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行動障害が著しい人と虐待防止

平成25年千葉県において、重度の知的障害のある自閉症の青年が、施設職員の暴行
により死亡した。2012年10月から施行された虐待防止法が誕生したきっかけも、
2005年に福岡県の入所施設で発覚した、信じられない虐待事件からである。
マスコミに取り上げられる、大きな虐待事件の背景には、「言葉によるコミュニ
ケーションが難しい（自ら虐待を受けていることを話せない）」「自傷や他害など
の行動障害が顕著な自閉症の人」が存在している。
虐待とは、養護・保護すべき者が、自らの責務・権利を不当に行使することであり、
本来行うべき支援を行わず、不適切な扱いを行うすべての事を言う。

不幸な事件が無くならない

虐待防止法の誕生

「障害者の虐待の定義」「通報の義務（行政の対応）」を定め、虐待の防止を目指
す法律！

児童虐待防止法

2000年

ＤＶ防止法

2001年

高齢者虐待防止法

2005年

障害者虐待防止法

2012年10月～ 施行

2011年6月 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」成立
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（参考）

千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事例について

【事案の概要】 平成25年11月 上記センター（千葉県社会福
祉事業団が指定管理者として運営）の強度行動障害を有する
利用者が、職員から暴行を受けた後、病院に救急搬送され死
亡

（※本年3月11日：当該職員は傷害致死容疑で逮捕）

※ 確認された状況
（平成１６年度から平成２５年度まで１０年間）

○ 身体的虐待（暴行）
職員 １１人 被虐待者１７人

○ 性的虐待
職員 ２人 被虐待者 ２人

○ 心理的虐待
職員 ３人 被虐待者 ４人

合計（実人数）虐待者 １５人 被虐待者 ２３人
（＊この他に、虐待を行った疑義のある者３人）

虐待防止・身体拘束廃止の観点から
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新聞報道 下関の知的障害者施設で暴行

山口県下関市の知的障害者福祉施設「大藤園（おおふじえん）」で利用者を暴
行したとして、山口県警は１０日、同県防府市西浦、元職員、Ａ容疑者（３５）を
暴行容疑で逮捕した。県警によると、Ａ容疑者は容疑を認め「作業をしようとし
なかったのでやった」と供述している。複数の利用者に暴行を繰り返していた疑
いがあり、同県は同日、園を家宅捜索した。逮捕容疑は昨年２月１２日午前10

時ごろ、園の訓練作業室で、男性利用者（当時２０歳）に暴言を浴びせながら胸
ぐらをつかんで体を揺さぶり、頬を３回平手打ちするなどしたとしている。

園は通所型の福祉サービス事業所。知的障害者らが園内で軽作業などを行
う。A容疑者は１３年前から勤務し作業の指導を担当していた。先月、利用者を

平手打ちする様子がテレビで放映され、園側が事情を聴いたところ、「バカと言
われ、かっとなってやった」と認めたという。園側は、４日、Ａ容疑者を懲戒解雇
した。他の職員２人も暴言を吐くなど心理的虐待を行った疑いがあり、園側は第
三者委員会を設置して調べている。園を運営する社会福祉法人「開成会」の木
谷義孝理事長は１０日、報道陣に「利用者に精神的なダメージを与え申し訳な
い。再生を図りたい」と話した（以下略）

２０１５．６．１０ 毎日新聞、容疑者氏名の表記を改変



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であ
ること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支
援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資するこ
とを目的とする。

目 的

1. ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活
に相当な制限を受ける状態にあるものをいう（改正後障害者基本法2条１号）。

2. ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
3. 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

1. 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
2. 障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

3. 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校
の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対
する虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

1. 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護セン
ター」としての機能を果たさせる。

2. 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のため
の措置等を講ずる。

3. 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4. 平成２４年１０月１日から施行する。

その他

通報
①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使

②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養
介護施設等）に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局都道府県
市町村



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（障害者虐待防止法）の成立

目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自
立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重
要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害
者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養
護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防
止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利
利益の擁護に資することを目的とする。

平成24 年10 月1 日施行

障害者虐待防止法の成立



障害者虐待の定義

擁護者による障害者虐待

・障害者福祉施設などの職員

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

使用者による障害者虐待

・身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など

・勤め先の経営者など

障害者基本法第2 条第1 号に規定する障害者と定義。

「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他心身の機能の障
害がある者であって、障害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もの」（障害者手帳を取得していない場
合も含まれる。１８歳未満の者も含まれる。）



①身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそ
れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘
束すること。

②性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をし
てわいせつな行為をさせること。

③心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対
応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④放棄・放任 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放
置、養護者以外の同居人による①から③までに掲げる行為と同
様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

⑤経済的虐待 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を
不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利
益を得ること（障害者の親族による行為が含まれる）。

擁護者による障害者虐待

＊障害者福祉施設従事者、使用者による障害者虐待は、③心理的虐待部分に「不当な差別的言動」が追加され、
④放棄・放任の文章の「擁護者以外の同居人による」という文章が「他の利用者による」「他の労働者による」とい
う文章に変わる。



所在

場所

年齢

在宅

（養護者・

保護者）

福祉施設

企業

学校

病院

保育所

<障害者総合支援法> <介護保険法> <児童福祉法>

障害福祉

サービス事業
所

入所系、日中系、
訪問系、GH等含

む

相談支援

事業所

高齢者

施設

障害児施設
等

相談支援

事業所

18歳未
満

児童虐待

防止法

・被虐待者支援

（都道府県）

障害者虐待

防止法

・適切な権限行使

都道府県

市町村

障害者虐待

防止法

・適切な権限行
使

都道府県

市町村

－

改正児童

福祉法

・適切な権限行
使

（都道府県）

適用法令

なし

※障害児相談
支援事業所
については、
障害者虐待
防止法の省
令で規定する
ことを検討

障害者虐待
防止法

・適切な権限

行使

（都道府県労
働局）

障害者虐
待防止法

・間接的防止

措置

（施設長）

18歳以
上

65歳未
満

障害者虐待
防止法

・被虐待者支援
（市町村）

－ 【２０歳まで】

－

特定疾病40歳以
上の若年高齢者

65歳以
上

障害者虐待
防止法

高齢者虐待
防止法

・被虐待者支援
（市町村）

高齢者虐待
防止法

・適切な権限行使

都道府県

市町村

－
－

障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲

○障害者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別で整理すると下記のとおり。



こんなことは虐待になります
身体的虐待  通所施設において、利用者が指示に従わなかったため、平手打ちした

 かんしゃく時の様子を他の職員に見てもらうため、つねってかんしゃくを
起こさせた

 かんしゃく時に破壊行為や他害行為があるので部屋に鍵をかけ閉じ込めた
 苦しむのを楽しむために大量のわさびをご飯に盛って食べさせた
 施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる

性的虐待  わいせつな映像を見せて興奮するのを見て楽しむ
 入浴介助中に利用者の性器を触り、いたずらをする

心理的虐待  利用者に対し、常に命令口調で話す
 利用者の身体に落書きをし、写メを撮って友人に送る
 「バカ」「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる
 怒鳴る
 ののしる

放棄・放置
(ネグレクト)

 利用者が何か訴えているが、わかる言葉ではないため無視している
 同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
 汚れた服を着せ続ける
 不潔なまま放置する

経済的虐待  本人の同意なしに財産や預貯金を処分したり運用する
 日常生活に必要な金銭を渡さない

その他  職員のペースに合わせるため、本人のペースを無視し、強引に連れていく
など

施設・事業所などでの障害者虐待の例

よく目にしては困りますが・・・



環境要因
・行動を引き起こす
様々な状況
・様々な刺激
・複雑でわかりにく
い環境
・いつもと違う状況

障害特性
・感覚の特異性
・見通しが持てない
・目に見えない事物
を理解しにくい
・般化することが難
しい

問題行動と言われてしまう行動
・パニック（自傷行為・他害行為）
・不適切な行動
・かんしゃく など

↑

障
害
特
性
と
環
境
要
因
と
の
相
互
作
用

↓



緊急やむを得ない場合の身体拘束実施
（身体拘束実施の３要件）

● 切迫性、非代替性、一時性の３要件すべてを満たすこと

● ３要件すべてに当てはまる場合でも、慎重な対応が必要

切迫性

• 利用者本人又は他の利

用者等の生命、身体、

権利が危険にさらされ

る可能性が著しく高い

こと

非代替性

• 身体拘束その他の行動

制限を行う以外に代替

する方法がないこと

一時性

• 身体拘束その他の行動

制限が一時的なもので

あること

身体拘束を行うことで本
人の日常生活に与える悪
影響を勘案、それでもな
お身体拘束を行うことが
必要となる程度まで、利
用者本人などの生命又は
身体が危険にさらされる
可能性が高いか否かを確
認したのか

複数のスタッフで確認し
たのか。拘束方法は、利
用者本人の状態像などに
応じて最も制限の少ない
方法を検討したのか

身体拘束その他の行動
制限が、本人の状態像
などに応じて必要とさ
れる最も短い拘束時間
を想定したのか



通報の徹底と通報者保護の文化を

従来、障害者支援施設における虐待は、施設の管理者が主犯格・確信犯である場合
が多い。一方、千葉の事件やこれから発覚すると想定される虐待案件は、管理者、
上司（先輩）、善意の同僚が知らない、あるいは意図的に見つからない場面で行わ
れるものが増えると推測される。
虐待ならびに不適切な支援を隠蔽することは、組織防衛の意味からも、不適切な対
応だと考えられる時代がやってきた。また、虐待防止センターや都道府県を中心に、
地域で虐待予防・事後の対策を考える必要性がでてくる。

入所施設に求められる変化

重大な事件が入所施設で発生しているにもかかわらず、虐待防止法に沿った虐待通
報・認定件数は少ない！（2012年下半期全虐待件数1,524件のうちたった18件：
1.18％）。グループホームや通所施設だと自宅や他の事業所等で発覚する場合が多
いが、入所施設は自己完結型であるため・・・

虐待防止法と入所施設

通報

虐待防止センター等

通報
通報

相談・報告 相談・報告

支援員 サビ管 管理者

施設・組織の
マネジメント

虐待防止法の義務 法遵守ならびに施設の
マネジメントが十分な
ら速やかに管理者から
通報！
当然、速やかに対策も
とられているはず。



虐待をしてしまう職員とは（連続性の錯覚）

はじめから虐待する人はあまりいないと思います。ちょっとしたはずみで怒鳴ったり、叩
いてしまったり。そんな経験のある職員は多いのではないでしょうか。・・・（省略）・・・怒
鳴ったり、叩いてしまったりした行為が、もしも「正当化」されたらどうなるのでしょう。

＜しょうがないか。職員も少ないし、泊まり勤務も多くて疲れているんだから。このくらいは
どこでもやっている。これも指導の一環だ・・・＞

そのような思いは絶えず脳裏を横切るはずです。しかし、怒鳴られたり、叩かれたりした
障害者の顔を見ると、いつもの自分を取り戻すものです。ところが、そうした開き直りが革
新に変わった瞬間、気まずさは消し飛びます。良心のタカが外れ、抑制心が機能しなくな
るのです。・・・（省略）・・・ささいなことがささいではなくなり、しだいに権利侵害の悪質さは
増していき虐待へと発展していき、それにたいしても心が痛まなくなるのです。

ささいな行為からひどい虐待までが連続しているから、本人はいつまでもささいなことだ
と錯覚してしまう。それを「連続性の錯覚」と呼びます。・・・（省略）・・・このぐらいは当たり
前だと思った時から、靴を履いたまま正座させたり、目隠しをして立たせたり、「明日から
来るな」「早く死ね」「網走刑務所へ行け」などの暴言を吐いたりするようになるのです。

それでもブレーキが利かなくなり、椅子にひもで縛り、ミカンを皮ごと口に入れるようになり、
それも指導の一環だとして職場で見過ごされていきます。

さらには、殴る、叩く、羽交い絞めにしてほかの職員に殴るように言う、後頭部を壁に強
くぶつける、などの暴力が横行する職場へと変わり果ててしまうのです。

「なぜ人は虐待するのか」p.23-26」より一部抜粋



入所施設で実際に起きた虐待事件です。

カリタスの家は、ほかの施設では手におえないと言われて追い出された重度の障害者
も受け入れ、親たちや行政からも大変に評判の良い施設だった。ヤマト財団の故小倉昌
男会長が施設の姿勢に感銘を受けて多額の寄付金を出したことでも知られている。そ
の施設で、陰惨な虐待が数年前から横行していたのである。

職員が入所者に「顔が良いか、腹がいいか」と言って、職員がボクシンググローブで
殴った。「これ、おいしいよ」と言って、障害者に唐辛子を食べさせ、「コーヒーだよ」と言っ
て、木酢液を飲ませた。吐き出し苦しむ姿を見て、職員は笑っていた。

食事が遅い障害者に「いらんなら、さげるぞ」と言って、障害者の首を絞め、テレビ用の
リモコンやコップで顔を殴り、障害者は眉毛の上を切った。施設長が男性入所者に沸騰
した湯でいれたコーヒーを無理やり三杯も飲ませ、口やのど、食道のヤケドで約一ヶ月
の重傷を負わせた。・・・（一部省略）・・・

ある職員はこう言った。「職員同士の仲が良く、なぁなぁになって、（虐待を）注意できる
雰囲気になかった。入所者が暴れるなどパニック状態になったとき、対処法がわからず、
殴ったり、蹴ったりした。申し訳ないことをしたと思うが、療育面での専門的な知識を身に
着けない限り、私が犯した過ちは繰り返されると思う。

「条例のある街P.101-102」より一部抜粋



虐待防止のための心得
①「不適切な関わりは虐待である」という認識を持つこと。

②虐待はどこでも起こっており、それにたいしては私たちが毅然とした態度で権利
侵害を防ぐための声をあげなければ現状は変わらないという認識に立つこと。

③「私だけは（虐待をしていないから）大丈夫」ではなく、他の職員の行う虐待を見
過ごすことも重大な過失行為であること。
④虐待が深刻な権利侵害であり、犯罪につながる行為であることを認識すること。
⑤組織的な対応や通報のシステムなどがあり活用できる社会資源を知ること。

⑥一人ひとりの利用者の生活を守る専門職であることの自覚を持ち、そのために
必要な知識や技術などの獲得、権利について敏感に反応できる倫理観を持つこと。
⑦そのための自己研鑽を怠らないこと。

・虐待防止体制の整備（責任者、法人/施設内虐待防止委員会の設置など）
・虐待に対応するためのマニュアル整備
・職員に向けた教育や研修、ＯＪＴなど
・スーパービジョン体制の確立
・現場のヒヤリハット（報告記入と共有）
・事故報告の共有・検証）
・情報共有のための会議や事例検討会の実施
・第三者による評価や関わりの機関の確保


