
就労支援者として知っておきたい
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簡単な自己紹介

佛教大学教育学部心理学科臨床心理学専攻修士課程修了
大学院にたまたまABAを専門とする先生に出会う。魅力を感じ卒業
後はABAを使ったアルバイトを１年経験。その後独立。
今年独立１２年目

仕事内容
発達障害児者の支援（ペアレントトレーニング、言語訓練、癇癪の
減少等）、保育園等のアドバイザー、たまに犬猫の指導

立命館大学産業社会学部人間福祉学科卒業
在学中に、障害児学童、統合支援教育、作業所、ガイドヘルパー等
で自閉症と診断される児者の行動支援の困難さに直面し、何か良い
方法はないかと心理の勉強を始める



行動に課題を抱える人を支援している時に沢山の困難が起こります。
そんな時にこう思っていませんか？

• この人はうつ病だから気持ちの浮き沈みがあることは仕方がない

• 自閉症スペクトラム障害だから相手の気持ちを考えずに他者を
傷つけることばかり言う

• ADHDだから落ち着きがないことは仕方がない

このような考え方は正確性が低い上、よりよい支援をするために
全く
役立ちません。

なぜダメなのでしょうか？



個人が起こす問題を、改善する時にヒントとなる考え方がありま
す。

他人や自分や組織がすべきことができないときに、その原因を性格と
か能力とか態度などの《心》の概念のせいにして、どうすればできる
ようになるかを考えなくなってしまうことを私は『個人攻撃の罠』と
呼んでいる。

「人は、なぜ約束の時間に遅れるか」（島宗理）（P.155)

つまり、行動をその人の性格等の内面のせいにして考えると、そ
こで改善を諦めてしまうことが多いのです。

特に精神障害、発達障害は原因と結果が間違って解釈されることが
多いです。



例えば前述の考え方は理由と診断名が逆です。

• この人はうつ病だから気持ちの浮き沈みがあることは仕方がない
→気持ちの浮き沈みがあるためにうつ病と診断される

• 自閉症スペクトラム障害だから相手の気持ちを考えずに他者を
傷つけることばかり言う
→相手の気持ちを考えずに他者を傷つけることを言うので自閉症ス
ペクトラム障害と診断される

• ADHDだから落ち着きがないことは仕方がない
→年齢相応に落ち着きがないためADHDと診断される

基本的には精神障害、発達障害は行動観察や日頃の様子の聞き
取りによってされます。よって、行動の結果として診断名がつ
くにすぎません。



ABA（応用行動分析学）は

• 行動分析学をベースに発展
→元祖はパブロフの犬の実験等

• 理論のことで、さらにはABAを使用した方法論が開発されている
→DTT、PRT、OBA等様々な種類がある

• 誰にでも使えるユニバーサルな方法
→発達障害に特化した方法ではなく、社会で業績アップのためにも
使われる。「飼いネコから配偶者まで」という本もある

基本的には指導方法をわかりやすくするための原理と考えて
よいです。よって、障害の有無に関わらず使用できます。



行動を観察する時には次のポイントに気をつけます。

発達障害や精神障害と診断されている方を支援する場合に一番重
要なのは診断名ではありません。

「自閉症だから○○」のような支援をしてしまうと、本当は効果
がない支援方法をしている可能性があります。

大切なのは、実際に出現している行動です。行動を観察してどの
ように対応するかを検討するかです。



行動観察のポイント①具体的に記録する

• 観察していない人が行動を理解できるように詳しく書かれている
• いつ、どこで、だれが、なにを、どのように（場合によっては誰に

対して）が書かれている
• 問題行動の長さ、回数、程度が書かれている
• 個人の主観が含まれない（悲しそうに、イライラしてといった観察

できないことを書かない）

行動観察して記録する時に重要となるのは「具体的に」という
ことです。以下の点に注意しましょう。

他者に伝える場合、一番客観的で具体的な記録はビデオ映像です。
私は、基本的には目の前で起こったこととビデオ映像以外は信じ
ていません。よって可能な場合はビデオ記録をしましょう。



行動観察のポイント②行動の前後にあったことを記録する－１

行動は単体で存在するのではなく、前後の行動と関連していま
す。

行動の前後にあったことを記録する方法をABC分析と呼びます。B
の行動に記録するのが、他者の増やしたい行動もしくは減らした
い行動です。

ですから、施設の場合はBは全て利用者の行動です。



行動観察のポイント②行動の前後にあったことを記録する－２

では、ABC分析を練習してみましょう。子供が座ったきっかけ
と結果は何でしょうか。



行動観察のポイント②行動の前後にあったことを記録する－３

以下が解答例です。

単純に簡潔に記載してあります。これに対してダメな記載例は
以下です。

• 子供が歯ブラシを嫌がって座り込む×
→観察できない感情を推測して記載している

• 親が子供を怒って立たせる×
→怒っては具体的な行動ではない

• 子供が癇癪を起こす×
→癇癪では具体的に何の行動かわからない

大人が「歯磨きし
よう」と言う

子供が「やだ」と
言って座り込む

大人が「やるよ」と
言って子供の手を
持って立たせる

 



行動観察のポイント③記録をつけ続ける

記録は単体では意味がありません。ある程度つけ続けないとダ
メなのです。

平均が出せる３日間は継続できるようにしましょう。

• いつ起こるかわからない行動（怒り出す、暴れだす等）
→その行動が起こったらすぐにメモをする

• 回数が多すぎてメモしきれない行動
→決められた時間のみ記録（職員が対応しやすい時間帯や起こりや
すい時間帯等）、もしくはスマホで数だけカウントする

• 結果だけ見る
→作業内容は後からでも物を見ればチェックできる

しかし、日常業務をこなしながら記録をつけることは大変です。
記録がしやすいように工夫する必要があります。



このように記録をつけることのメリットは何でしょうか？

行動観察することによって、行動が良くなっているか悪くなっ
ているか、意味や役割を予測できます。

科学の目的は、記述→予測→制御です。

行動の意味・役割が予測できると行動を教える、増やす、減ら
すといったことが可能になります。

行動後の結果に本人にとって良いことや嫌がることが現れたり
消えたりすることで人の行動は増減します。



以下が好きなことと嫌いなこと、行動の増減の関係です。

基本的に、人が見せる行動は①か④である可能性が高いです。

好きなこと（好子） 嫌いなこと（嫌子）

結果で得る ①行動が強まる（増える） ②行動が弱まる（減る）

結果でなくなる ③行動が弱まる（減る） ④行動が強まる（増える）



行動①結果に好きなことを得られる場合－１
結果で好きなことが得られるとその行動は増えたり強まったり
します。これを行動が強化されると言います。

これは、適切行動でも不適切行動でも変わらず増えますので注
意が必要です。例えば、作業中でも職員が話してくれるならば
行動は強化されます。

  

休憩時間に
利用者が職員
に話しかける

職員が話を聞
く

 

強化される 

好きな物は職員との会話 

行動が増える

 

 



  

休憩終了の時
間

利用者が「もう
少しで戻りま
す」と言う

職員が休憩時
間を延ばす

子供にピーマンを食べさせようとする         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

   

強化される 

好きな物は休憩 

行動が増える

 

 

行動①結果に好きなことを得られる場合－２
結果で今できている好きなことを取り上げられることを阻止で
きても行動は強化されます。

この行動は不適切行動と結びついていることが多いです。厄介なのは例え最終
的に好きな物が取り上げられたとしても少しでも好きな物を得ている時間が長
くなればこの行動は強化され続けることです。



行動②結果に嫌いなことを避けられる場合－１
結果で嫌なことを避けられると行動は強化されます。

この行動の厄介な所は、例え最終的に嫌いな物を与えたとして
も、避けられる時間が少しでもあればメリットが出るので、強
化されてしまうことです。

  

職員が作業を
するように指示
する

利用者が「頭
が痛い」と言う

職員が作業を
させずに休憩
させる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

  

強化される 

嫌いな物は作業 

行動が増える

 



行動②結果に嫌いなことを避けられる場合－１
映像で確認しましょう。

抵抗させる暇を与えないことでこの行動は減らせます。



行動②結果に嫌いなことを避けられる場合－１
結果で今ある嫌なことを避けられると行動は強化されます。

少しでも作業量が減ったりとメリットがあるならば定期的にト
イレに行くといったことがあり得ます。

  

作業中
「トイレに行く 」
と言う

なかなか帰っ
てこずその間の
作業を避ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

強化される 

嫌いな物は作業 

行動が増える

 



この４つが行動が強まる原理です。適切行動、不適切行動に関
わらず今出現している行動はこの原理で維持されている可能性
が高いです。

次に行動が弱まる原理について解説します。



行動③結果に好きなことが無くなる場合－１

結果で将来的に手に入る予定だった好きなことが無くなると、
行動が弱まります。このことを行動の弱化と呼びます。

将来もらえる可能性が高くないといけないので、宝くじなどの
不確定な物は除外されます。

朝
出勤時間に遅
れる

職員から注意
を受け、給料が
減る

 

行動が減る

弱化される  

 好きな物はお金 



行動③結果に好きなことが無くなる場合－２
結果で今ある好きなことが取り上げられることで行動が弱化さ
れます。

一旦好子を取り上げられると、次は小さな声で話す、職員がい
る時は黙って作業する等の行動が強化され、不適切行動の隣の
人とおおっぴらに話すことが弱化されます。

作業中に
隣の人と話して
いる

職員から注意
を受け、席を離
される

 

行動が減る

弱化される  

 好きな物は会話 



行動④結果に嫌いなことが得られる場合－１

結果で嫌いなことが得られるために行動が弱化されます。

一般的な罰やペナルティーはこの原理で行動を制御しようとし
ていることが多いです。

作業中に
時間内に作業
せずに寝ている

職員から注意
され、作業が増
やされる

 

行動が減る

弱化される  

 嫌いな物は作業 



行動④結果に嫌いなことが得られる場合－２
結果で今ある嫌いなことが避けられないために行動が弱化され
ます。

この場合、新たな嫌いなことが足されないとノーリスクで行動
できてしまう為にたまに嫌いなことを避けられる場合は行動を
繰り返し続けます。

作業中に
時間内に作業
せずに寝ている

職員から注意
され、作業が増
やされる

 

行動が減る

弱化される  

 嫌いな物は作業 



この４つが行動が弱まる原理です。問題行動を消すために使用
することがあります。

行動の原理を踏まえた上で、問題行動の推測される機能を説明
します。

もう一つ行動が弱まる原理に結果で得られる好きなことに飽き
ていくケースがあります。この場合、好きなことが他の魅力あ
ることに代われば、また行動が強化されます。



①有形物獲得行動

問題行動によって、何か自分の好きなことを手に入れることが
できます。

以下のような状況の場合、行動はこの機能の可能性が高いです。

• 問題行動の後に好きな活動を得られている
• 問題行動の後に好きな活動をし続けられている

例えば、怒ったり、泣いたり、暴力を振るったりすることでス
マホ、テレビを見る、お菓子を食べる等が考えられます。



①有形物獲得行動

対応は以下の通りです。

• トラブルが多い利用者では要求を出されても一旦全て断る→断って
も癇癪等の問題行動が出なければ５分後に叶えても構わない。癇癪
が起きたらその要求にはその日は応じない

• 利用者の問題行動では要求には応じない→怒ったりしてもなだめは
するけれど要求には一切応じない

• 好きな活動をできる時間を明確に設定する→活動時間を事前に決め
ておきタイマーやスケジュールで明示する。それ以外の時間には要
求には応じない

要求を断ると一旦問題行動が悪化します。ですが、それでも要
求が叶えられないと分かると問題行動が減少します。癇癪はな
だめてもよいですが、要求には一切応じないようにしましょう。



②注目獲得行動

問題行動によって、他者の注目を得ることができています。他
者が泣いたり嫌がったりしても強まってしまうことがあります。

以下のような状況の場合、行動はこの機能の可能性が高いです。
• 問題行動の後に他者が何らかのリアクションをしている
• 他者が見ていない所で、その行動が起こらない
• 敢えて問題行動をしていることを他者にアピールする
• 問題行動を起こした後に他者を見て笑っている
• 他者の注目がすでに得られている状態だと問題行動が出現しない

例えば、自分の気持ちの落ち込みを他者に訴える等の愚痴を話
すことも注目獲得行動に含まれます。



②注目獲得行動
対応は以下の通りです。

• 問題行動で注目獲得する時は丁寧に無視→無表情で「やめてくださ
い」と伝える。作業時間等の遊びではない時間も同様

• 適切行動の場合に反応する→職員の名前を呼ぶ等適切な方法で注目
を得ようとする時に応じる

• 問題行動が出ていない時にだけ注目する→呼びかけ等の適切行動が
出づらい利用者の場合は、問題行動が一定時間出ていない時に「集
中していますね」等とこちらが賞賛して注目する

言葉の理解ができるのであれば「今日はふざけなかった」「嫌
がることをしなかった」と問題行動をしなかったことに対する
具体的賞賛をしていくと効果的です。一人でも反応する職員が
いると狙い撃ちしてくるので皆が同じ対応を取りましょう。



②注目獲得行動
ネガティブワードを連発する人への対応は以下の通りです。

• ネガティブな話には過剰反応しない→「へー」「そうなんですね」
といった決まり切った相槌で話を軽く流す

• ポジティブな話には前のめり→ポジティブな話をしている時はリア
クションを大きくして「すごいですね」「いいですね」とポジティ
ブな話をする

このタイプの人は励ましてもらいたがっていることが多いです。
ですが、これも不適切な注目獲得行動と捉えてよいので本人の
ポジティブな話や適切行動に対して賞賛、注目をしていくとネ
ガティブワードが減ります。



③逃避行動

問題行動によって、嫌なことをさけることができます。

以下のような状況の場合、行動はこの機能の可能性が高いです。

• 問題行動の後に仕事を避けられ休憩に入っている
• 苦手な仕事になった瞬間に怒りだす
• 仕事の時間になってから必ずトイレに行ってしばらく帰ってこない
• 休憩時間が終わった瞬間に体調不良を訴える
• 仕事終了時には体調不良にならない

休憩時間から仕事に戻る場合は、①有形物獲得行動（まだ休み
たい）と③逃避行動（仕事したくない）の両方が働いている可
能性があります。



③逃避行動
対応は以下の通りです。

• 作業を細切れにする→こまめに休憩と労働時間を交互にすると逃避行動
が起きづらい

• 休憩時間終了を５分早める→切り替え時に調子が崩れる人は、好きな活
動をやめる+嫌いな活動を始めるが重なると問題行動が起きやすくなる。
よって、休憩を５分切り上げて作業準備後、そこで５分間の切り替え時
間を設けると問題が減りやすくなる

• 作業量の終了の明示→基本的に逃避行動が起きる人は、作業量が決まっ
ているとサボりづらく、作業時間だけの規定だけだとサボりやすい。
よって、作業量を明確に表示し、終われば休憩のようにした方がモチ
ベーションが上がる

• 頑張る日を作らない→調子が良い日に作業量を増やす行為はゴールをず
らすことに他ならない。頑張る日を作るのではなく、頑張れない日でも
最低限の仕事をすることを目指し、作業量は少しずつ増やすことを目指
す



分かりやすいタイマー
一般的に使われているタイムタイマーはわかりづらいです。決
められた時間が常に一周になるタイムタイマーを使用しましょ
う。



④自己刺激行動

行動自体が好きで暇であると同じ行動をし続けます。

以下のような状況の場合、行動はこの機能の可能性が高いです。
• 仕事中も休憩中も同じことを言い続けている
• 揺れ続ける、手を振り続ける等して、職員の働きかけに反応しない

ことがある
• 独り言をずっと言い続ける
• 職員に同じ質問を日に何回もし、同じ答えを求める

この行動の問題は職員からの指示が通らなくなったり、仕事に
集中しなくなったりすることです。



④自己刺激行動

対応は以下の通りです。

• 作業中は自己刺激行動を注意する→作業に集中できなくなるため
• 仕事と休憩をこまめに分ける→長時間の作業で集中力が切れると出

現しやすい
• 休憩時間中は出現しても気にしない→ただし、日に何回も質問する

等、他者に迷惑がかかる行動は断る。最初は怒るかもしれないが、
２～３日であきらめる可能性が高い

• 激しく体を動かす、叫ぶことは止める→体を興奮させると癇癪につ
ながりやすい

• 休憩時間は他の活動をさせる→基本的に自己刺激行動をする人は余
暇活動の種類が少ないことが多い。その場合は、パズルや編み物、
読書等、職員が勧めればやるような活動をさせる。好きでなくても
その時間に自己刺激行動が出現しなければよい活動と考える



皆さんからの質問

Q.家庭内問題の相談を受ける事があるが、どこまで介入して良いの
か？

A家庭内の行動は相談は受けても実際には直接支援ができない間接支援
になります。
ですから、アドバイスを求めている場合はしてもよいですが、あまり
深刻な場合は、業務範囲外と考えましょう。
NGな質問の場合は「わからない」「それは答えることができない」と
言って他の相談場所を紹介することが良いです。
アドバイスをしてはいけない質問は職員間で統一したほうが良いです。
例えば服薬に関してのアドバイスは一切しないほうがよいです。



皆さんからの質問

Q.利用者同士の「あの人嫌い・苦手」と言った話一人一人聞いていると作業の
席・休憩時間など対応に困っています。

A.この場合は、「叩いてくる」「卑猥な質問をしてくる」等の実害がある場合
は、一旦避けさせる必要があります。
ですが、それ以外だと避けることによって苦手な人がいる環境だと一切働けな
いということになってしまうかもしれません。
よって、必要以上に避けさせることはその人にとって好ましくありません。
トラブルが起きそうであれば、職員が余裕を持って指導できる時間帯は問題を
起こしそうな人を敢えて一緒にする、職員の余裕がない場合は席を離して問題
を未然に防ぐという対応がお勧めです。
また、注目獲得行動と同様に、他者への悪口は軽く聞き流し、他者をほめてい
る事にはポジティブフィードバックをしましょう。「○○さんがあなたをほめ
ていた」ということを本人に伝えることは客観性が高まるため、非常に効果が
あるほめ方と言われています。



皆さんからの質問

Q.利用者さん（双極性障害）がネガティブに考え出したあとの、フォ
ローの仕方が難しいです。 いろいろな話を傾聴したあと、「こういう
ふうに今後気を付けていきましょう」という会話をしたのですが、 一
週間寝込んでしまい、そのまま退職となってしまいました。

A.退職となってしまったことは残念ですが、次に同じようなケースが
起きた時に何か変わればよいですね。
ネガティブワードは相槌で、ポジティブワードにはポジティブフィー
ドバックでに限ります。
また、できていることをほめるというのも有効です。「２日連続来れ
ましたね」等です。
励ますのはNGとは言われますができている事の賞賛は問題ないと思わ
れます。



皆さんからの質問

Q.利用者Aさんは、現在取り組んでいる作業が嫌で、周囲の職員へ困っていることを訴えています。
作業の様子自体は特に問題ないように見えましたが、うちを利用されるまでの経緯もあって、内心
では他の作業をするか辞めたいと考えられているとのことでした。 作業担当の職員Bは、それに気
づかず、他の職員から指摘を受けても作業中に特に問題ない様子であることを根拠に、Aさんの心
理状態を認識できていませんでした。 また、他職員からの指摘を受けても、簡単に他の作業に移る
ことは逃げになってしまうとの認識を持っており、Aさんへの適切な支援が難しい状態でした。 B
にAさんとの面談を数回重ねてもらい、Aさんから直接作業変更の要望を上げてもらう事で作業変更
については納得してもらいましたが、Bのスキルアップとしては、どういったものが適切でしょう
か？

A.難しいのは、Aさんの言うとおりに作業内容を変えることが果たしてAさんのためになっているの
かということです。
今後様々な環境で働けることを目指すことを考えるとBさんの対応が間違っているとも言えません。
心理状態の認識といのは難易度が高いので誰でもできることではないと考えます。
ですから、作業中にため息が出ている、作業量が向上しない、遅刻が多くなった等の目に見える行
動で危険なサインが何なのかを職員間で共有することをお勧めします。
また、嫌いな作業をやらす、違う作業をやらすという選択肢だけでなく、嫌いな作業を少しずつで
きるようにしていくというスモールステップでの仕事の指導もよいと思います。



皆さんからの質問

Q. ・作業中に居眠りをする。・調子が悪くなるとトイレに引きこもる。・自分の
意に沿わないと障害者アピールを前面に出してくる。・障害者なのだからと仕事の
選別や過剰なサービスの要求。

A.作業中の居眠りやトイレへの引きこもりは、作業量が決まっていないと起こると
考えられます。作業量を決め、終わったら休憩時間のようにすることで作業の質を
保てます。
障害者をアピールするというのは責められないための鉄壁の盾を持っていると利用
者は感じていると思います。利用者の要求全てに応じることは本人のQOLを下げて
しまう結果になります。
この場合、重要なのは、「ごねたから職員の対応が変わった」という経験をさせな
いことです。ですから、絶対にやらせること（利用者が簡単にできること）は決め
ておいて、それ以外は、本人との話し合いで決めていくことをお勧めします。
こうすると、クレームを言っても決められたことは変わらなくなるので、不必要に
口論してくることは減ると考えらえます。



皆さんからの質問

Q. Ｆさん(うつ病)仕事に来たいが来れない。 前職は地元市役所生活保護課勤務なので制
度に精通している事もあり制度や職員の対応などが気になると電話相談がある。 時には現
実逃避したりイライラを一方的に同じフレーズでしゃべり続けさせてほしいとの電話もあ
る。在宅ワークで内職を自宅に持ち込む手続きもしたが内職もできていない。本人は仕事
をしたい希望があるのでどう対応したらよいでしょうか？

A.例え能力が高くても日によってできることが全く違うのであれば働くことが難しいと思
います。
おそらく調子が良ければ内職等も問題なくこなせるのでしょうが、今は感情の浮き沈みか
ら困難です。
このような場合は、本当に簡単なことから始めたほうが良いです。その代わり後戻りがな
いようにしていきます。
例えば、仕事をするのを目的にするのではなく、施設に遊びに来ることでもよいです。２
週間続けられたら行動は習慣化すると言われているのでその後作業を開始できます。
また、電話では際限なく話すことが予想されるため、予め〇分までしか話ができませんと
伝えておいてタイマーをつけるとよいでしょう。



皆さんからの質問
Q. 雇用型のA型事業所であるが、これまでA型事業所を転々としている利用
者が、「A型事業所だから自分のことを優先して好きなように休んだらよ
い」という自分の考えを職員のいないところで、他の利用者に伝えている。
個別に注意をするも、本人の考えや姿勢は変わらない。それによる他の利用
者への影響が心配です。

A.他の人に対してネガティブなことをされると利用者全体に広がってしまう
可能性があると考えられます。
他の利用者にそのような話があった場合は職員に報告してほしいと伝えてお
きましょう。
他報告があった場合は、「それを言われると事業所として困るので一旦、他
の人と話さないでください」と他者と離して活動させて会話の機会をなくし
ましょう。
他者と話すこと自体は好きなようなので、こうすると問題行動が減る可能性
が高いです。



皆さんからの質問
Q. 利用者さんでお話好きな方がいます。作業中にも他の利用者と話している
ので日報など個別で作業中の話が多いことをお伝えしました。休憩中も政治
や宗教といったデリケートな話題で文句を言われているので、他の利用者さ
んからもクレームが入るようになりました。その点も相談室でそのような話
題は避けた方がいい旨お伝えしたところ、次の日から意固地になり、もう誰
とも話さないという感じで拒否反応が出てしまうようになりました。どのよ
うな形でご本人に注意するのがよかったのでしょうか？
A.注意自体はクレームが出ているため仕方がないと感じます。
ですが、このように禁止事項だけを伝えると、何を離してよいのかわからな
い場合があります。
おそらく、コミュニケーションの取り方自体が下手なので職員が対応できる
時間に談笑する練習するとよいでしょう。
職員との会話時によい話題であればポジティブフィードバック、NGな話題
は「それは話さない方が良い」と伝えると本人も何が適切行動なのかが伝わ
りやすいです。



皆さんからの質問

Q. Aさん(統合嫉失調症の女性)が休憩中に周りの人達を巻き込んで大きな声で騒いでいる。他の利
用者さんから不快であると苦情がでており、周りに配慮して過ごして欲しいことを伝えているがな
かなか改善がない。支援員を交えて個人に伝えたが「黙れ、笑うな、しゃべるな」と言われたと話
をした事とは違う解釈をしてしまう。自分の行っている事の責任が他人に向かってしまう場合に、
どのように対応すればよいでしょうか？

A.単純に基準がないからわかりづらい可能性があります。
どれくらいのボリュームになったらうるさいかが明確にわかると静かにできるかもしれません。
「こども静かにタイマー」は有料ですが、うるさいと犬が吠えて警告するので静かに過ごすことを
教えやすいです。



皆さんからの質問

Q. Tさんは、一人暮らしのため、ヘルパーが家での生活を支援しています。ヘ
ルパーは、本人の銀行口座までも管理し、収支は不明。明細の提出を依頼して
も、パソコン上のデータ紛失のため、提出不可。収入の範囲内でやり繰りして
いるので問題ないと開き直っています。また、本人が不在のときにも、ヘル
パーは自宅に入っています。このような状態（もはや事件だと思われます）を
基幹相談センターや相談員に報告しても、改善の方向に進んでいません。どう
対応したらよいでしょうか？ご本人は、知的障害のため、ヘルパーに洗脳され、
ヘルパーの言いなり状態です。勤務態度も悪化しつつあります。

A.専門外です。申し訳ありません。ですが、検索すると『訪問介護事業所は省
令により、苦情相談を受け付ける窓口を設置するなどの措置を講じなければな
らないと定められています』とあるのでまずは事業所に問い合わせて改善され
なければ市役所に訴えるではないでしょうか。



皆さんからの質問

Q. 男性で身体の変化を感じているメンバーさんがおり、自分の変化に対応でき
ずに不安定になっている様子。スタッフはどのように対応するのが良いでしょ
うか？（性的な内容の為、聞きたくないスタッフもいます）また相談員さんに
は連絡済みです。

A.相談員の方もおられるので、必要以上に対応する必要はないかもしれません。
単純に注意獲得行動としてその話題を出している可能性もあります。
まずは、その話をあまり掘り起こさずに、違う話題になったらポジティブ
フィードバックで対応してみましょう。



皆さんからの質問

Q. 性衝動を抑えきれず、ストーカーまがいの行為を行う利用者がいる （道を歩
いている女性の後をつけたり、女の子の顔を覗き込む）

A.気になる行動ではありますが、事業所で対応することは難しいように感じま
す。
家庭での問題でもそうですが、対応が難しい問題は基本的には介入すべきでは
ないです。あくまで事業所内での問題だけに対処していきましょう。
相談員やヘルパーなど、日常生活支援の方がおられるのであればそちらと協力
したほうがよいと考えられます。



皆さんからの質問

Q. 仕事への取り組み方について、集中力がなく5分と続かなく不良品を多く出
してしまいます。どのような声掛けをしたら集中する時間が増えていくでしょ
うか。

A.ライン等の時間が決まっている作業でなければ時間は気にしない方が良いで
す。そうではなく、何個完成したら一旦休憩のように作業量を明確にしましょ
う。まずは、１個スタートでよいので、集中したらどれぐらいの時間でできる
か計測し、その時間を元に２個、３個と同じペースで作業できることを目指し
ていきます。



皆さんからの質問

Q. " Aさん（うつ病、療育手帳B判定）が試し行動（具体例：スタッフの悪口を
言う）を週一回程度のペースで行っています。スタッフがマンツーマンで相談
に乗る事で、毎回収束するのですが、暫くすると再度繰り返されます。本人が
傷つかないように試し行動を減らしていくようなアプローチがあれば、アドバ
イス頂きたいです。“

A.問題行動が多い人に対しては、基本的には問題行動が起きていない時に存分
に注目する方法が有効です。ですから、悪口を言ったりする時は、軽く流して、
悪口を言っていない時にほめましょう。「連続〇日悪口言っていないです」等
のほめ言葉も自信になります。



皆さんからの質問

Q. "歴代のサビ管が利用者に対しマウントを取りたがるなど、支援する以前に
人間的な素地、人としての未熟さで利用者に対して悪い影響が出ることがしば
しば。ただサビ管と言う特殊な人材のため無下に出来ないためどう対応するの
が良いでしょうか？"

A.職員も利用者も同じで他人の行動傾向を変えることは難しいです。ですが、
自分であれば気をつけた時点で少しずつ変わり始めます。職員や利用者の粗を
探すことは簡単ですが、良いことを探してほめることは難しいです。まずは、
職員同士が仕事の態度に関して気がついたらポジティブフィードバックするこ
とでも全く変わっていきますよ。



皆さんからの質問

Q. "いつもは穏やかだが、急にスイッチが入ったように豹変し、大声で怒鳴っ
たりするAさんに対し、一緒に働くのが嫌というメンバーが数人います。施設外
と施設内で分けたりしていますが、他の良い対応はありますでしょうか？？"

A.感情の起伏が激しいと常に爆弾を抱えているような気分になるため職員や利
用者は気が気ではないと思います。
まずは、大声で怒鳴ることのトリガーが何なのかを考えましょう。態度が豹変
するように見えてキレる前に予兆があることは多いです。ABC分析してみま
しょう。
キレるきっかけや予兆がわかればひとまずそれを避けたり、予兆が出たら「一
旦クールダウンしましょう」といって皆から離すといった対応ができます。



皆さんからの質問

Q.発達障害を含む精神障害、知的障害、身体障害者など、様々な障害、症状の
方が混在する事業所において全スタッフに障害への理解を促す良い方法があれ
ば教えていただきたい。

A.障害の理解ははっきり言うといらないです。間違った知識であることが多い
からです。そうではなく、いかにそれぞれの行動特性を捉えるかのほうが重要
です。ですから、自閉症だからこの対応ではなく、○○さんだからこの対応の
ようにその人にあった対応を考えましょう。障害名を知ると先入観が入ってし
まうのでてんかん等の対応が求められること以外は敢えて知らないようにする
こともよいと思います。



皆さんからの質問

Q.発達障害を含む精神障害、知的障害、身体障害者など、様々な障害、症状の
方が混在する事業所において全スタッフに障害への理解を促す良い方法があれ
ば教えていただきたい。

A.障害の理解ははっきり言うといらないです。間違った知識であることが多い
からです。そうではなく、いかにそれぞれの行動特性を捉えるかのほうが重要
です。ですから、自閉症だからこの対応ではなく、○○さんだからこの対応の
ようにその人にあった対応を考えましょう。障害名を知ると先入観が入ってし
まうのでてんかん等の対応が求められること以外は敢えて知らないようにする
こともよいと思います。



皆さんからの質問

Q. "施設内での利用者同士の恋愛について質問させていただきます。当施設で既婚者で子供もいる
女性利用者（30代前半）と独身男性利用者（50代前半）が恋愛関係に発展してしまい女性が離婚す
る結果となってしまいました。二人とも療育で子供や自分達の将来のことなどを計画的に考える事
ができるとは思えません。男性は生活保護を受けながらＡ型に通い、一般就労を目指していますが
中々進展はありません。現在も2人とも在籍しており、離婚後の調停をしている状態ですが事の重大
さを理解できていないように感じます。2人の問題とはいえ、小さなお子さんの人生が変わってし
まったと思うと少なからず施設としての責任を感じております。今後、このような事例が2度と起こ
らない様にするにはどの様な取り組みを行えばよろしいのでしょうか？“

A.これこそ明確なルールが必要なのではないでしょうか。
どれをNGにするかは職員によって考えが異なると思います。
例えば、職員も含め連絡先の交換、家に行くこと、施設以外で会うこと等が考
えられます。
場合によってはスマホの持ち込みは禁止などにしないと防げないのかもしれま
せんね。



皆さんからの質問

Q.人間関係で悩まれている方がいます。どう対応したらよいですか？

A.この情報だけだと何とも言えないですが、例えば人とのコミュニケーション
方法に悩んでいる人であれば、うまく関われている所をみたら「さっきの話し
方すごく良かったですよ」とポジティブフィードバックすることが考えられま
す。
断ることが苦手な人の場合はどうしても伝えることが難しい場合は、職員の前
で伝えてもらう等ができます。



皆さんからの質問

Q. "女性利用者Mさんが強迫性障害の症状が出てきて、その症状に苦しんで、自
分を追い込み、欠席をすることが多くなっている。都度相談はされるが、正直、
どのような声掛けをすれば、彼女がその障害を受け入れて不安がなくなるには、
どのように対応をしたらよいでしょうか？“

A. 強制的に脅迫症状をブロックする方法もありますが、リスクが高いので専門
職でも使用は躊躇します。
強迫性障害も出ていない時にほめるということがポイントになります。
「手洗いしていませんね」「〇時間我慢できました」等です。
悩みを聞く時は相槌程度、ポジティブな話題にはポジティブフィードバックで
対応していきましょう。



皆さんからの質問

Q. "毎日作業の確認をすることは大切なことなのですが毎回「これはこうです
か、初めてやりました、ここでいいですか」など頻繁に質問される利用者さん
がおられます。毎回丁寧に返答してあげられればいいのですが最近は床に落ち
ているごみを拾い「捨てていいですか」と。答えがわかっていることに対して
できる限り対応してあげられればいいのですが、そうはいかないこともありま
す。いいアドバイスがあればお聞きしたいです。“

A. 問題行動を起こさないために毎回確認していると考えられます。
確認を取る必要がある行動と確認を取らなくてもよい行動の違いがわからない
のです。
ですが、例えば、床に落ちている資料を勝手に捨てられると困りますよね。一
般常識を教えるよりも一個一個確認してもらうほうが簡単なので面倒ですが今
のままでもよいかもしれません。



皆さんからの質問

Q. "（以下4名とも女性）・Mさん（68）：身体3級／本来安定している・Oさん（58）：精神2級、双極性／
波があり、ハイだと声が大きい・Yさん（52）：精神2級、統合失調症／比較的沈みがち、心配事が多い・Iさ
ん（52）：療育B1、精神2級、躁鬱／知的もあるがそうは見えない（本人自覚あり）メンタル、出勤ともに不
安定 上記4人の人間関係 1.Yさん「Mさんの私に対する口調がきつい」客観的にもそれは伺える。 2.精神障害
でないMさんは比較的落ち着いているものと、スタッフもある意味頼る部分もあったが、最近は他の精神のメ
ンバーと一緒に仕事中なのに雑談で盛り上がってしまう場面もある。注意すると「わかりました」と理解はす
る。しかしほどなくまた戻る。 3.YさんはOさん、Iさんとは1対1で会話をする場面では仲が良い。 4.しかしM
さんとOさんが仕事中会話で盛り上がるとYさんは入れない。しかしIさんがいればYさんと会話をしてバランス
はとれる。 5.しかしIさんは遅刻、あるいは休みがち 5.あるいはM、O、Iの3人で盛り上がる場面では、ますま
すYさんは孤立を深めてしまう。 ここにいかに介入、落ち着かせるか。"

A. Yさんがなぜ孤立するのかは何が原因かがわかっていない状態です。例えば、
気を使って話ができない可能性もあります。職員が気を使っても他の人が嫌な
らば根本解決にはなりません。Yさんと職員がコミュニケーションをとって、何
が苦手なのかを確認したほうが良いです。



皆さんからの質問

Q. "Aさんにしてもらっている作業（検品作業、組み立て作業）のス
ピードアップを何とか実現したいと指導員が声掛けしたり、見本を示
したりとさまざま働きかけているが、改善しない。ABAとしてのアプ
ローチ方法を学びたい。“

A. スピードを速くすることと、そのペースを持続し続けるのはまた別の課題で
す。まずは１つの作業で可能な限り時間を短くなるように練習しましょう。そ
れができたら２つのように作業量を増やしても同じペースで続けられることを
目指します。



皆さんからの質問

Q. "比較的何でも出来るAさんに、難しい作業をしてもらっていたら、
なんで私だけで他の人たちはしないのか？私ばかりでおかしいではな
いかとAさんに言われてしまいました。他の方に任せてしまうと、まだ
どうしても上手くいかないのでAさんばかりになってしまっています。
すぐに行政に報告に行く方なので、どの様に伝えるのが納得頂けます
でしょうか？宜しくお願い致します。“

A. 他の人の作業内容をわからないようにしてしまうこともありです。難しい場
合は、他の人にも同じ作業をすることをスモールステップで目指してはどうで
しょうか。Aさんと同じようにできることは難しいけれど可能な限りしていると
いうことを説明すれば納得するかもしれません。



皆さんからの質問

Q. "作業内容や席の配置など利用者さんからの要望が多くなってしまい
ます。ただ厳しくだけでなくうまく流せるコツはありますか？“

A. 要望が多くなる理由として、利用者が変更できることと変更できないことの
区別がついていないと考えられます。要望があっても変更ができないことを予
め明示し、それ以外は職員で検討するという対応で要望が減ると考えられます。



皆さんからの質問

Q. "スタッフの指示や注意が気に入らないと「ハラスメントだ」と騒ぎ、
事業所に対して敵対的な行動をする利用者が過去にいました。似たよ
うな事例をご存知であれば、どのように対処し、どのような結末に
至ったか、事例共有を頂けると有難いです。宜しくお願いします。“

A. クレームが多い人は、注意方法が問題ない場合も文句を言ってくることが多
いです。一番簡単な解決方法は常時録画しておくことです。そうするとクレー
ム自体も記録されるので、自分の都合の良いことだけ訴えることが不可能にな
ります。実際に「この電話は録音されています」と電話で放送があるとクレー
ムが減ることが報告されています。それが難しい場合は、「○○さんの指示に
問題があったらいけないので指示出す時は常に録音しておきますね」と伝えて
実際に録音ボタンを押してから指示を出すということでトラブルが減ります。



皆さんからの質問

Q. "例文と同じような個別事例＜例文＞Aさん（対人恐怖症）がBさん
（社交的）に挨拶を返さない。Bさんは「あの人私を嫌ってる？」と不
安になっています。どう対応したらよいでしょうか？“

A. Aさんは職員に挨拶されたら反応する練習を（挨拶したら目を合わせる、頷
く等でもよい）、Bさんには挨拶されても無視されることもあるということを
伝えましょう。



皆さんからの質問

Q. "イライラやストレスで物にあたったり、言葉や態度に現れやすいAさん。周りへの影響
力が強く、他利用者さんが気を使ったり、一緒に仕事をしたくないと怖がる利用者さんも
います。作業はほぼ業務請負でゆったりAさんとだけでできる作業は毎回あるわけではな
い。(マンツーの支援がなかなかできない) Aさんのように影響力が強い方の支援方法や、
心の緩和ケアの方法を教えてください。“

A.作業は負荷をかけると爆発しやすいです。ですから職員がAさんのためにマンツーマン
でつけない時はAさんが起こらない作業を目指しましょう。そのような場合は作業をさせ
ないというのも方法の一つです。一番考えるべきは他の人に危害が加わらないことなので、
場所を離すといったことも可能であればすべきだと思います。あとは、マンツーマンで指
導させられる時は、決められた少量の作業を実施、できたら休憩の繰り返しでよいです。
作業中にイライラしたら「作業をやめましょう」といってクールダウンの時間を設けます。
休憩するためには作業をするほうがよいので感情のコントロールができるようになってい
きます。



皆さんからの質問

Q. "スタッフの支援力とは何のスキルを身につければよいかご教授いただきたいです。 メ
ンバーさんの業務に関わる、前段取り～実作業～後工程～企業への請求まで幅広く業務が
あるかと存じます。 ・企業を相手にしたやり取り ・実際の作業の理解 ・作業の指導・メ
ンバーさんへの作業の細分化指示 ・福祉的な観点での支援 何を優先してスタッフへの指
導を行えばよいでしょうか？“

A.業務内容の詳細がわからないので、何とも言えないですが、基本的には「去年より良く
なっている」と毎年断言できる状態が望ましいです。そのためには、記録や話し合いが重
要になってきますので、どうしたら業務内容、指導内容を記録して職員皆で共有できるか
をまず考えるとよいと思います。記録をつけているというだけで行動は改善していくこと
が多いです。



皆さんからの質問

Q.問題行動とは違うかもしれないですが健常者と障害者の考え方の違いを埋めていくには
どうすればいいか？

A.健常者と障害者の明確な区別はなく、連続体（スペクトラム）として繋がっています。
ですから、考え方の違いも「障害者だから」というようには考えずに「このように考える
人もいる」ととらえたほうが議論がしやすいと思います。個人攻撃の罠に注意ですね。



皆さんからの質問

Q.問題行動とは違うかもしれないですが健常者と障害者の考え方の違いを埋めていくには
どうすればいいか？

A.健常者と障害者の明確な区別はなく、連続体（スペクトラム）として繋がっています。
ですから、考え方の違いも「障害者だから」というようには考えずに「このように考える
人もいる」ととらえたほうが議論がしやすいと思います。個人攻撃の罠に注意ですね。



皆さんからの質問

Q. "家族への理解をどのように求めていけばよいか？家族の協力が得られなければ支援が
難しいときがある。家族を巻き込んでの支援のあり方について教えて頂きたい。“

A.家族の支援は間接援助になるので、「できた」といってもできていない可能性がありま
すし限界があります。ですから、基本的には家族の協力は得られないものと考えたほうが
支援が楽です。家族に対してはポジティブフィードバックをして、「何か家でできること
はありますか？」等と聞かれた時は協力をお願いしたらよいでしょう。それ以外は、家族
の協力がなくても施設内での行動が安定していったら問題ないと考えましょう。



皆さんからの質問

Q. "指導者のいうことを聞かない同じことを繰り返す“

A.職員の指導を聞き取れているか、することを理解できているかを確認しましょう。指示
内容を復唱させる、メモに取らせるといったことをすると聞き取れているかどうかが分か
ります。行動内容が分かっているかは正解をビデオで見せる、職員が指導しながら作業さ
せ、その後一人で作業させるで確認できます。同じミスを繰り返す場合は、正解が理解で
きていない可能性があります。作業内容が正解でも不正解でもビデオや手本を見てあって
いるかを職員と一緒に確認しましょう。そうすると正解が何なのかを把握できるようにな
ります。



皆さんからの質問

Q. "18歳、女性、自閉症スペクトラム障害の利用者。就業経験が無く、中学校から不登校
気味となり社会経験が乏しく集団生活に慣れていない。1.上記利用者にとコミュニケ―
ジョンを行う際に、返答が「はい」や「まあ」等の様に単調となってしまい、詳細を知る
ことが困難な場合が多くあります。どの様にコミュニケーションを行っていくことが有効
ですか？2.同利用者とコミュニケーションを行う際に、返答時に「前髪をずっといじって
いる」ことや「端坐位で話をしていた状態から、膝を抱えて話をする」ことがよく有りま
すが、これらの行動は何かしらの意味があるのでしょうか？“

A. １．についてまずは好きな話を職員に対してできることを目指しましょう。自分が好き
なことを離せるようになったら、職員が好きなことの話を聞いてもらえるようにします。
この時に、相槌うつ、笑顔を見せる等ができるように練習しましょう。

２．について意味を考える心理学もありますが、客観的証拠はないので気にし
なくてよいと思います。



皆さんからの質問

Q. "利用者（メンバー）様にもっと興味・関心をもって貰いたい。如何に指導員（スタッ
フ側）が利用者（メンバー）様へ興味・関心をもって貰えているのかが不安材料。上手く
障がい者とコミュニケーションが取れる方法・手段等のコツがあれば教えて頂きたいです。
“

A. 障害者とうまくコミュニケーションをとる方法はありません。あるとしたらそれは障害
者を含めたすべての人とうまくコミュニケーションをとる方法だと思います。障害がある
ことを特別視しないでコミュニケーションをとっていけばよいと思います。職員も何がよ
いコミュニケーション方法かわからないと思うので、うまく利用者とコミュニケーション
をとっている場面を見かけたら他の職員が後でほめることで、本人の自信になり、他の人
の手本になっていきます。おそらく利用者とコミュニケーションをとることがうまい人は
職員ともコミュニケーションをとることがうまいと思います。


