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障害者虐待の背景と経緯

• あまり問題とされていなかっただけで、障害者施設での体罰は以前
には当たり前のようにあった。

• 親から子への虐待、先生や部活顧問の体罰もよくあった。
• 当時は暴れる障害者、言うことを聞かない障害者を力で従わせるこ

とができた職員が一目置かれていた。
• 人権をめぐる状況が今とはかなり違う。
• 問題にされるようになったのは1990年代後半から。
• 今でも、当時の「成功体験」を忘れられないベテラン職員がいる。
• 障害者の人権や支援スキルを学ぶことなく、場当たり的に力で抑圧

している若い職員もいる。
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職場における虐待

■大久保製壜事件

1975年。東京都墨田区にある大手製壜工場で、従業員の８割以上にあたる１６０人が身体・知的障害者。
労働大臣から福祉モデル工場の認定を受けていたが、暴力、性的暴力、低賃金、深夜労働の強制などに苦
しめられていたことが発覚、「福祉奴隷工場」と呼ばれ、その後長い労働闘争が続いた。

■サングループ事件

1996年、知的障害者を多数雇っていた滋賀県のサングループ社長が従業員の障害年金計１４３０万円を着
服した疑いで逮捕される、栄養失調や薬による発作で死亡した従業員もいた。大津地裁彦根支部は社長に
懲役１年６月の実刑判決。

■水戸アカス事件

1996年。・約30人の知的障害者が働く段ボール加工工場。体罰（殴る、蹴る、食事を与えない）。従業員寮で社長によ
る性的暴行。詐欺罪（補助金不正受給）で社長逮捕、有罪・性虐待は約20件告訴されたが、いずれも不起訴。民事訴訟
では性的暴力を認定

■大久保製作所事件

奈良県広陵町の家具製作会社「大橋製作所」元社長と姉（監査役）が長年にわたって従業員である障害者
の年金を横領していたとして業務上横領罪で逮捕、起訴され有罪判決が確定。被害者の元従業員10人は社
長や国・県などを相手に、計約２億１２００万円の損害賠償を求めて提訴。

■札幌三丁目食堂事件

札幌市白石区の食堂で過酷な労働を強いられながら給与や障害者年金を横領されたとして、住み込みで働
いていた知的障害者４人が２００８年、会社や職親会などを相手取り約４５００万円の損害賠償を求め
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福祉施設における虐待
■白河育成園事件1997年

• 80年代半ばに建てられた、知的障害者の「都外施設」

• 定員30人のうち27人が東京の障害者

• 体罰、向精神薬・睡眠薬の過剰使用

• 虐待が発覚し、施設閉鎖へ

• わが子を守れない保護者の心情
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1990年代～2000年代の虐待事件と対策

〇サングループ事件（滋賀県、1995年）

〇アカス事件（茨城県、1996年）

〇白河育成園事件（福島県、1997年）

障害者１１０番、オンブズマン制度、成年後見制度、

地域福祉権利擁護事業⇒日常生活支援事業

第三者委員、運営適正化委員会

〇カリタスの家事件（福岡県、2005年）

〇袖ヶ浦福祉センター、死亡事件（千葉県、2013年）

〇津久井やまゆり園事件（神奈川県、2016年）
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障害者虐待防止法の成立

• 児童虐待防止法2000年

• 高齢者虐待防止法2005年

• 障害者虐待防止法2011年

通報義務／早期発見義務、虐待禁止の明示

虐待の５類型

①身体的虐待 ②性的虐待 ③心理的虐待

④ネグレクト（放棄・放置） ⑤経済的虐待

調査の権限と対象

①市町村→家庭内虐待 ②都道府県→施設内虐待 ③労働局→職場内虐待

※学校と病院は管理者に予防・改善義務
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障害者虐待防止法の目的（趣旨）

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大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対する施策を促進し、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。

•「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（養護者虐待の通報や通報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が適
用）

「障害者」の定義

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

「障害者虐待」の定義
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養護者による虐待

一養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
イ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
ロ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
ハ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
ニ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、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げ
る行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること
二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
Footer Text 
障害者施設従事者等による虐待

一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
二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
三障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動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
四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、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害
者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害
者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を怠ること
五障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること
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使用者による虐待

一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
二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
三障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動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
四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、当該事業所に使用される他の労働者による前三
号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
五障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

虐待行為に対する刑事罰
①身体的虐待：殺人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪
②性的虐待：強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪

③心理的虐待：脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪
④ネグレクト：保護責任者遺棄罪

⑤経済的虐待：窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪
※ただし、親族相盗例に注意。

必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政として告発を行うことが求められる。日頃からの警察
との連携も重要。
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早期発見義務

障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設
従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使
用者は、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

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町
村に通報しなければならない。

※障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

通報の窓口と流れ

養護者による障害者虐待
発見 ＝通報⇒ 市町村 ①事実確認（立入調査等） ②措置（一時保護、後見申立て）

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
発見 ＝通報⇒ 市町村 ＝報告⇒ 都道府県 ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表

使用者による障害者虐待
発見 ⇒（市町村）＝通知⇒ 都道府県 ＝報告⇒ 労働局 ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表

窓口は「市町村障害者虐待防止センター」又は「都道府県障害者権利擁護センター」 Text 
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障害者虐待以外の通報・届出への対応等
「何人も障害者を虐待してはならない」
→養護者・施設従事者等・使用者以外の者から行われた障害者に対する虐待を発見した人から、任意の虐待通報が行われ
る場合が考えられる
→通報・届出の内容を聞き取り、学校、保育所等、医療機関、公共交通機関等で起きた虐待事案に対応すべき機関に連絡
し、確実に引き継ぐことや、必要に応じて市町村や都道府県が対応することが求められる
→このような通報に備えて、市町村や都道府県では、それらを所管する市町村、都道府県、警察の担当部署等を事前に確
認し、実際に通報があった場合の対応や連絡、引き継ぎ方法を確立しておく必要がある

学校、保育所等、医療機関における障害者に対する虐待
関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、障害者に対する虐待に関する相談に
係る体制の整備、障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するた
め必要な措置を講ずるものとされている（法第29条～第31条）
→担当部署等との間で当該規定を確認するとともに、学校等における当該措置の実施状況の確認を要請するなど、実効的な
解決に向けた支援が望まれる

①学校における障害者への虐待 ⇒ 市町村、都道府県の教育委員会、教育センターなど
②保育所等における障害者への虐待 ⇒ 市町村、都道府県の保育課、子育て支援課など
③医療機関における障害者への虐待 ⇒ 都道府県の医務課、医療課など

窓口間連携、専門職の活用
苦情相談や事故報告という形を含め、他の窓口や関係機関等に相談が入る可能性もある。
→行政機関内及び関係機関の相談等窓口間で連携体制や情報共有の仕組みを整備しておくことが必要
市町村や委託を受けた市町村障害者虐待対応協力者は、専門的知識や経験を有し、かつ事務に専門的に従事する職員を確保
するよう努めなければならない（第34条）
→専門職の配置、専門職の活用について他の自治体との連携体制を整備するなどの取組みが望まれる
Footer Text 

11



虐待に関する義務化

①従業者への研修実施
②虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底する
③虐待の防止等のための責任者の設置

身体拘束に関する義務化

①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

※運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算（身体拘束廃止未実施減算５単位／日）
ただし②から④については令和５年４月から適用。訪問系サービスについては、①から④の全てを令和５
年４月から適用。
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身体拘束の例

①車いすやベッドなどに縛り付ける
②手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける
③行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる
④支援者が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する
⑤行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

身体拘束は原則許されない

「正当な理由」
①切迫性 ②非代替性 ③一時性 のすべての要件をみたす場合

→原則は違法であるという認識が重要

記録のポイント

運営基準
「やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や
むを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。」
⇒①身体拘束に至った経緯、②理由、③態様（どのような身体拘束か）、④時間（拘束時刻、解除時刻）、
⑤拘束時・解除後の本人の状況（様子）、⑥拘束減への取組み・今後の方針
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身体的虐待の例

本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為。
•本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。
•本人に向けて刃物を近づけたり、振り回したりする。

本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず障害者を乱暴に
取り扱う行為。
•医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。
•移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事や飲み物を口に入れる。

本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱う行為
•介助がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。

•食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる、飲み物を飲ませる。 r Text 

性的虐待の例

あらゆる形態の性的な行為又はその強要
•排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
•排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
•本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する（無理やり聞かせる、無理やり
話させる）。
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心理的虐待の例

障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視するような発言、態度
•無視する。
•「意味もなく呼ばないで」「どうしてこんなことができないの」などと言う。
•話しかけ等を無視する。
•障害者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。
•したくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者にやらせる）。
障害者の意欲や自立心を低下させる行為
•自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする、職員が提供しやすいように食事を混ぜる。
•自分で服薬ができるのに、食事に薬を混ぜて提供する。
交換条件の提示
•「これができたら外出させてあげる」「買いたいならこれをしてからにしなさい」などの交換条件を提示する
心理的に障害者を不当に孤立させる行為
•面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。
その他著しい心理的外傷を与える言動
•本人の意思に反した異性介助を繰り返す。
•浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。
•障害に伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、障害者に恥をかかせる（排泄の失敗、食べこぼしなど）。
•侮蔑を込めて、子どものように扱う。
•話しかけているのに意図的に無視する
•排泄交換や片づけをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視して、トイレに行けるのにおむつをあてたり、食事の全介助をする。
•台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する。
•家族や親族、友人等との団らんから排除する。
威嚇的な発言、態度
•「ここ（施設等）にいられなくなるよ」「追い出す」などと言い脅す。
侮辱的な発言、態度
•排泄の失敗や食べこぼしなどを嘲笑する。
•排泄介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。
•子ども扱いするような呼称で呼ぶ。
•本人の意思に反して呼び捨て、あだ名などで呼ぶ。
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経済的虐待の例
本人の同意（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。）なしに財産や金銭
を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
•日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。不当に制限する。
•年金や賃金を管理して渡さない。
•年金や預貯金を無断で使用する。
•事業所、法人に金銭を寄付・贈与するよう強要する。
•本人の財産を、本人が知らない又は支払うべきではない支払に充てる。
•立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。
•本人に無断で親族にお金を渡す、貸す。

ネグレクトの例
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介助や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、障害者の
生活環境や、障害者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
•室内にごみを放置する、掃除をしない、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。

専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、障害者が必要とする医療・障害福祉サービスなどを、周囲が納得できる
理由なく制限したり使わせない、放置する。
•支援者が医療機関への受診や専門的ケアが必要と説明しているにもかかわらず、無視する。
•必要な障害福祉サービスを利用させない、利用を制限する。

障害者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為の放置
•他の利用者に暴力を振るう障害者に対して、何ら予防的手立てをしていない。
•話しかけ等に対し「ちょっと待って」と言ったまま対応しない。
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施設における虐待の共通の構図

①虐待は密室の環境下で行われる＜環境＞
②障害者の権利を侵害する小さな出来事から心身に傷を負わせる行為にまで次第にエスカレートしていく
＜意識＞
③職員に行動障害などに対する専門的な知識や技術がない場合に起こりやすい＜専門性＞
（障害保健福祉部長通知（平成１７年１０月２０日）「障害者（児）施設における虐待の防止について」）

小さな出来事がエスカレートする理由

・「言っても無駄」「言ったら不利益になる」という意識
・意思表示が困難な特性
・現場の自由度が高い
→エスカレートを止める外的要因が少ない
→①個々が「小さな出来事」を意識する（内的要因） ②現場レベルで共有する（外的要因）

尊厳とは何か

憲法１３条（個人の尊厳）
・すべての人は、個人として尊重される
・幸福追求権
⇒一人の人として「尊重」しているか
⇒本人の幸福追求の支援をしているか
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どこでも虐待の芽は生まれる

×絶対に虐待はない～絶対にしてはいけない～虐待起きたら大変

～起きるはずがない⇒虐待を否定する心理の形成

○いつ虐待の芽が生まれるかわからない～感性、謙虚さ、風通し

の良い職場

⇒虐待をエスカレートさせない

見て見ぬふりの恐怖

カリタスの家事件（2005年）
暴力、とうがらしを目にすり込む、木酢液を飲ませる、

熱湯を口に流し込む
「よい施設だと評判だったが、支援の難しい利用者が
次々に入ってきて職員は疲れ切りパニック状態だった。
だれかが叩いてしまう。目撃した他の職員は止められな
い。これではいけないとみんな思っていた」
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新人職員が虐待に気づいたら？

• ある東京都内の障害者施設で
• 先輩たちの虐待に気づいた新人職員
• 指摘したら、先輩たちににらまれるように
• 追いつめられた末に……

同調圧力に立ち向かうジレンマ

• やみくもに「告発」すると、職場で孤立、嫌がらせ、左遷、損害賠償請求・・・
• 黙っているとストレス、不全感、自分の信念を殺すことになる
• 発言力をつけるのを待っていると、目の前の障害者を救えない
• さっさと辞めたいが、逃げるようで悔しい。評判を落とす？
• 匿名で告発…表に出すと抑止力になるが、後ろめたい

↓
職場の風通しをよくする
どんな小さなことでも気づいたら声を上げ、話す合う
小さな芽が良い支援のヒントになる
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「支援」と「虐待」の線引きは？

• 支援の難しい障害者に〝踏み込んだ支援〟が必要な場合がある
• どこまでが許される支援か、許されない虐待か
• 心理的虐待・ネグレクトのグレーゾーンをどう考えるか

※行動障害のある障害者に手を焼き、ストレスがたまった職員がついカッ
となってペットボトルを床に投げつけた。これは虐待か？

利用者は言わない

• とてもやさしい、面倒見のよい職員
• チャンバラごっこ
• 「心の中ではいつも泣いていたんです」
• 障害者の発する小さなＳＯＳ
• かき消す雑音が周囲にはたくさんある
• 消え入りそうなＳＯＳを聞くことができるために
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法に反してなければいいのか

ＶＵＣＡの世の中
• Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ 不安定

• Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ 不確実
• Ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ 複雑
• Ａｍｂｉｇｕｉｔｙ 曖昧
• 絶えず「グレーゾーン」が現れる

自分に「中心」をつくる

• 法、ガイドラインは最低限の取り決めにすぎない
• 同調圧力の強い職場。上司や先輩がつくる暗黙のルールに流さ
れない
• 支援者としての専門性を守るには、自分の頭で考えるしかない
• 支援者としての「規範」「モラル」「美意識」を自分の中に持つ
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行動障害と身体拘束

• 他の利用者を殴ったり噛みついたりする障害者を押さえつける
のは？
• 多動で落ち着かない障害者を施錠した部屋に隔離するのは？
• 自傷行為の激しい人を縛るのは？
• 道路に飛び出す人を止めるのは？
• 散髪や血液検査、歯科治療で怖くて暴れる人を押さえるのは？

身体拘束のルール

• ３要件①切迫性②非代替性③一時性
• 「必要のない身体拘束は虐待」（障害者虐待防止法）
• 必要性はどう判断されるのか？
①行動支援計画をつくる
②身体拘束した場合は記録をつくる
③記録を本人や家族に見せて説明する
④記録を行政に提出する
⇒ 記録に残さないと補助金の減算に
施設内に虐待防止委員会、職員研修
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厳しい条件を付ける理由

「行動支援計画」に基づいた利用者の行動面の解決に向けた支援がなされない中で繰り返される行動制限
や身体拘束は、利用者の真のニーズに実現に向けた支援には結びつかず、むしろ心理的ストレスをますま
す増幅させ、結果として行動面での「障害」を強化することになる

支援が行動障害をエスカレートさせる

身体拘束／抑圧 恐怖・不快・自己否定

自尊心の損傷・心的外傷行動障害がエスカレート

負のスパイラル
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ざわざわしたところが苦手なA子ちゃんが、下足場でイライラしてパニックになり、隣の子にかみついて
大騒ぎになった。もしも、あなたが担当職員だったら？

「どうしてかみついたりするの！」「乱暴なことをしちゃ、ダメ」感情的に𠮟りつける。集団行動がで
きるように厳しく指導する。道徳心や良心に訴える。

→ 感情的、情緒的アプローチ

なぜ、ふつうはかみついたりしないのに…と冷静に、科学的に考える。何か特性のある子どもなのだ
ろうかと分析する。

→ 科学的、合理的アプローチ

・ざわざわした環境が苦手・・・感覚過敏先天的
・苦手なことを周囲に伝えられない・・・コミュニケーションの困難性障害特性
・見通しがつかない・・・想像力の困難性

先天的障害特性

・ざわざわ騒がしい環境
・適切な支援ができる先生・職員がいない

パニック（行動障害）

＋

⇓
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自傷行為をする男の子…

• ある学校で、自分の頭をたたく子がいた。先生がやめさていたが、先生がいない時もたたく。拘束着を使
うことにしたが、さらにストレスがたまり机に頭をぶつける。困った先生がロープで椅子の背もたれに固
定したら、椅子ごと移動して壁に頭をたたきつける。さあ、どうしよう？

「ひきがね」を探す

• 四六時中、頭をたたいているわけではない。
• 何か刺激が「ひきがね」になって頭をたたいている。
• とすれば、「ひきがね」を探して、それを取り除けばいい。
• 頭をたたく前に何があるのか、あらゆることを観察して記録に取る。
• 音、特定の人、ざわざわした雰囲気、におい、光……

容易に見つからないことがある

• 外側から本人を観察したり、周囲の環境を観察しても、なかなか「ひきがね」が見つからないことも多い。
• なぜ？
• その子の内面は、外からどれだけ観察しても見えない。
• 過去の出来事の積み重ね（体験による感覚・記憶）との化学反応によって行動は引き起こされる。
• その子の感覚や記憶は、外から観察しても見えない。
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「自傷行為」と意味づけていいのか？

• こぶしで自分の頭を殴る。「自傷行為」によってけがをしたり、失明したりする人もいる。
• しかし…「自傷行為」と決めつけていいのか。
• その子は、刺激や振動を求めていたのではないか？
• こぶしによる刺激や振動とは別のもの、傷つかないものはないか
• 代替物を探そう
• ゴムボール、ペットボトル、プラスチックのバット……？

障害者にストレスを与えているのは？

• 外側から本人を観察したり、周囲の環境を観察しても、なかなか「ひきがね」が見つからないことも多い。
• なぜ？
• その子の内面は、外からどれだけ観察しても見えない。
• 過去の出来事の積み重ね（体験による感覚・記憶）との化学反応によって行動は引き起こされる。
• その子の感覚や記憶は、外から観察しても見えない。

最も強いストレス（ひきがね）を与えているのは何か？
家族や職員の価値観。アンコンシャス・バイアス（無意識の偏り）
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共有認識に不可欠な「支援の対話」

個々人が「小さな出来事（意識）」を考えることの大切さを理解した上で、現場で「尊厳」のレベル感を共有
していく
⇒（チェックリストでの意識の伝達も重要ですが）
「支援」に関して話す時間を意図的に設けることが大切

研修例

・一人一つずつ「小さな出来事」を挙げてみましょう。
・その中で一つを取り上げて、本人の尊厳を考えた他の支援方法がないか、考えてみましょう。

目標設定と支援への共有認識

・目標を立てる
⇒一定期間（例えば１か月）で取り組み、アンケートをとる
⇒アンケートの結果を職員全員で共有する
⇒1か月の取組を通じて感じたことについて、話し合う場を設ける
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支援の目標設定と共有

例えば
・「言葉は支援のあり方を変える ！～否定的な言葉がけを肯定的な言葉がけに変えてみよう～」
・「時間に追われる支援は要注意 ！～『早く』『急いで』という言葉を使わずに支援してみよう～」
・「呼び方は支援のあり方を映し出す～『さん』付けで呼んでみよう～」
・「尊厳の基礎は安心できる環境～笑顔での支援を心がけてみよう～」
・「本人の思いによりそった支援を考える～本人意思を尊重した支援を心がけてみよう～」
・「すべての言動に大切な思いがある～言動の背後にある思いを考えて支援をしてみよう～」

・「虐待」は支援を考え直す大切なキーワード
・「尊厳」を考え支援を見直すことが目標
・軸となる「尊厳」の中身を考える

まとめ
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職員のストレスと価値観

• すぐには理解できない「行為」を障害者がする
• 「問題行動」に見える？ 余裕で受け止められる？
• 職員の認識を変えるものは何か？
• 忙しい、ストレスがたまっている、体調が良くない、心配なことがある……そんなときは余裕を持てな
い。目の前の人にストレスをぶつけてしまいたくなる
• 自分でも意識していない、障害者へのネガティブな価値観

障害者のアイデンティティーを変える

• できない、劣っている、かわいそう、気の毒・・・？
• 福祉サービスを受ける人、障害年金をもらう人、権利擁護制度で守られる人、被成年後見人・・・？

⇒ 社会に能動的に関わり、役割を得て生きがいを見出す、地域共生社会の主役

福祉職員のアイデンティティーも変える

• かわいそうな人を助けてあげる、やっかいな人の面倒を見てあげる・・・？
⇒ 障害者の生きにくさに寄り添い、人生を伴走する社会参加を支援し、生きがいを創出する。
社会の側にも多様性をもたらす ※創造性に富んだ仕事、共生社会を開拓する

福祉職としての専門性への自覚とプライドが、
虐待防止・権利擁護を進める土台であり原動力！29


