で、やはり知的重度の方のグループのようなものがあると安心できるのではないか

17 ・社会性に弱さを抱える高齢障がい者が一般の高齢者の中で過ごすことが、ご本人にって負担となってしまう
例が散見される。

18 ・「介護保険サービスの利用の妨げ」との設問に現れているように、健常の人生を歩んでこられた高齢者の
サービスと、障害の人生を歩んでこられた高齢障害者を安易に同一視したサービスが適切なのか疑問を感じ
る。

19 ・「介護」と「福祉」、それぞれの目的や考え方の差異について熟慮して頂きたい。介助（介護）することのみが
高齢者支援の全てではありえない。たとえ高齢化したとはいえ、一人の人間として御本人なりの意志と主体性
を持って活きようとされていることは明らかなのであるから、御本人の意思が尊重され、御本人の主体性が発
揮されるような支援を保障してほしい。介護保険サービスの利用について議論する前に、高齢者支援に関し
てもっと「福祉」的な思考やアプローチをどんどん取り入れてほしいと切に願う。

20 ・また、障がい特性に慣れていない介護スタッフが、適切な対応をできず受け入れを断られる例もある。

21 ・障がい理解。

22 ・介護分野の相談員や支援員は障害理解が乏しい場合が多く、介護保険サービスを開始する際にも充実し
たサービスが行き届きにくい場合が多い。（当事業所の事例上）

23 ・高齢者サービスの中で知的障害を持つ高齢の障害者の知識・経験が不足しており、事業所側が戸惑われ
ることがある。

24 ・障害・介護保険関係者がお互いの制度（サービスの種類・内容等）をしっかりと理解できていないため、知ら
ずにいる（しっかり紹介できない）ことも一つの要因だと感じる。



25 ・障害の定義の幅が広いため、障害種別によって求められるサービスの質や量に違いがある。

26 ・本人が望んでいないサービス自体ありえない。

27 ・障害者当事者からの発信は限りなくできない。（のでサービス利用につながらない）

28 ・障害サービスを長く利用されてきた障害者の方の居場所を守ることが必要。本人の暮らしを根底から覆すこ
とになるケースがたくさんあると考えられる。

29 ・体力・記憶力の衰え

30 ・障害者施設側の都合。特に「就労Ｂ」からの事例報告等を聞いていると、働ける高齢障害者は問題にせず、
働けなくなったり介護負担が増した利用者のみ「課題だ」と言っている感じがします。少し矛盾を感じます。

31 ・併用されている利用者様は１名（身体）ですが、現在のところ利用の妨げになっているとの認識はありませ
ん。



【障害通所系事業所】障害高齢者の特性

高齢化のスピード

1 ・早期退行など早い老化現象。歳をとってからも一人で楽しめる趣味などを、持っている人が少ない。

2 ・高齢化が健常の方よりも早い。

3 ・高齢化にともなう重度化が大きい。

4 ・知的障害＋認知度低下の進行。病気等による体力のく急激な低下。

5 ・健常者より10～15年ほど早く老いることは顕著と思われる。

6 ・認知度の低下が早い、高齢になるほどこだわりがきつくなってくるなどそれぞれの障害によって現れる事柄
が違うところ。

7 ・老化が速く、リハビリが必要で運動能力の低下が著しい方と要介護認定が出ない元気な方とがいる。

重度心身障害者

8 ・脳性麻痺など先天性疾患による障害をもたれている方の場合、その方の障害への理解や特有の関わり方
(支援）などにおいて、現行の介護保険事業所（ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ）にはなじみにくいように思われる。また医療的な対
応の必要性が高い利用者（人工呼吸器等）においては介護保険事業所（ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ）での受け止めが困難な
現状がある。

9 ・他の重症心身障害者の障害者施設の状況によると、本人からの訴える力が弱い故か、悪性腫瘍に罹患し、
亡くなるケースが増えている。周りに医療関係者がいても、早期発見ができないケースがあり、さらなる取り組
みが必要とのことである。当施設にも該当することなので、このことを踏まえた支援をしていかなければならな
い。

10 ・重心障がい者の場合、障がいの重度・重症化に伴い、二次障害の出現＝変形・拘縮・痛み、経管栄養、気
切、腫瘍（個人差あり）など。それから、認知的なものの出現。

家族等の支援体制

11 ・制度理解への難しさ、サポートできる身内が少ない

12 ・御両親が他界され、１人暮らしが多い。就労での安定した収入が無く、障害年金での生活が中心となり、生
活余裕がない。御兄弟がキーパーソンとなる方も多いが、それぞれ御家族がある為、熱心にその方の生活に
入り込む事が出来ていない様に見受けられる。

認知面

13 ・知的障害を併せもっていることで認知症などわかりづらさがある。疾病など合併症をもっている場合がある。

14 ・現状、６５歳を超えておられる利用者がおられないので、よく分からないですが、元々の障害特性なのか高
齢者にある認知症の症状なのか判断が難しい。勉強不足なこともあり、何を基準に判断すればよいのかが分
からない。

15 ・認知症の方と知的障害のある方との違い。

16 ・認知面において、特に知的障害の方は元々理解力が低い為、変化に気づきにくく対応が難しい。
医師に相談をしてもすぐに理解頂けず、投薬の開始まで９ヶ月かかり日々の変化を再々伝え生活の支援を
行っている。

精神面

17 ・精神不安定による理解が難解。こだわりと不安が混在して、日常の様々な事に影響を与えやすい。精神障
害によるキツイこだわりもあり。

18 ・自分の病気について心配するあまり、不安がひどくなりパニックになる。持病としての精神疾患に加えて、他
の病気やけがのせいで精神疾患が余計悪化する傾向が強い。

19 ・説明に多くの時間を費やす。心が不安定になりやすい。



自己コントロールの困難性

20 ・身体的な能力の低下などはなくても、精神障害による意欲や作業能力の低下によって作業やその他の活動
から離れていく

21 ・」高齢による事情でサービスが利用しにくくなる場合がある（各戸送迎ではなく自力通所が基本となる形態で
は通所そのものが困難、など）。」

22 ・生活習慣病のリスクが高い印象（若年の頃からの高リスクな生活を改善することが難しく、そのまま高齢化し
ていく）。

23 ・自分でコントロール出来ない為、体調に合わせた食事等が出来ない方が多いので、配慮は必要。

24 ・（白内障や他の病気等で）いったんお休みが続くと（精神的にも）お休みがちになられるケースがあると思い
ます

25 ・身体機能の低下に伴いＰＴとの連携が強くなってきている

その他特性

26 ・７時間余りの作業時間としての拘束があるため、身体的に疲れやすい

27 ・慣れ親しんだ支援者でないと、支援を拒否したり嫌がられたりするケースもあり、どの支援員でも対応できると
いうことでなないと思います（信頼関係がより重要になると思います）。

28 ・社会性に弱さを抱え、対人面でのストレスの影響に敏感。

29 ・コミュニケーションの問題で、まわりの意見や指示が受け入れられなくなっていく。

30 ・介護拒否。

31 ・頭のイメージと行動が伴わない。

32 ・高齢になってからでてくることと、もともとの障害特性とは分けて考える必要があると思います。障害特性とし
てはコミュニケーションの難しさ、認知の独特さなど、ひとりひとり違ったものがあると思います。いまのところ事
業所として認知症のような症状の方がいないですが、高齢になってきてできにくくなってきたことについてよく
観察していく必要があると思います。

33 ・原疾患が年齢を重ねることで障害が重複、重度化する事例が多い。特に運動器面やてんかん発作は年齢と
共に大きな変化を見せることが多い。

34 ○プライドは高いが、変化に弱い。
○自分の考える能力と実際が伴わない。

35 ・骨粗しょう症（女性）への注意。　認知症（弱年含む）の増加。視野の減少（白内障の増加）。肺炎による死の
増加。転倒による怪我の増加。

36 ・頑固になる。

37 ・日常生活に支障をきたすまでもない様々な面での衰えに対する本人の許容範囲が狭い。

38 ・新しいことに取り組んだり、考え方を拡げていくことに抵抗があったり、考え方が固まっていること。

39 ・人とうまく接することができず、複数での生活を苦手とされている方が、少し多いように感じる。

40 ・ゆったり静かで落ち着いた環境の中で過ごしたいと思っている。

41 ・自分の体力や機能の衰えが認識しにくく、元気だったころのように行動しようとし、危険を感じることがありま
す。

42 嚥下機能の低下。（誤嚥性肺炎のリスク）

43 ・こだわりが強くなる　　・足腰等身体機能の低下　　・環境の変化に弱い

44 ・動作が鈍くなる。・記憶、理解力の欠如。・意欲の低下。・健康面（血圧の高値、失禁、失便）・食事面（誤
嚥）・身だしなみ。

45 ・現在利用されている高齢障害の方の施設への執着心。



46 ・それぞれの障害の特性によって異なると思われるが、全体的に認知面が低下してきている様に感じられる。
視覚や聴覚からの情報量が低下するため、元々の障害が重度化し、日常生活に支障が出ている利用者もい
る。

47 ・作業などの取り組み意欲には個人差が大きい。健康にも個人差が大きい。

48 ・環境への順応に時間がかかってしまう。他の利用者との関係を作るのに配慮が必要。

49 ・当事業所の利用者においては、一年前にできていたことができなくなってきていると作業を通して感じる。ま
た、工賃ＵＰに対する意欲もないと感じる。

50 ・時代性もあるが、比較的元気な方が多い。

51 ・働くことに対する意識が高く（そこで認められてきた経緯があるので）ゆっくりする、のんびりするという余暇の
過ごし方ができない人が多い。

52 ・当法人で実施する事業全体で考えた際に、健康体の維持が難しいと感じることがあります。加齢とともに若い
頃からの持病や疾病が悪化したり、治療を進めていても食事内容の改善ねど生活を整えていくことに関して
支援者のサポートは必要になってくる頻度が高くなると思います。

53 ・当事業所の移行実績のある利用者については、まだまだ、障害面での配慮が必要な方で、介護保険制度を
手厚く利用する状況にはなく、移行に対する、不安感がまずは強く出てきます。

54 ・知的障害の方や発達障害の方は、環境の変化により不安定になられたり、ゆったりすることが逆に苦痛で
あったり、集団で一つのことをすることが苦手な方が多い。それと自分の気持ちを伝えることが出来ない人も多
いためストレスを抱えて２次障害を引き起こすことが想定されます。

55 ・もともともっている障害に加え高齢に伴う機能低下があり、本意が伝えにくいのではないか。

56 ・仕事熱心である。

57 ・こだわりが強く、こちらの指示が伝わりにくい時がある

58 ・加齢に伴う認知能力の衰え。

59 ・また若いころ健康だった高齢者に比べて、骨密度が低かったり拘縮等があったり、身体障害だけでなく知的
障害や精神障害を併せ持っておられる方が多いため、支援の方法や注意点が多様化しているように感じる。

60 ・少ない社会経験の中で、さらに選択範囲が狭くなる。また、その限られた経験の中でこだわりが強くなる傾向
があり、人によっては警戒し、社会サービスを拒否する傾向があると思われる。

61 ・一人でゆっくりするということが難しく常に人と関わりたいという気持ちも強いため人への介入が高くなったり、
言葉の理解が難しいこともあり、トラブルに発展しやすい。

62 ・人によるのかもしれないが、健常者と同様に本人は高齢者という認識はあまりないので、他の利用者と同じよ
うに接するようにしている。年寄り扱いされるようなことはイヤがる。

63 ・特性というか当たり前の事ではあるが、高齢になるにつれて、健康面の低下や体力の低下等は顕著に表れ
る。

64 ・障害特性も様々であるが、そこに認知症や機能低下が加わると、全く別の対応が必要となる。特性がより強
化されるケースと、気力も体力の低下し、これまでのようなやる気が失われ、何もされないようになる。

65 ・「働きたい」「まだ働ける」という意思はあるが、身体の老化で若い時と同様に働くのが難しくなってきている。
(本人の自覚がむずかしい)

66 ・本人の中で「できること」「できないこと」の区別ができていない。

67 ・障害高齢者でなくても高齢者なら同じだが、慣れた暮らしから慣れない環境へ移ることは、本人の心身に悪
影響を及ぼう危険が大きい。障害高齢者の場合、それまでの環境から強い支えを得て暮らしてきた方がほと
んどであるため、なおさらそのことの影響は大きいと考えられる。

68 ・短時間の外出や作業においても疲れやすくなっている傾向がみられる。歩行時の見守りや階段などでの介
助が必要な場合もある。今後、言葉のやり取り等のコミュニケーション力も徐々に低下していくのではないかと
懸念している。

69 ・作業中でのスピード低下や居眠り。



70 ・こだわりは、強くなってくる。協調性・順応性も厳しくなる。知的ゆえなのか、認知が始まっているが故の特異
な行動なのかの区別が難しい。

71 ・障害があるがゆえに、多くの人たちの交わっての交流などできにくい、嫌だという方もいる。個々のケースで
対応は違うと思う。

72 ・プログラムの参加が苦手。

73 ・スタッフとの１対１の会話を希望されることが多い。

74 ・ざわざわしている場や人数の多い場が苦手。

75 ・身体的に老化が早い。作業能力の低下。視野が狭くなり、判断力が鈍くなる。我を通すようになる。状況判断
が出来にくくなる。せっかちになる。10～20才代の人と同じように(食事面をはじめ)日常を送ろうとする。

76 ・徘徊、盗食、体力低下、機能低下、意思疎通低下

77 ・元々の障害にプラスして身体機能低下、二次障害を併発することによる精神面の不良。

78 ○病気等で機能低下してしまった際、身体の機能低下していることを本人が受け入れにくい。
○機能低下の速度が速い。
○支援者への強い依存。

79 ・健常者が高齢者になるのと比べて、圧倒的に経済面が脆弱であることがあげられる。また、判断する機会や
力が少なかったり弱かったりするため、適当なサービスを選択できない可能性が高い。そして、困ったことを
困ったと思えない、表出出来ないもしくは弱い方もいるため、単に「本人が言っているから」、「本人が言わない
から」を理由に支援者がサービスを調整をしたり、今の暮らしを本人の責任にもっていくリスクが高いため、支
援者はより本人に関心をもち付き合っていく姿勢が必要と思われる。

80 ・障害の種類もその中味も一人一人違う方々がさらに高齢になられて高齢から来るハンディを併せ持つことに
なるわけですから、障害者の高齢者ケア専門サービスが必要となるのではないでしょうか？より専門細分化す
るので難しいこととは思いますが、上記のような発想ではどうかと疑問に思います。

・当法人で実施する事業全体で考えた際に、健康体の維持が難しいと感じることがあります。加齢とともに若い
頃からの持病や疾病が悪化したり、治療を進めていても食事内容の改善ねど生活を整えていくことに関して
支援者のサポートは必要になってくる頻度が高くなると思います。

81 ・障害高齢者は通常の高齢者と異なり、生まれた時から障害を持っている・就労経験がない等生活環境が全
く違うことが多く、生育歴を理解して支援する必要がある。

82 ・特に障害高齢者だからといって特別なことは感じたことがありません。



【障害通所系事業所】障害高齢者への支援等について意見等

1 ・軽度の知的障害の方においては、介護認定にて要介護が出にくく、結果これまでの障害福祉サービスと同
等のサービス（例えば週5日の通所サービス利用）を受けることが困難になられることが予測される。こうした
ケースも含めて65歳を超えて障害福祉サービスを利用される場合に適用できる事業（地域生活支援事業等）
を創設できないだろうか。

2 ・一般の介護サービスで特性に対応できるものはあまりないように感じます。サービスの内容、施設の構造両
面にわたって、高齢障がい者のための事業を創設してもらえると良いのではないでしょうか。

3 ・６０歳を越えてから急激に身体機能の低下が見られる方が増えました。また、今まで出来たことが出来なく
なっていくことを受け入れられない方が多く、精神面と身体面のバランスが非常に悪くなっていかれますので、
まず安心して過ごせることと手厚い支援が提供できる環境が必要だと考えます。そして今後増えていく一方で
すので、障害高齢者の支援施設が必要になってくると思います。

4 ・特に知的障害の方は、なかなか一般の高齢者施設ではうまく適応出来ないところが多くあると思います。知
的障害の方にも対応した施設の整備が必要ではないかと思います。高齢になっても「まだ働きたい」という声
は多くあると思います。

5 ・知的高齢障害者の方の行き場所がない。

6 ・高齢のために事業所を辞めさせられるのではないかと心配している利用者もいる。

7 ・障害サービスから介護サービスに移行するするときに、それまでのサービス量が確保できないなどの問題が
あるので、なめらかにサービスがスライド移行できるようにしていただきたいと考えます。

8 ・介護保険サービス側に受け入れの余地があるならば、65歳でサービス移行することを絶対にしても良いよう
な気がします。少なくとも、65歳を迎えるに当たって必ず関係者会議を開催し、サービス移行について協議さ
れるべきだと思います。高い工賃を受け取っていてその収入がなくなると困る方、自閉症者などでまだまだ行
動問題が顕在される方、医療ニードの高い方などは障害福祉サービスで継続した方が無難と思いますが、65
歳まで生きてこられた方の中では、介護福祉サービスに変わっても受け入れられるぐらいの落ち着きと経験を
お持ちの方も多いと思います。「同じ施設でずっと居てマンネリ化している」というような意見と「環境変化への
適応が心配」という意見の両方を聞きますが、施設側の事情で語られていることの方が多いように感じていま
す。

9 ・重心障がい者の地域生活の充実を図るには、各種支援（前記内容）が必要不可欠になる。そのことが、介護
保険対応となってもこれまでと同様の支援が得られることが必要と考える。

10 ・介護保険と障害福祉の併用できる人と出来ない人の違いは何でしょうか。

11 ・障害サービスから介護保険への移行が家庭環境や本人の意思等も含め、非常に難しいように思う。今後、
移行できない利用者が増加する傾向は考えられる。移行するには、市町村や相談支援担当者と連携する必
要がある。

12 ・制度的には難しい面があると思うが、色々な方がおられる中で突然介護が必要というよりも段階を経て介護
が必要な状態になられることが多いと思うこと、また介護保険サービスへの体験（経験）という移行前の準備期
間が必要な方が多いのではないかと思うので、移行期間等曜日によってはデイサービスや機能訓練等介護
保険サービスを体験していけるよう柔軟に選択出来ると良い。

13 ・入所系障害福祉サービス事業所→特老という流れ、本来あるべき姿ではないと考える。その一方で入所され
る方が既に高齢であり介護保険導入までの繋ぎとしての役割をなす事がある。入所の理由は様々であるが同
居困難、独居困難が背景にある。

14 ・施設数が少ない事や定員問題から考えると高齢になっても今まで通り通所したいというニーズは大切だが、
介護保険と併用、または移行する事が可能な方は優先的に利用していくなどが必要。→施設数や定員に余
裕があり、児童等が数年後通所できればいいが。

15 ・高齢者のデイサービスは、入浴や食事、遊び等のレクリエーションをメインのサービスにしているところが多い
ように思う。高齢者のサービスでも、仕事がメインのデイサービス事業所が増えてくると、認知症や高齢の知的
障害者、身体障害者の方の生活がより有意義なものになるように思う。

16 ○障がいサービスを軸に介護サービスを併用しながら時間をかけて介護サービスに移行している。
○本人の納得が第一。

17 ・制度がまだまだ十分でないので、今ある制度を柔軟に活用して欲しいです。介護サービス優先で、制度に合
わないと障害サービスを切り捨てるような運用がみられるのは非常に残念です。



18 ・支援者の専門性の不足、サービスの不足（特に入浴）がみられる。専門性については研修等の機会を増や
していただきたい。サービスの不足については、利用者負担を増やすことなくサービスの利用を確保していた
だきたい。夜間に高齢デイサービスの施設を利用するなど柔軟なサービス提供ができるようになればよいと思
う。

19 ・在宅の障害高齢者は、支援している家族の高齢化も目立つ。少しでも在宅生活を続けるためにも、行政・
Co・ケアマネ・サビ管や障害と介護保険のサービス事業者同士の連携が重要になってきていると思う。

20 ・制度上のことではあるが、介護保険優先ありきではなく、個々のケースについて本人や家族の意向を踏まえ
丁寧な対応があるべきである。移行するかしないかや、移行するにしても引継ぎのことも踏まえ、老人福祉の
事業所等を交えたケース会議を実施する等、より丁寧な対応が必要ではないかと思う。

21 ・高齢障害者も一般の高齢者と障害を除いては老化に対しては同じところもあるので概ね雇用関係が築けな
かった方等は、やや障害が重いところもあるので作業所の延長線上での介護保険通所施設を考える必要が
あるかもしれません。

22 ・65歳になったからという理由だけで介護保険へ進めるということがないしくみ。

23 ・健康維持や医療との関わり、また生活技能面での支援は重要と考えますが、同様にこれまでの人生を振り返
り、支援者と共にそれぞれの人生を誇れるような関わりがとても大切になるのではと考えます。これまでの人生
は一人ひとりことなりますが、作業所を長年にわたり利用されておられる方も多く、年齢の区切りだけで介護保
険サービスに移行することはその人の人生に寄り添ったものとは言い難いと考えます。

24 ・本人の意志を尊重し、利用者主体の利用ができるようにしてほしい。

25 ・障害系サービスを６５歳を超えても利用したい要望が圧倒的に多い。

26 ・障害分野がしっかりと制度化され、昔から利用されている方も６０歳・７０歳を超えられる方が出てきたが、高
齢分野の利用が難しいため、できれば介護保険「優先」とはなっているが、障害のある方は障害専門で受けて
いきたい。

27 ・現在の生活介護事業の報酬単価では、人員配置体制加算を受けても安全な対応を確保できる支援員数が
維持出来ないのではないか。重症心身障害者についての個別加算や高齢者に対する加算等があればありが
たい。

28 ・障害者サービス施設は、バリアフリーや器具等が高齢者向きではないところが多いと思うので、それを整える
ための助成を考えていただきたい。

29 ・トイレ改修や自動ドア改修などの費用の補助があれば助かります。

30 ・「住まいの場」の確保、しかもある程度バリアフリーの建物が必要。親なき後の暮らしを考えるのに、「そうなっ
てみないとわからない」と、しのぐことが優先されて、「これからの暮らしの質」まで考えられない状況になってし
まう。地域にホームや入所施設の社会資源があることでの安心感は必要だと思う。

31 ・当事業所の障害高齢者は当事業所での経験が長く、事業所が提供している労働（働くこと）サービスにも積
極的にかかわり、また、集団ですごすことによって協調性がはぐくまれ、日本人の日中活動として定着してい
る。そうした利用者の思いを大切にしつつも高齢による二次障害や体力の低下に対する支援においてはスキ
ルアップも図ることも大切だが人員不足は否めない。

32 ・原則的に65歳なれば介護保険優先はわかりますが、先日高齢利用者の古希のお祝いを施設でしました。本
人は「最高です。こんなうれしいことはありません」と感想を述べてくださりました。嬉しそうな表情を見ていると、
通いなれた施設や環境仲間関係を一日でも長く大切にしてあげたいと強く感じました。

33 ・生活介護利用開始時の年齢制限を撤廃すること。（６５歳超の方は生活介護を新規利用できない　→介護保
険対象者）高齢者利用加算制度など…

34 ・年代階層別の事業所の設定。

35 ・高齢障害者の対応が増えるにつれ、生産活動に大きく影響し、目標工賃向上という視点から相反する。

36 ・看護師の常勤化が必須となってくる。その財源確保が難しい。看護師複数配置加算があっても重心利用者
が５割いない事業所では厳しい。

37 ・緊急時に診察・対応してもらえる医療機関の確保

38 ・当方の圏域では、高齢障害者の支援について考えるプロジェクトを立ち上げ、障害分野、介護事業所が意
見交換をする場をつくっていただいている。今後、こうした場の必要性と、活用について大きな役割があるよう
に感じる。



39 ・障害による考えの隔たりがあり、高齢化と共に改善される期待はないので、障害と介護がかさなると負担が大
変になる。

40 ・午前８時３０分から午後５時までと作業時間が長いため、利用日数を減らしたり、一日の利用時間を短縮す
る。

41 ・当事業所では、就労を目指す利用者から病状の安定や生活のリズムをつけることを目標に利用している高
齢利用者まで幅が広い。Ｂ型事業所として工賃向上計画など立てないといけないが実態と合わないと感じて
いる。今後、介護度が出ないと思われる高齢利用者が、慣れた事業所で安定・安心して利用を続けられるの
か、また、事業所は80歳近い利用者をいつまで受け入れていくのか、時に不安になる。

42 当事業所では、創作活動の中で、若い方用・年配者用に分けたメニューを提供できるよう努力しているところ。

43 ○拘りの強い自閉症の方々の場合、高齢になることで、今まで出来ていたことが出来なくなってくるので、ます
ます個別の支援が必要となる。
○支援者の理解とスキルの向上もより必要である。

44 ・知的障害の方であれば、健常者に比べ社会経験（就業、結婚、子育て、外出の機会、等）が乏しく年老いて
きたということを前提に生活支援やレクリエーションなどの支援を組み立てることが大事。

45 ・散歩、軽運動を定期的に取り入れたいが天気、人出などうまくいかずあまり出来ていません。室内で出来るも
ので何か良いものはないか思案中です。

46 ・健常者であれば高齢期は趣味など域外を求めて活動するが、高齢障害者は「作業所しか知らない」というこ
とに陥りやすく、終末期に向け、生きがいなどを感じてもらえる取り組みも必要ではないか。

47 ○単身生活者の夕食サービス（配食弁当）
○生活面の見守り

48 ・障害者の支援する上で、療育は年齢を重ねても非常に重要な支援となる。

49 ○就労を目指して訓練しながら本人の体力や希望にそった就労先を見つけていきたいが、就労先の確保が
むずかしい
○「働きたい」という本人の気持ちをくみ取り、大切にしながらも「できること」「できないこと」に気づき納得しても
らえるよう支援していく。

50 ・生活面、健康面での不安をできるだけ取り除くため日頃から会話を多くしているが、そんな中でも孤独になら
ないように周りからの声かけを心がけている。

51 ・前項に挙げたことをフォローする制度として成年後見制度があげられるが、適切な契約行為や悪質な売買
行為を防ぐ部分では有益である。しかし、本人の思いの表出が難しい人も多数いるため、適切なサービスの
選択、本人の思いの実現には、健常者の高齢者と比べより本人に付きあっていく姿勢が後見人や保佐人に
求められる。また、後見報酬を助成する制度を充実させないと、利用したくても利用できない。もしくは、利用し
たばかりに経済的に苦しくなり、サービス利用を控えたり、暮らしの質を落としたりと本末転倒な結果になってし
まう。

52 ・自尊心も大切にしながら、より分かりやすいコミュニケーションを心掛けることが大切だと思います。意思決定
が難しく、成年後見人制度へのニーズは高まると思います。

53 ・現状では、障害高齢者は、それまで暮らされてきた障害福祉の世界で暮らし続けられることが望ましい。その
ためには、障害分野の支援スタッフが、高齢者の介護を学べるようなシステムも必要である。また同じことが、
高齢者福祉の分野の介護スタッフについても言える。また将来的には、介護・支援やケアマネジメントの基本
知識や技術いおいて、双方の垣根が低くなり、法や制度がある程度統合されてくることも必要ではないかと考
える。

54 ・生活支援のための法施策やサービス、人材や施設、年金などの経済的支援の整備が必要である。また住ま
いなどの住環境も含めて有形無形、公民の社会資源が実情に即して用意・提供・有効活用される仕組みが望
まれる。

55 ・もう少し計画相談が機能すれば前進できると思います。

56 ・対一の関わりが多く、認知症との区別がわからない

57 ・障害者が高齢になると、健常者の高齢者で障害が出てきた方とほとんど変わらない状況に。ただ、意思確認
がより困難となり、頼れる家族も居ない状況が考えられる。

58 ・高齢者施設で丁寧な支援を受けた方が安心できるのではないかと思う事が多い。当事業所では年齢で特化
した支援が出来ないが若い利用者と居ることで本人も元気でいられるのかもしれない、他の利用者に手伝っ
てもらえる利点もある。


