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The purpose of this study is to understand and discuss the current status of leisure activities involving outings of 

persons with disabilities and Individuals with severe motor and intellectual disabilities who use support facilities and 

welfare service offices for persons with disabilities. We conducted a questionnaire survey targeting facilities and 

offices that provide services in Habikino City. As a result, it was found that what the staff of the facilities and offices 

consider important when conducting leisure activities that involve going out is the problem related to defecation of 

the disabled. As opinions about going out, problems related to the planning of outings, society's understanding of 

disabilities, problems with the mobility environment, and the impact of the COVID-19 were revealed. 
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1 はじめに 

1-1 研究の背景 

 我が国では国民の約 7.6％が何らかの障がいを有しており、障

がい者人口は年々増加傾向にある 1)。「障がい」とひとことで言

っても様態はさまざまであるが、一般的に、障がい者は自身の障

がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける状態にある。近年、バリアフリーやユニバーサ

ルデザイン等を考慮した環境整備が進みつつあるとはいえ、障が

いのある人々にとって外出は容易なものではない。とりわけ、重

度の肢体不自由と知的障がいのある「重症心身障がい者（以下、

重心者）」は障がい者自身の身体的機能や介助者の負担などから、

外出自体が困難な場合がある。 

加えて、近年の障がい者福祉においては「地域で自立した生活

を行う」ということが重要視されてきている。地域で自立した生

活を行うためには、障がい者施設や事業所等で提供される外出等

の支援サービスを利用できる体制や環境づくりが重要であり、障

がい者だけでなく介助者も一緒に無理なく外出できるアクセシ

ブルな環境の構築が望まれている。 

「外出」とひとことで言っても通勤・通学・買い物など様々な

目的がある。その中でも外出を伴う余暇活動は、健全な心身の発

達・維持の実現のために必要な要素の一つであると考えられる。

一般的に、余暇活動とは、生活に必須な食事や睡眠、身の回りの

用事などの基本的な活動や、仕事や家事などの労働以外で自由に

過ごすことのできる時間のことを指すが、『自ら選択した何らか

の活動に参加することで、日々の生活に潤いを与え、通常の豊か

な暮らしを享受する社会参加の一つのかたちである』2)と述べら

れているように、当人の生活の質の向上や維持に寄与するもので

あると言えよう。 

1-2 既往研究 

障がい者と余暇に関して、伊藤ら 3)は、特別支援学校を対象に

実態調査を行い、余暇支援と社会参加に関する取り組みは生活の

なかで必要であると指摘している。土木分野では、障がい者の外

出に関する研究が発表されている。例えば、木村ら 4)は、障がい

者の交通需要は潜在的に高いことや、公共交通機関、交通安全施

設の整備とともに、多種多様な障がいのある人々が可能な限り多

く受容できる交通安全施設・マニュアルづくりの検討が必要であ

ると指摘している。三村ら 5)は、知的障がい者の交通行動特性と

して、通勤・通学・買い物などの目的が多く、比較的外出頻度が

他の障がい者に比べて高いことを明らかにしている。秋山ら 6)

は、利用者の心理的特性を考慮した道路づくりの重要性を挙げて

おり、障がい者の外出を支える道路は障がい者の身体的特性に合

致したものでなければならないと、道路の現状から課題を述べて

いる。これまでの研究は、施設や環境を取り上げたものや、外出

の中でも買い物や通勤・通学・通院などの生活を送るうえで最低

限必要な外出を対象とした研究が多く、余暇に関わる外出活動に

ついては触れているものはない。加えて、本研究で対象としてい

る、重心者を対象とした研究となるとさらに発表数は限定的であ

る。 

1-3 研究の方法および目的 

本研究では、障がい者の外出などの移動支援等のサービスを提

供している障がい者支援施設および障がい福祉サービス等事業

所（以下、施設・事業所とする）を対象にアンケート調査を行い、
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施設・事業所を利用する障がい者および重心者の外出を伴う余暇

活動の現状を把握し、考察する。 

本研究により、各施設・事業所が外出を伴う余暇活動を実施す

る際に考慮している点や課題を明らかにすることで、障がいとな

っているものを把握するとともに、障がいを軽減するための配慮

事項や取組を探ることで、障がい者や重心者がより安全で快適な

外出および外出を伴う余暇活動が行える環境づくりに向けた基

礎的知見を得ることを目的とする。 

 

2 調査概要 

 表1にアンケート調査の概要を示す。 

調査の対象は、サービス事業の対象圏域に大阪府羽曳野市を含

んでいる施設・事業所である。調査対象の抽出は、羽曳野市福祉 

 

表1 アンケート調査の概要 

調査対象 羽曳野市をサービスの対象とする施設・事業所：55カ所 

調査期間 2020年7月中旬～2020年8月中旬 

調査方法 郵送調査（調査票を郵送により回収） 

回収票数 有効回答数7票（有効回答率12.7％） 

調査項目 

(本報で示す内容) 

・施設の基本情報 

・2019年度に施設が催した最も大きな外出活動・行事 

・新型コロナウイルス蔓延の感染対応            など 

 

支援課と4事業所が共同で編集・発行している「はびきの事業所 

ガイドブック（障害福祉編）2018 年版」、もしくは、（独）福祉

医療機構が運営する総合情報サイトWAM NETに掲載・登録さ

れている施設・事業所である（2019年7月末現在）。調査では外

出や外出を伴う余暇活動に関する質問項目を設定していること

から、前者は、地域生活支援事業（移動支援）、後者は、重度訪

問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護

のサービスを実施している施設・事業所とした。 

調査は2020年7月中旬から8月中旬に郵送調査法により実施

した。全 55 の施設・事業所に調査票を配付し、7 施設・事業所

から有効回答を得た（有効回答率約 12.7％）。主な調査項目は施

設・事業所の基本情報や利用者の外出や余暇活動に関する内容に

加え、外出を伴う余暇活動の実施に影響を与えると考えられる新

型コロナウイルス感染対応などについて尋ねた。また、本報では

言及しないが、施設の運営、建築・設備、避難対応などについて

も調査している。 

  

3 調査結果 

3-1 施設・事業所の基本情報 

 表2に回答施設・事業所の概要を示す。「施設分類」は入所型

と通所型の2分類であり、通所型の運営形態の施設・事業所の回

答が多い。 

 「利用者数」についてみると、回答のあった施設・事業所は7

表2 回答施設・事業所の概要 

回答施設・事業所 施設01 施設02 施設03 施設04 施設05 施設06 施設07 

施設分類 入所型 入所型 通所型 通所型 通所型 通所型 通所型 

受入定員[人] 50 50 60 50 40 20 10 

利用者数（障がい者）[人] 44 7 55 47 45 22 10 

 障害者 

支援区分 

[人] 

非該当 0 0 6 5 0 0 0 

区分1 0 0 0 0 0 0 0 

区分2 0 0 0 3 0 0 1 

区分3 0 3 6 8 1 0 1 

区分4 2 1 7 10 13 1 4 

区分5 0 1 15 9 19 0 2 

区分6 0 2 21 12 12 21 2 

障害種別 

[人] 

視覚障害 0 0 0 0 0 3 0 

聴覚・平衡機能障害 0 0 0 2 0 2 0 

音声・言語・そしゃく機能障害 0 0 1 0 0 20 0 

肢体不自由 0 3 10 10 8 22 4 

内部障害 0 1 0 3 1 0 0 

知的障害 44 2 52 45 45 21 3 

精神障害 0 1 0 4 1 0 3 

難病 0 0 0 1 0 0 0 

重症心身 

障がい者 

人数[人] 0 1 10 1 5 21 0 

割合[％] ― 14.3 18.2 2.1 11.1 95.5 ― 

利用者年齢 

[人] 

20歳代以下 44 0 15 19 13 12 1 

30歳代 0 0 18 7 11 9 0 

40歳代 0 0 16 12 6 0 1 

50歳代 0 4 3 6 4 1 4 

60歳代以上 0 3 3 3 11 0 4 

職員数（うち、常勤職員数）[人] 51(32) 46(11) 26(20) 26(8) 28(19) 19(8) 6(2) 

利用者数／職員数比 0.86 0.15 2.12 1.81 1.61 1.16 1.67 
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人から55人まで規模はさまざまである。どの施設・事業所も受

入定員と同水準の利用者が入所している。なお、施設02は有料

老人ホームであり、元々は障がい者の入所はなかったものの、入

所後に肢体不自由などの障がいを持つようになった利用者の人

数である。したがって、受入定員は50人であるが、入所者の内、

障がいを有している人数を利用者数として表中に記入している。 

利用者の「障害支援区分(1)」は、延べ利用者数188人中、区分

6に属する利用者が70人（37.2％）と最も多く、次いで区分5

が46人（24.5％）、区分4が38人（20.2％）であり、障害支援区

分が高く、必要とされる支援の度合いが高いと考えられる利用者

が多い。「障害種別」では全ての施設・事業所で知的障がい者の

利用があり、また、肢体不自由の割合も高い。重心者の人数やそ

の割合は施設・事業所によって差がある。例えば、施設06は利

用者のほとんどが重心者であり、重心者に特化した施設・事業所

であることがわかる。 

職員1人が受け持つ利用者数（職員1人当たりの負担を表す）

を表した「利用者数/職員数比」は、施設分類が入所型の 2 つの

施設・事業所は 1.0人未満、通所型の 5つの施設・事業所は 1.0

人以上である。各施設・事業所には常勤と非常勤の職員が必要に

応じて居り、職員にはヘルパー、看護師、事務職員などの人数が

含まれる。 

3-2 外出を伴う余暇活動の実施状況 

冒頭でも述べたが、障がい者にとって外出や外出先での余暇活

動は決して容易なものではなく、移動や活動を円滑に無理なく行

うためには事前の準備は必要不可欠と考えられる。とくに本研究

では、重心者の外出や外出先での余暇活動を対象としているので

あるが、本研究で余暇活動とは、非日常的な外出を伴う余暇活動

を指す。つまり、日常の散歩などは含めない。アンケート調査で

は、各施設・事業所が2019年度に各施設が催した最も大きな外

出を伴う活動・行事について尋ねた。表3にその内容を示す。 

回答のあった7施設・事業所のうち、6施設・事業所が外出を

伴う余暇活動を実施しており、外出先は県境をまたぐ外出が 4

件あり、うち3件は宿泊旅行である。目的地までの交通手段には、

多くが施設の福祉車両を利用しており、旅行会社を通じて運転手

付きのレンタカーの利用や、参加人数が多い施設・事業所は別に

貸し切りバスを利用している。移動時間は片道1時間を超える遠

方への外出が多いが、適宜休憩をとりながら実施している。これ

について詳細は後述する。参加者は交通手段や同行するスタッフ

の人数、利用者の希望や参加可能性が関係することから制約はあ

るものの、スタッフ1人あたり3名以内の利用者人数となってい

る。なお、重心者の参加は施設06のみであり、この状況からも、

重心者が外出を伴う余暇活動に参加することの困難さがうかが

える。 

3-3 外出を伴う余暇活動の実施にあたっての配慮事項 

 外出を伴う余暇活動の実施にあたり、施設・事業所が検討や配

慮したことについて、(1)外出前、(2)外出先に到着するまで（移

動中）、(3)外出先の3つの時点に分け整理する。また、長距離の

外出にあたっては休憩等の取り方が重要であることが予想され

ることから、(4)長時間外出時に休憩のために利用する施設につ

いて把握する。アンケート調査では、選択肢（複数回答可）を提

示し、該当するものを選択していただいた。なお、本設問に回答

可能な施設・事業所は、外出を伴う余暇活動を実施した6施設・

事業所である。 

(1) 外出前の配慮や準備 

外出前の配慮や準備に関する結果を図1に示す。図1より、「ト

イレや食事場所などの施設状況の把握」、「配車や乗車人数の組合

せの配慮」、「タイムスケジュールや行動計画をしっかり作成」が

5施設とほとんどの施設・事業所で実施されている。また、利用

者の服装、外出先までの移動経路、緊急時の対応についても考え

ている施設・事業所が多い。施設04および施設06は全ての内容

を選択していた。施設04は大人数での外出であり、施設06は重

心者との移動であることから、外出前に配慮や準備すべき事項が 
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図1 外出前の配慮や準備 

表3 2019年度に施設が催した最も大きな外出を伴う活動・行事とその外出先 

回答施設・事業所 

(利用者数) 

施設01 

(44人) 

施設03 

(55人) 

施設04 

(47人) 

施設05 

(45人) 

施設06 

(22人) 

施設07 

(10人) 

活動・行事 宿泊旅行 宿泊旅行 宿泊旅行 遠足 外出体験 花見 

外出先 
奈良県 

川遊び、ショッピング 
兵庫県淡路島 

兵庫県神戸市 

神戸動物王国等 

奈良県 

カントリーカフェ、 

ハーブクラブ 

関空テラス見学、 

長居スポーツセンター 

(ボーリング体験) 

IBU(大学)など 

交通手段 施設の福祉車両 
レンタカー 

(運転手つき) 

施設の福祉車両、 

貸し切りバス 
施設の福祉車両 施設の福祉車両 施設の福祉車両 

片道1時間以上 

の移動時間の有無 
有 有 有 無 有 無 

参加利用者数 15 14 36 7 12 5 

スタッフ人数 10 5 16 3 13 3 

重心者参加の有無 無 無 無 無 有 無 
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多く、帯同するスタッフとの確認なども十分に行う必要があると

考えられる。なお、その他の意見には、「利用者に行事について

の注意点をしっかり伝えた」や「担当や、場面場面で誰が誰と一

緒にいるのか体制」が記載されていた。 

(2)外出先に到着するまで（移動中）の配慮 

外出先に到着するまでの移動中の配慮に関する結果を図 2 に

示す。図2より、「利用者の容態を注意深く確認した」が全施設

で選択されている。また、交通安全や利用者や職員の位置の把握、

利用者の気分への配慮をしている施設・事業所が多い。重心者と

の外出を行っている施設06は全ての内容を選択している。今回

は回答数が少ないため統計的には示せないが、重心者との移動で

は外出先に到着するまでの移動中に配慮すべき事項が多くなる

ことも考えられる。なお、その他の意見には、「2月だったので、

他人と接すること」といった新型コロナウイルスのことを示唆す

る内容が記載されていた。 

(3)外出先での配慮 

外出先での配慮に関する結果を図3に示す。図3より、「利用

者の状況（楽しんでいるか否か）を気にかけた」、「利用者の状況

（安全かどうか）を気にかけた」が全施設・事業所で選択されて

いる。また、「外出の様子を写真やビデオなどで撮った」、「利用

者と職員（介助者）のペアづくりに配慮した」、「他の一般客等の

状況を気にかけた」が5施設とほとんどの施設・事業所で実施さ

れている。全施設・事業所共通として外出を実施しているときの

利用者の楽しさと安全性の確保を最優先に考える行動が行われ

ていると考えられる。なお、重心者との外出を行っている施設

06は10項目中8項目を選択しており、他の施設・事業所と比較

して選択数は多い。 

(4) 長時間外出時に休憩のために利用する施設 

長時間の外出にあたっては障がい者が利用可能な休憩施設の

有無や休憩のタイミングが重要となる。あらかじめ行程の中に予

定を確保するだけでなく、状況の変化に合わせた柔軟な対応を行

うにも休憩拠点の把握は必要である。そこで、外出時に休憩のた

めに利用する施設について選択肢を提示し尋ねたところ、図 4

の結果となった。なお、本設問には、2019 年度に片道 1 時間以

上の移動時間の長時間の外出を実施した施設・事業所のみに尋ね

たものであるため、全回答数は4票である。 

図4より、「多目的トイレのある施設」が全ての施設・事業所

で利用されている。また、「広い駐車場のある施設を利用する」

も3施設と多くの施設が利用していることから、利用者の通行空

間や介助空間を考慮した施設が利用されていると考えられる。 

3-4 障がい者の外出の問題 

外出全般についての意見を自由記述型式で尋ねた結果を表 4

に示す。あげられた意見をみると、時間、場所、空間的な面で外

出先が制限されてしまうことが指摘されている一方で、積極的な

外出を行うことで環境の整備に役立てようとする行動をとって

いることがわかる。また、「気持ちの部分の障壁」とあるように、

障がいや障がい者に対する理解の促進が求められている。さらに、

新型コロナウイルス蔓延による活動への影響として、外出を伴う

活動が実施できなくなることを心配する意見もあげられている。 

 

4 新型コロナウイルス蔓延の感染対応など 

外出を伴う余暇活動は利用者の安全性を最優先に考え、施設・

事業所がさまざまな工夫や配慮を行うことで、参加者や参加者の

家族、そして同行するヘルパーなどのスタッフの不安を抑えるこ

とで実行可能となる。しかし、新型コロナウイルス蔓延により、

外出を伴う余暇活動はおろか、外出自体もできなくなる状況とな

6

5

4

4

1

1

利用者の容態を注意深く確認した

交通安全に気を付けて慎重に移動した

利用者や職員の位置を把握するように努めた

利用者の気分が高まるように声かけした

交通情報や混雑の状況を確認した

その他

（選択数）

 

図2 外出先に到着するまで（移動中）の配慮 

 

6

6

5

5

5

4

4

3

2

1

利用者の状況（楽しんでいるか否か）を気にかけた

利用者の状況（安全かどうか）を気にかけた

外出の様子を写真やビデオなどで撮った

利用者と職員（介助者）のペアづくりに配慮した

他の一般客等の状況を気にかけた

外出先の施設や設備の状況を直接確認した

周辺の交通（自転車・車など）を気にかけた

外出先に到着するまでの移動経路を確認した

特別な体験ができるような時間をつくった

外出先の職員の状況を気にかけた

（選択数）

 
図3 外出先での配慮 

 

4

3

2

2

1

多目的トイレのある施設

広い駐車場のある施設

通行空間のバリアフリーが整備された施設

飲食ができる施設

広い休憩スペースのある施設

（選択数）

 

図4 長時間外出時に休憩のために利用する施設 

 

表4 障がい者の外出に関する意見 

・時間等の制約があり、行先がマンネリ化している。 

・バリアフリー化が進むなど、障がい者の社会活動がかなり一般的に

なって来ているが、障がい者と出会ったときに「どう接していいか

わからない」という声を多く聞くため、高等学校などで障がい者施

設での体験実習を必須にするなどして、気持ちの部分の障壁をとり

除くことが必要。 

・それぞれの障がい者の特性等により様々 な制限が掛かってしまうた

め、大人数での外出となると場所も限られてしまうことが現状であ

るため、どんな所でも気兼ねなく外出することができるようになっ

ていければ良い。 

・「出ないと理解が広がらない」と思い、積極的に公共交通機関を使

ってきたため、公的施設にエレベーターができ、駅に駅員が配置さ

れるようになった。 

・コロナのために今後の活動や外出について大きく変わる（後退）。 

・2020年は春、秋の外出は中止、合同運動会も中止（訪問施設内での

活動ばかりになると思う）。 
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っている。ここでは、2020年 3月～2020年 7月現在までの約 5

か月の間に各施設・事業所が行った新型コロナウイルスの感染対

応について整理する。アンケート調査では、当該の期間について、

3 月（外出自粛要請時期）、4 月・5 月（緊急事態宣言時期）、5

月末～7月現在（緊急事態宣言解除以降）の3つの時期について

自由記述型式で尋ねている。結果を表5に示す。 

表5より、「外出自粛要請がでた頃」は消毒など施設内での感

染防止対策の実施が中心に行われていたが、「緊急事態宣言がで

た頃」は施設の利用自粛や外部との接触を断つ対策がとられた。

そして、「緊急事態宣言解除以降」は若干、措置を緩和したもの

の、引き続き感染対策を継続している施設が多い。市中の感染状

況や政府・自治体等からの要請に対応する形で対応がとられてい

ることや、宣言解除後に施設・事業所の利用は再開するものの、

この時点で7月以降のイベントの延期や中止を判断した施設・事

業所もあるなど、継続して厳しい対応により感染対策が行われて

いることがうかがえる。 

なお、新型コロナウイルス蔓延後の施設および利用者の変化に

ついて自由記述型式で尋ねているが、施設の変化としては労働負

荷の増加によるストレスの発生や職員の退職、利用者の減少によ

り一時休業をせざるをえないなどの意見があげられた。また、利

用の変化としては、外出の禁止により利用者の精神面が不安定に

なったり、自宅介護の時間が増加し、利用者家族の負担が増加し

たなどの意見が挙げられた。 

 

5 重心者の外出を伴う余暇活動に関する現状（施設06の事例） 

施設06は、通所型の施設で、重症心身障がい者の利用は全体

の9割でほとんどの利用者が重症心身障がい者である。利用者数

／職員数比は 1.16と本調査の通所型施設の中で最も職員 1 人あ

たりの負担が少ない数値であるが、利用者のほとんどが重症心身

障がい者であるため一概に負担が少ないとは言えない。施設 06

は積極的に外出を伴う余暇活動を実施している施設であり、2019

年度の最大の外出行事では、県内への遠足を実施している。また、

本報では紙面の都合上割愛しているが、定期的に福祉農園での農

作業や草花の栽培、12 月に 7 名が参加した外部でのクリスマス

リースづくり、正月に14名が参加した神社への初詣など、積極

的な外出を伴う余暇活動を実施している。その他、2019 年度は

台風で中止になってしまったものの、体育館を借り、他の施設・

事業所と毎年合同で実施しているスポーツ・レクリエーション事

業なども行ってきた。 

施設・事業所の設立から約20年が経過し、設立当初から積極

的に外出を伴う余暇活動を実施してきたことで、外出に関するノ

ウハウが蓄積されていると思われる。アンケート調査での配慮事

項に関する回答からも、多くの配慮や事前の準備が行われている

からこそ、利用者の多くが重心者であっても安全に円滑な外出を

実現してきたと思われる。 

そして、新型コロナウイルスの感染対応としては外部からの訪

問の禁止を徹底しており、2021 年 8 月末現在も継続中である。

別途実施したヒアリング調査では、新型コロナウイルス蔓延の影

響として、労働負荷が高まり、数名の職員が退職したことによる

労働力不足が生じていること、利用者側も通所自粛により利用者

家族の介護負担が大きくなったり、通所している利用者の中には

大きな声を出したり、泣き出したり、ストレスを感じていると思

われる場面が表れていることが報告された。そこで、施設・事業

所としては、外出できない分、ゲーム時にお菓子つりやお菓子つ

表5 新型コロナウイルス蔓延時の感染対応 

時期 3月：外出自粛要請がでた頃 4月・5月：緊急事態宣言がでた頃 5月末～7月現在：緊急事態宣言解除以降 

施設01 ・備品の確保・注意喚起 
・隔離設備の整備,対応マニュアル体勢の構築 

・外出・会議・行事などの見合わせ 

・外出時の注意の徹底（マスク・消毒など） 

・時間短縮 

施設02 ・家族や第三者の出入りを一切禁止した ・家族や第三者の出入りを一切禁止した ・面会などの入館時には検温、消毒を徹底 

施設03 
・集団で集まらず、食堂には時間差 

・車両・施設の共有部分の消毒 

・外出をしない、就労関係の販売の中止 

・外部からの出入りを規制 

・外での法人間での会議の中止 

・職員の交流を中止 

・外出のみ規制の緩和 

施設04 

・マスク・消毒液等の衛生用品の予備を購入 

・施設からの外出自粛 

・施設内の消毒、職員・利用者の検温、手指消毒 

・職員・利用者（可能な方に限り）のマスク着用 

・利用自粛を求めた 

・一時閉所（一部利用者に限り受け入れ） 

・一日の人数を制限しての通所 

・平常通りの通所再開 

・継続して外出の自粛 

・マスク着用、消毒、検温等を行い、こまめ

な体調確認・ 

・今年度のイベントの延期・中止等の決定 

施設05 

・職員：プライベートも含め感染対策の徹底 

・利用者：検温や手指消毒の協力 

・施設内各所のアルコール消毒を強化 

・利用者の利用自粛を要請 

・通所される方に対しては3密の回避を徹底 

・利用者、職員に新しい生活様式を周知 

・不要不急の外出を避けるなど現在も継続中 

施設06 
・外部からの訪問者を拒否 

・マスク・消毒（アルコール）換気の活用 

・外部からの訪問者を拒否 

・マスク・消毒（アルコール）換気 

・電車通勤者は自宅待機 

・マスク・消毒・換気・空気清浄機・扇風機

の活用 

施設07 

・利用者宅での検温、送迎車の消毒、部屋の

換気、施設着時の手の消毒、うがい、マス

ク着用の徹底など 

・利用者宅での検温、送迎車の消毒、部屋の

換気、施設着時の手の消毒、うがい、マス

ク着用の徹底など 

・利用者宅での検温、送迎車の消毒、部屋の

換気、施設着時の手の消毒、うがい、マス

ク着用の徹底など 

※ゴシックは利用者の外出や外出を伴う余暇活動に関わる内容 
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かみどりなどお土産を持って帰る機会を多く作るなど、室内での

余暇活動を少しでも楽しめるような創意工夫を行っている。 

 

6 まとめ 

 本研究では施設・事業所にアンケート調査を行い、施設・事業

所を利用する障がい者および重心者の外出を伴う余暇活動の現

状を把握した。外出を伴う余暇活動の実施時に職員は利用者のト

イレに関わる施設状況の把握を筆頭に、利用者の楽しさや安全

性・快適性を考慮していることが明らかとなった。加えて、重心

者は外出を伴う余暇活動の参加が少なく、配慮されている内容も

多いことより、重心者の外出を伴う余暇活動への障壁は他の障が

い者に比べ、大きいことが推察される。 

外出全般についての意見からは、障がい者の外出に時間の制約

が発生するため、外出先が限定的になってくることや障がい者と

接する社会の障がい理解醸成の必要性、加えて移動時の環境に関

する問題や新型コロナウイルス蔓延による影響など、施設・事業

所が直面している問題が明らかとなった。 

 本研究で得られた成果は、大阪府羽曳野市をサービス事業の対

象としている施設・事業所のアンケート結果に基づくものであり、

地域や施設・事業所が限定的である。しかし、それぞれの施設・

事業所がこれまで蓄積してきた経験やノウハウにより、障がい者

や重心者が遠方に外出し、また、余暇活動を体験する機会を提供

していること、そして、実現させるための配慮事項等をうかがい

知ることができた。今後は対象地域を拡大するなど、情報の蓄積

を行うことで、他の施設・事業所の参考となる成果としていくこ

とが重要である。さらに、本研究の対象に含めなかった訪問型サ

ービスを行う施設・事業所の現状を把握することで、集団での外

出と個別のニーズに対応した外出の配慮事項の相違等を明らか

にする予定である。 

最後に、この新型コロナウイルス蔓延禍で外出自粛や外出を伴

う余暇活動の中止が余儀なくされているが、精神的なストレスや

身体機能の低下などの健康面など心身に影響が表れていること

が別途実施した施設・事業所へのヒアリング調査からもわかって

いる。角田ら 7)をはじめとして多くの知見で示されているように、

外出を伴う余暇活動は本人の幸福感を高め活動量を増加させる

ことにつながるものである。外出を伴う余暇活動の実施は難しい

状況ではあるものの、外出を実現するためのアイディアや工夫に

より、外出ができる機会が訪れた際には円滑に安全に、そして楽

しめる活動が行われることを期待したい。 
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補注 

(1)障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービ

スが利用できるよう、障がい者に対する介護給付の必要度を表

す6段階の区分のことで、障害の多様な特性その他の心身の状

態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示

すもの。障害支援区分の決定のためには、市町村が行う認定調

査を受ける必要があり、この認定調査は、心身の状況に関する

80 項目の聴き取り調査と、調査項目だけではわからない個別

の状況を記入する特記事項により構成されており、これに、医

師の意見書（24 項目）を併せて、市町村審査会での総合的な

判定を踏まえて市町村が認定される。 
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