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視覚障害者の移動を支援する同行援護に関する実態把握と課題（３） 
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同行援護については，サービス提供量等の地域間格差等が指摘されているため，平成 25 年度，同

行援護事業者に対する全国調査を実施した。その結果，事業者の規模・提供サービス内容・従業員保

有資格・時給・手当・経営実態等が明らかになった。これらに基づき事業者の側面から同行援護事業

の課題を整理する。 
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１． 研究目的 

 2011（平成 23）年 10 月に障害者自立支援法

の一部改正に伴い，自立支援給付として視覚障

害児・者のための「同行援護」が新しく創設さ

れた。従来，視覚障害児・者のガイドヘルプは，

地域生活支援事業の移動支援において実施され

ていた経緯があり，国の統一基準がなかったた

め市町村ごとに事業者への報酬やサービス内容

が異なり，地域間格差が指摘されていた。 

 地域間格差については，都市部以外での利用

者が少ないことや都市部と山間地域でサービス

提供のコストが大きく異なることなどの構造的

な問題もあることから，地域ごとに事業者の規

模・提供サービス内容・従業員保有資格・時給・

手当・経営実態等について調査し，それらの実

態把握を行ったうえで課題を整理し，対応策に

ついても検討する。 

 

２．方法 

同行援護実施事業所を対象に，以下の要領で

調査を行った。 
①調査目的：提供サービス内容の実態，報酬算

定状況，サービス提供の際の課題について把握

すること。 
②調査対象・方法：WAM ネットより抽出した

全事業所(9,209 件／平成 25 年 10 月時点)に
対して郵送により調査票を送付し回収した。 
③調査内容：提供サービス内容（同行援護の報

酬区分における身体介護あり・なし別のサービ

ス内容等）の実態。報酬算定状況の把握，サー

ビス提供の際の課題。 
同行援護従事者の「同行援護従業者養成研修」



への参加状況，従事者確保における課題等。 
 
３．結果 

 全国の同行援護事業所 9,209 か所のうち

3,276 か所から回答が得られた（回収率：

35.6％）。得られた結果から主なものを示す。 

（1）事業所の事業主体（図１）：民間企業が

61.4％と最も多く，社会福祉法人が 22.1％，NPO

法人が 11.2％であった。 

 

図１ 事業所の実施主体 

 

（2）同行援護事業以外に実施している事業があ

る事業所は 98.5％であり，ほとんどの事業所が

同行援護単独事業所ではなかった。実施してい

る事業は介護保険の訪問介護が 89.2％と最も

多く，障害者総合支援法における介護給付が

77.7％，知的障害者移動支援事業が 51.9％であ

った。（図２） 

 

図２ 同行援護以外の実施事業 

 

（3）事業所規模については，サービス提供従事

者数でみると，全国平均で専任 1.34 人，兼任

2.36人であり，小規模事業所が多かった。 

（4）時給について（図３）：従事者の時給は 1000

～1199 円が 16.6％と最も多く，1200～1299 円

が 15.7％，1500 円以上が 11.4％，1100～1099

円が 11.1％，1000 円未満が 10.9％とバラつき

があった。地域別にみると，関東，近畿，特別

区・政令指定都市に時給が高い事業所が集中し

ていた。 

 

図３ 従業者の時給 

 

（5）交通費の支給の有無（図４）：交通費の支

給をする事業所は 56.3％であり，支給しない事

業所の 32.5％を上回っている。 

 

 

図４ 交通費支給の有無 

 

（6）交通費を支給しない場合の取扱い（図５）：

交通費は時給本体に含めているが 49.4％と約

半数を占め，利用者の負担による（19.5％），従
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事者本人の負担による（13.7％）と続いている。 

 

図５ 交通費を支給しない場合の取扱い 

 

（7）割増以外の支給している手当（図６）：福

利厚生費（36.6％），研修受講費（34.7％），キ

ャンセル料（34.3％）の 3つが３割を超えてい

る。キャンセル料とは，利用者の都合で利用が

キャンセルされたことに伴い発生する違約金的

なものであるが，このキャンセル料の負担を利

用者にお願いしている事業所も 18.8％あった。 

 

図６ 割増以外の支給している手当 

 

（8）同行援護利用者数（表１）：同行援護利用

者は全体で 2055人の利用者がいたが，身体介護

ありかなしかで分けると，身体介護ありが 1432

人であり，身体介護なしは 1554人となっている。

全体のうち 65歳以上の者が 1570人であり，約

76％を占める。制度上，身体介護ありでは，外

出中の介護負担が大きいことが想定されるため

報酬が高く設定されている。 

表１ 同行援護利用者数 

 

 

（9）利用者からの申し出による中止理由：体調

不良が 55.3％，天候不良が 51.1％であり，同行

援護は外出を中心とした支援であるため，居宅

内の介護に比べてキャンセルが発生しやすい構

造的な問題がある。 

 

（10）個別支援計画を作成しているか（図８）：

利用者全員の個別支援計画を作成している事業

所が 62.5％と最も多かった 

 

図７ 個別支援計画を作成しているか 

 

（11）相談支援専門員と連携して個別支援計画

を作成しているか（図８）：連携ができていない

事業所が 26.4％，出来る場合と出来ない場合が
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ある事業所が 27.7％あり，地域の相談支援専門

員が不足している実態が反映されていると考え

られる。 

 

図８ 相談支援専門員との連携 

 

（12）同行援護事業の請求額（図９）：2013年 6

月の請求額について，10 万円未満が最も多く

57.9％，10～50万円が 17.7％であり，両者を合

わせると 7割を超え，各事業所における同行援

護事業収入は低いことがわかった。 

 

 

図９ 1か月請求額（2013年 6月） 

 

４．考察 

 本調査の結果，同行援護事業者の経営実態が

一部明らかになった。アンケートの自由記載も

踏まえ，事業者側から見た課題を整理すると以

下のとおりである。 

・利用者数が少ないため収入が少ない 

・従事者研修受講が経営上の重荷になっており，

資格要件を緩和すべき 

・研修受講したくても機会が少ない 

・身体介護なしの報酬が低く採算が合わない 

・利用者からのキャンセルが多く，キャンセル

料を利用者が負担しているケースもある 

・都市部では利用者数も確保でき交通機関も整

備されているため事業として成立するが，地方

では成立しづらい 

・地方では自家用車での移送中にも報酬算定が

認められなければ経営が難しい 

・福祉有償運送のハードルを下げるべき 

・同行援護と介護保険や移動支援で，どのサー

ビスを使うのか明確な基準がない 

・交通機関利用中に算定しないなど自治体の理

解不足がある 

 以上の課題に対し，同行援護の経営状況を安

定させるためには，報酬の改善や福祉有償運送

の規制緩和，国の基準の明確化，自治体の理解

促進などの取り組みが必要であることがわかっ

た。ただし，厚生労働省が実施した平成 26年度

経営実態調査において，同行援護事業の収支差

はプラス33万8000円，収支差率はプラス9.5％

となっており，全国平均でならせば赤字経営に

はなっていないことが明らかになっている。報

酬は税財源によって賄われるものであり，その

増額については慎重な検討が必要である。また，

身体介護ありかなしかで報酬が異なることにつ

いて強い反発があった。身体介護なしの報酬が

身体介護ありの場合に比べて低いことが原因で

あるが，そこに一定の差を設けることは合理的

である。むしろ，本来身体介護が必要な利用者

であっても身体介護なしで算定されている事例

があるのであれば，そこから是正していくべき

であるし，今後の高齢化を考えると身体介護あ

りの算定者が増えていく傾向になっていくと思

われるため，いましばらく様子を観ていく必要

があるのではないか。 
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