
権利擁護と虐待防止

～ケアマネジメントプロセスにおける権利擁護の視点と
虐待防止などにおいて果たすべき役割を理解する～
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全体の構成

１．権利擁護に関わる施策の動向
– 障害者虐待防止法 平成24年10月施行
– 障害者総合支援法 平成25年4月施行
– 障害者の権利に関する条約 平成26年1月批准
– 障害者差別解消法 平成28年4月 施行

２．サービス管理責任者の役割
– 施設・事業所内の虐待につながるリスク
– 虐待が起こる背景
– なぜ、施設・事業所内虐待は表に出ない
– 虐待の境界線は
– 虐待防止に取り組むためには

３．まとめ
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１．権利擁護に関わる施策の動向
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目的
全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか
けがいのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社
会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共
団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援
等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及
び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目
的とする。

障害者基本法
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正式名称は「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」で平成２４年
１０月１日より施行されている

第１条 （目的）
この法律は、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、障害者虐待の
予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、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
の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防
止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）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。

障害者虐待防止法

虐待は、障害者の
尊厳を害する

① 障害者虐待の防止
② 養護者に対する支援
③ その他の施策

障害者の権利利益
の擁護に資する
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

基本理念
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国
民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえの
ない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら、共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可
能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むため
の支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこ
で誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他
の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとっ
て日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、
制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合
的かつ計画的に行わなければならない。

障害者総合支援法
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第一条 目的
この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全か
つ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の
尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者の権利に関する条約
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

目的
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人と
してその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利
を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本
的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消す
るための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進
し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを
目的とする。

障害者差別解消法
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自己決定権の尊重という理念のもとに、本人の法的諸権利につき、本人の
意思あるいは意向に即して、過不足なく本人を支援すること。

権利擁護の意味
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権利擁護の４つの次元

自己決定のための条件整備
↓

自己決定過程の支援
↓

自己決定された権利の主張の支援（代弁）
↓

主張された権利の実現の支援
「たたかうアドボカシー」：権利回復支援
「ささえるアドボカシー」：権利獲得支援

※出典：平田厚(2012)『権利擁護と福祉実践活動』明石書店



２．サービス管理責任者の役割
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• サービス提供のためのプロセスの管理
相談の受付けからアセスメント、プランニング、サービスの
実施、モニタリング、評価などの一連の流れ

• サービスの質を担保できるように施設の職員の「人材育成」
いつでも、利用者に「最善の支援やサービスを提供できる」
ように、職員の研修やトレーニングを計画したり、実施した
りすること
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障害者虐待防止法の概要

目 的 （平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

定 義
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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。

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。
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
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

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

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放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

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）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）



障害者虐待の防止等に向けた基本的視点

（１）障害者虐待防止と対応のポイント
障害者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた障害者

が安定した生活を送れるようになるまで、障害者の権利擁護を
基本に置いた切れ目ない支援体制を構築する必要。
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ア虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

イ虐待の早期発見・早期対応

ウ障害者の安全確保を最優先する

エ障害者の自己決定の支援と養護者の支援

オ関係機関の連携・協力による対応と体制



（２）障害者虐待の判断に当たってのポイント
虐待であるかどうかの判断に当たっては、以下のようなポイン

トに留意。虐待かどうかの判断が難しい場合は、虐待でないこ
とが確認できるまでは虐待事案として対応。
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ア虐待をしているという「自覚」は問わない

イ障害者本人の「自覚」は問わない

ウ親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある

エ虐待の判断はチームで行う
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区 分 内 容 と 具 体 例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動き
を抑制する行為。
【具体的な例】

・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・やけど・
打撲させる ・身体拘束（柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制
する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等）

性的虐待

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要があ
る）
【具体的な例】

・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする・本人の前でわいせつな言葉を発する、
又は会話する ・わいせつな映像を見せる・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像を撮影する

心理的虐待

脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】

・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる・悪口を言う ・仲間に入れない ・子
ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する

放棄・放置

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等
によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】

・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させない ・
汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・ごみを放置した
ままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に行かせない ・
必要な福祉サービスを受けさせない・制限する・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する

経済的虐待

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の
使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】

・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さ
ない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない

障害者福祉施設等における障害者虐待対応の手引き

身体的虐待：暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為、
身体を縛りつり、過剰な投薬による身体の動きを抑制する行為

性的虐待：性的な行為やその強要

心理的虐待：脅かし、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって
精神的に苦痛を与えること

放棄・放置：食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必
要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって障害者の
生活環境や身体・精神的状態を悪化させること

経済的虐待：本人の同意なしに（あるいは騙す等して）財産や年金、賃
金を使ったり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由な
く制限すること



①身体的虐待 第199条殺人罪
第204条傷害罪
第208条暴行罪
第220条逮捕監禁罪

②性的虐待 第176条強制わいせつ罪
第177条強姦罪→強制性交等罪
第178条準強制わいせつ・準強姦罪

③心理的虐待 第222条脅迫罪
第223条強要罪
第230条名誉毀損罪
第231条侮辱罪

④放棄・放置 第218条保護責任者遺棄罪
⑤経済的虐待 第235条窃盗罪

第246条詐欺罪
第249条恐喝罪
第252条横領罪

虐待防止は「刑法上の罪」を問うわけではない

そもそも虐待防止法は、重大な事件になる前の小さな
芽の段階で事態を発見し、適切な対策を講じ、障害者
の尊厳を守り、充実した生活が送れるようにすること
が目的。

虐
待
防
止
の
取
り
組
み

刑法上の罪

虐待

疑わしい事案
不適切な支援

適切な支援・良い支援

マ
ス
コ
ミ
に
登
場
す
る
事
件

障害者虐待防止法には、虐待を行った者への罰則が記されていません。どうしてでしょう？
刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)

(平成29年7月施行)
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障害者虐待防止法の要点：通報義務

通報

虐待防止センター等

通報
通報

相談・報告 相談・報告施設・組織の
虐待防止体制

虐待防止法の
通報義務 法遵守ならびに施設・

組織の虐待防止体制が
十分なら速やかに管理
者から通報！

原理：何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない
通報義務：障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、
これを市町村（又は都道府県）に通報しなければならない」 → 通報段階
で虐待であるかどうかを確定する必要はない
早期発見：福祉に業務上関係のある団体並びに福祉に職務上関係のある者等
は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期
発見に努めなければならない

通報義務が前提にある法律

支援員 サビ管 管理者
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相談

通報する事案か
判断に自信が持
てない場合

相談

通報する事案か
判断に自信が
持てない場合



• 施設の風土、職員の倫理観
弱い相手を対象にしているため、職員としての権威や裁量が
増大する。
虐待ではなく指導、しつけと考えている。または利用者のた
めという思い込み。

• 専門性の不足
専門的支援のスキルがないため、力で利用者を抑えようとす
る。
利用者の行動の原因を理解できないため、問題が長期化する。

• 過度な安全管理
利用者の安全を理由に必要以上に管理を強める。

施設・事業所内の虐待につながるリスク①
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• 虐待防止体制が整備されていない
利用者の声を聞くシステムがない。
職員の通告が生かされないシステム。
マニュアル等が未整備。

• 職員のストレス
勤務形態、待遇などへの不満。
マンパワーの不足・・・疲労の蓄積。

• その他
職員の個人的性格

施設・事業所内の虐待につながるリスク②
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障害者福祉施設等における障害者虐待対応の手引き



• 組織的な要因
思いこみ 倫理観

問題に対する意識が薄くなっていて利用者の立場より、施設側の
事情や利益などを優先し、本来あるべき姿から外れてしまうよう
な支援をしてしまう。

外部とのつながり不足
研修に出る機会や同じ職種の人との接点が少なく、自分と外との
つながりが薄くなってしまい、スキルを高める機会がない。孤立
してしまう。

職員の依存と利用者への固執
利用者との固定化された関係性によって生じる、利用者への固執
と自意識過剰が原因となって、間違った支援に気がつかない。

過剰適応と集団アイデンティティ
支援者が他の職員などからの期待に応えることや組織の一員であ
ることを認めてもらいたいという想いを優先し、不適切なことで
あっても行ってしまう。

虐待が起こる背景①

20



• 対人関係的要因
コミュニケーションの弱さ

利用者や家族、職員間でのコミュニケーションが上手に取れず、
関係性や支援がうまく行かず、苛立ちをぶつけてしまう。職員の
ストレス。

相談者の欠如
支援者が同じ職場内に相談できる相手がいないことによって、孤
立感や悩みなどを抱え、利用者に不適切な支援をしてしまう。

虐待が起こる背景②
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• 個人的要因
支援する使命感

「障害のある人」を支援しているということで支援者自身のモチ
ベーション維持がされている場合、支配的になってしまう。利用
者のためという思い込み。

専門的スキルの低さ
障害特性や根拠に基づいて支援せず、思いつきや経験、感情によ
る支援が利用者を混乱させたり、パニックに陥らせたりする。

虐待が起こる背景③
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• 本人・家族の思い
1. 訴え出るとさらに虐待がエスカレートするのではないかという不

安、報復への恐怖
2. 「お世話になっているから」という負い目
3. 「自分が悪いのだ」と思いつめてしまう
4. 誰に相談していいのかわからない
5. 相談しても誰も助けてくれない、逃げ場がない
6. 虐待を受けているという自覚がない
7. つらい思いを伝えること自体が苦手（できない）

虐待が起こる背景④

23

繰り返される虐待



虐待を行う者とは？
①養護者：障害者を現に養護する者。基本的には、下記の②③以外の者と

考えてよい。多くは、家庭等における保護者や主生計者で、障害者の
介護や健康・金銭等の支援を行っている者。

②障害者福祉施設従事者等：障害者総合支援法に示された障害者福祉施設
または障害福祉サービス事業所等に従事している者。児童福祉法にお
ける障害児通所施設や入所施設も対象となり、地方自治体独自の福祉
サービスを提供している場合も同様である。

③使用者：障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者、または従事
する障害者のマネージメントを行う者。職場の直属の上司や仕事を教
える先輩等を含む（正規社員であるかどうかは関係ない）。

「虐待を行う者」「対象となる障害者」

虐待防止の対象となる障害者とは？
虐待を防止すべき障害者を、障害者基本法に定められた者としています。
各種障害者手帳を持っている人だけを障害者とするものではありません。
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加虐待者の特徴
• 虐待や不適切な支援をしている意識が低い。
• 育児や支援の専門性が弱い。
• 虐待者への負担が大きい。
• 個別性や柔軟性に応じた対応が困難である。
• 虐待者の状況への受容ができていない。
• 虐待者との関係性が持ちにくい。

25

• 知的、判断能力が著しく低下している。
• 被害を受けていることを自覚できない。
• 被害を受けていることを否定する。
• 発信が少なく、ＳＯＳが出せず放置されやすい。
• 本人の意思が見えにくく表面化しにくい。
• 被虐待者の障害受容、認識ができていない。
• 支援者との関係性が持ちにくい。
• 生活に制限があり、支援が必要である。

被虐待者の特徴
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身体拘束に対する対応法：３要件
拘束とは、行動・自由を制限することを意味します。つまり、他の身体的
虐待は、行為者の行為の態様に着目しますが、身体拘束は被拘束者の身体
の自由の有無に着目します。

【やむを得ず身体拘束を行う場合（条件）】
①切迫性 ②非代替性 ③一次性 → ３要件すべてを満たす必要あり

【やむを得ず身体拘束を行う場合（判断）】
①組織による決定（決定を行う組織体制、緊急の判断の条件を明記）
②個別支援計画への記載（個別支援会議で慎重に議論し詳細に記載）
③本人・家族への十分な説明（承諾書）
④必要な事項の記録（客観的な拘束状態の記録を残す）

身体拘束の範囲は、職場内で、詳細までしっかりと詰めておくこと。

27



行動障害のある利用者への不適切な支援

ざわざわした場面が苦手な利用者がいます。施設で日中活動にでかけるときには、
玄関で靴に履き替えなければなりませんが、同時に多くの利用者が玄関に集まって
来ると、ザワザワして本人にとっては大変不快な環境となります。

しかし、本人はコミュニケーションの困難性から、職員に不快感を訴えることが出来
ません。どのように解決すれば良いかの方法もわかりません。

そして、イライラが高まってどうしようもなくなり、横にいる利用者に噛み付いてしま
いました。職員は、やめさせるために本人を羽交い絞めにして引き離し、さらにパニッ
クを起こして暴れたため、居室に鍵をかけて閉じ込めました。

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引きP.27」より抜粋

ざわざわした騒がしい場面がいや

《感覚過敏》

苦情を伝えることが困難

《コミュニケーションの困難性》

どのように解決すればよいのか

分からない 《想像力の困難性》

自閉症 質的障害・見通しの困難性や感覚の異常
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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
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• 利用者が告発できない。
• 施設の密室性（第三者の不在）→ばれない、見つからない
• 親が虐待する側を守る行動をとる。
• 他職員が虐待する側をかばう。
• 施設全体で隠ぺいする。
• 何が虐待なのか、職員が気づかない。⇒虐待の芽に気づかない。
とても危険！

なぜ、施設・事業所内虐待は表に出ない

30

表面化しにくい



虐待の境界線は

31

虐待

犯罪・虐待
犯罪とまではいか
ないが、常軌を逸

した支援

不適切な

支援

虐待とは言い切れない
が、明らかに適切では

ない支援

適切とまでは言い
切れず、状況に
よっては 判断が

迷う支援

適切な支援

虐待や権利侵害
とは明らかに違

う支援



• 虐待防止体制の整備（責任者、虐待防止委員会の設置等）
• 利用者の声に基づく個別支援計画の作成
• 利用者自治会など利用者の声をひろう
• 虐待対応マニュアルの整備（相談･通報）
• ヒヤリハット報告や苦情受付の奨励や事故報告の検証
• 職員への教育・研修
• 職員間のコミュニケーションの向上
• 情報の共有（職員会議、事例検討会等）
• スーパービジョン体制の確立
• 第三者による評価の実施
• ボランティア、見学者等の積極的な受け入れ 等々

虐待防止に取り組むためには
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個別支援計画に記載できないことはしてはいけない！
(職員の対応)
• 食事の強要
• ペナルティーとしての作業不参加・自由時間の禁止
• 交換条件としての缶コーヒー、等

個別支援計画
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まとめ
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平成２９年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

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

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

4,649件
（4,606件）

2,374件
（2,115件）

691件
（745件）

虐待判断
件数

597件
（581件）

市区町村等による
虐待判断件数

1,557件
（1,538件）

464件
（401件）

被虐待者数
1,570人

（1,554人）
666人
（672） 被虐待者数

1,308人
（972人）

・上記は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
カッコ内については、 前回調査（平成28年4月１日から平成29年３月31日まで）のもの。

・都道府県労働局の対応については、平成30年8月22日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデーターを引
用。(「虐待判断件数」は、「虐待が認められた事業所数」と同義。) 35

【調査結果（全体像）】



36

＜養護者による障害者虐待＞

 養護者による障害者虐待の相談・通報件数については、平成 28 年度からほぼ横ば
い(4,606 件→ 4,649 件)。虐待判断件数についてもほぼ横ばい(1,538 件→1,557 件)
である。

 相談・通報件数に対する虐待の判断件数の割合は、昨年度から横ばいとなっている。
(平成 28 年度：33％(1,538/4,606)、平成 29 年度：33％(1,557/4,649))

 相談・通報者の種別では、警察が 28%（1,312 件） 、本人による届出が 18%（857 件） 、
相談支援専門員が 16％（767 件）、施設・事業所の職員が 14%（670 件）であり、こ
れらが上位を占める。

 虐待行為の類型は、身体的虐待が 61％と最も多く、次いで心理的虐待が 33％、経
済的虐待が 23％、放棄・放置が 16％、性的虐待が 4％の順。

 被虐待者の障害種別は、知的障害が 55％と最も多く、次いで精神障害が 34％、身
体障害が 19％の順。

 虐待の事実が認められた事例での対応策として被虐待者の保護と虐待者からの分
離を行った事例は、636 人で全体の 41％を占める。

 虐待による死亡事例は、1 人。(平成27年度は3人、平成28年度5人)
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＜障害福祉施設従事者等による障害者虐待＞

 障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は、平成 28 年
度から 12％増加 (2,115 件→2,374 件)。判断件数については 16％増加（401 件
→464 件）している。

 相談・通報件数に対する虐待の判断件数の割合は、ほぼ横ばい。 (平成 28 年度：
19％(401/2,115)、平成 29 年度：20％(464/2,374))

 相談・通報者の種別では、本人による届出が 20％と最も多い。次いで、当該施設・
事業所職員からが 18%、当該施設・事業所設置者・管理者からが 11%となっている。

 虐待行為の類型は、身体的虐待が 56％と最も多く、次いで心理的虐待が 42％、性
的虐待が 14％、放棄、放置が 7％、経済的虐待が 6％の順。

 被虐待者の障害種別は、知的障害が 71％と最も多く、次いで身体障害が 22％、精
神障害が 17％の順。

 虐待者の職種は、生活支援員が 44％、管理者が 10％、その他従事者が 7%、サー
ビス管理責任者が 5%、世話人と設置者・経営者が 4%の順。

 虐待の事実が認められた事例への対応状況として障害者総合支援法等の規定によ
る権限の行使として実施したものは 231 件であった。

 虐待による死亡事例は、なし。(平成 28 年度もなし) 
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＜使用者による障害者虐待＞

1. 通報・届出のあった事業所数、通報・届出の対象となった障害者数はいずれも前年度
と比べ増加。

・通報・届出のあった事業所数 1,483事業所 （前年度比 12.7％増）
・通報・届出の対象となった障害者数 2,454人 （ 同 44.6％増）

2. 虐待が認められた事業所数、虐待が認められた障害者数はいずれも前年度と比べ
増加。
・虐待が認められた事業所数 (届出・通報の時期、内容が異なる場合には、複数計上している。

597事業所 （前年度比 2.8％増）
・虐待が認められた障害者数 1,308人 （ 同 34.6％増）

3. 受けた虐待の種別(重複あり)では、経済的虐待が1,162人（83.5％）と最も多く、次いで
心理的虐待が116人（8.3％）、身体的虐待が80人（5.7％）となっている。



• 私たちは、障害者の権利擁護者として利用者とともに歩む役割
が期待されています。

• また、利用者の抱える“弱さ”（ハンディキャップ故に生じる情
報、自己表現力、判断能力等の課題）に最も近い立場にいます。

専門職のもつ二面性
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権利侵害者となりうる危険性を有していることを認
識する必要がある。



• 本人のニーズを的確に捉えられているか
• ニーズに基づく「個別支援計画」であるか
• 支援計画に基づく支援が適切に行われているか・・・さらに、
それを定期的にモニタリングや評価がなされているか

• 支援をした時の記録があるか
• 支援について職員が共有できる機会や、話し合える場があるか

プロセス管理の視点から
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※PDCAサイクルで支援を

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）



利用者の障害特性や個別ニーズを把握する為には、
アセスメントが重要。
a. 好きなこと苦手なことの把握
b. 得意なこと・強みと弱み
c. コミュニケーションレベル
d. ひとつひとつの場面や状況をどのように理解しているか?
e. 「何が」わからないのか？
f. どのような刺激に敏感または鈍感か
g. 健康上の課題、合併する障害

適切な支援への取り組み
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真のニーズに基づいた支援
大切な事は「問題行動」に焦点を絞った支援だけでなく、

利用者の強み・長所など、ポジティブな面を探り出し、そこ
から真のニーズを発見し、支援を進めることが大切。



• 一人ひとりにあった、一人ひとりの意向を尊重した支援ができること
• 何が利用者にとって「最善の利益」なのかを判断できること
• ひとりのかけがえのない存在として利用者とかかわることなどの倫理観
や価値観をもっていること ・・・・・など

人材育成の視点から
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研修やスーパービジョンを通して

質の高い人材育成が必要



• 本人理解や本人や家族、取り巻く環境などを理解するため
の知識をもっているか

• 利用者に合った適切な支援方法を提供できるだけの技術を
持っているか

• 人間尊重などの専門的な倫理観や価値観をもっているか

職員としての専門性の確保
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＊これらを、一人ひとりの職員が身につけられる

仕組みや制度が施設や機関にあるか



虐待防止は「適切な支援」の提供に尽きる

刑法上の罪

虐待

疑わしい事案
不適切な支援

適切な支援

障害者の権利利益を擁護するための理念的な知識や注意喚起は大切です！
しかし、特に行動障害が著しい人に対しては、それだけでは不十分です。
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環
境
・
状
況
の
影
響

本
人
の(

障
害)

特
性

水面下の要因に注目する

表面上見えている行動

氷山モデルで考える

相
互
に
作
用

氷山モデルとは、障害
がある人の課題となっ
ている行動を氷山の一
角として捉え、氷山の
一角に注目するのでは
なく、その水面下の要
因に着目して支援の方
法を考え、行動の背景
を捉えるツールとして
使用します。

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


