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障害者の権利／権利擁護と虐待防止



障害者権利条約（外務省）

2007年9月28日 障害者権利条約の署名

※国内の障害当事者等から、条約の締結に先立ち国内法の整備を

始めとする障害者に関する制度改革を進めるべきとの 意見が

寄せられた。

2011年：障害者基本法改正

障害者虐待防止法制定 ⇒2012年施行

2012年：障害者自立支援法⇒障害者総合支援法

2013年：障害者差別解消法制定 ⇒2016年施行

障害者雇用促進法改正

2014年1月20日 障害者権利条約締結（批准）



（第1条）

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、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。

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）

⇒ 障害者虐待はいかなる理由でも許されない！！



「障害者権利条約」

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の

尊重を促進することを目的として障害者の権利の実現のための措置等に

ついて定める

「障害者基本法」

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つとり…

「障害者総合支援法」

障害者基本法の理念にのっとり、（中略）障害者及び障害児が基本的

人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を

営むことができるよう…

障害者虐待＝障害者の尊厳を害するもの

⇒ 障害者虐待防止はすべての国民の使命！！



障害者の権利に関する条約（全50条）
（障害者権利条約）

（スローガン）

私たちのことを、私たち抜きに決めないで

（目的：第１条）

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、およ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

障害者相談支援従事者研修テキスト（主任編）



障害者権利条約

（一般原則）
a.固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む）及び個人の自律の尊重

b.無差別

c.社会への完全かつ効果的な参加及び包容

d.差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受け入れ

e.機会の均等

f.施設及びサービス等の利用の容易さ

g.男女の平等

h.障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性

を保持する権利の尊重

障害者相談支援従事者研修テキスト（主任編）



障害者権利条約（具体的な権利）
第５条：平等および無差別

第６条：障害のある女子

第７条：障害のある児童

第８条：意識の向上

第９条：施設及びサービス等の

利用の容易さ

第10条：生命に対する権利

第11条：危険な状況及び

人道上の緊急事態

第12条：法律の前に等しく認め

られる権利

第13条：司法手続きの利用の機会

第14条：身体の自由及び安全

第15条：拷問または残虐な、

非人道的な、若しくは

品位を傷つける取り扱い

もしくは刑罰からの自由

第16条：搾取、暴力及び虐待から

の自由

第17条：個人をそのままの状態で

保護すること

第18条：移動の自由及び国籍に

ついての権利

障害者相談支援従事者研修テキスト（主任編）



障害者権利条約（具体的な権利）

第19条：自立した生活および地域

社会への包容

第20条：個人の移動を容易にすること

第21条：表現及び意見の自由並びに

情報の利用の機会

第22条：プライバシーの尊重

第23条：家庭及び家族の尊重

第24条：教育

第25条：健康

第26条：リハビリテーション（適応の

ための技術の取得)及び

リハビリテーション

第27条：労働及び雇用

第28条：相当な生活水準及び社会的な

保障

第29条：政治的及び公的活動への参加

第30条：文化的な生活、レクリエー

ション、余暇及びスポーツ

への参加

障害者相談支援従事者研修テキスト（主任編）



第16条：搾取、暴力及び虐待からの自由

1 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待

（性別に基づくものを含む。）から障害者を保護するための全ての適当な

立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。

2 また、締約国は、特に、障害者並びにその家族及び介護者に対する

適当な形態の性別及び年齢に配慮した援助及び支援（搾取、暴力及び

虐待の事案を防止し、認識し、及び報告する方法に関する情報及び

教育を提供することによるものを含む。）を確保することにより、

あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するための全ての適当な

措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮した

ものであることを確保する。

3 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、

障害者に役立つことを意図した全ての施設及び計画が独立した当局に

より効果的に監視されることを確保する。

障害者の権利に関する条約（日本政府公定訳）



第16条：搾取、暴力及び虐待からの自由

4 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の

身体的、認知的及び心理的な回復、リハビリテーション並びに

社会復帰を促進するための全ての適当な措置（保護事業の提供による

ものを含む。）をとる。このような回復及び復帰は、障害者の健康、

福祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する環境において行われるものとし、

性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。

5 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、

捜査され、及び適当な場合には訴追されることを確保するための

効果的な法令及び政策（女子及び児童に重点を置いた法令及び政策を

含む。）を策定する。

障害者の権利に関する条約（日本政府公定訳）



令和３年度大分県虐待防止・権利擁護研修資料(青山氏）より

権利擁護における福祉専門職の役割
（ソーシャルワーカーの国際的義（旧）より考える）

ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）

の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における

問題解決を図り、人びとのエンパワーメン トと解放を促して

いく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに

関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し

合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャル

ワークの拠り所とする基盤である。



令和３年度大分県虐待防止・権利擁護研修資料(青山氏）より

権利擁護における福祉専門職の役割
（ソーシャルワーカーの国際的義（新）より考える）

ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、

および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に

基づいた専門職であり学問である。

社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の

諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。

ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学および地域・

民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に

取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな

構造に働きかける。



令和３年度大分県虐待防止・権利擁護研修資料(青山氏）より

権利擁護における福祉専門職の役割
（社会福祉士の倫理綱領・行動規範から考える）

（性的差別・虐待の禁止）

11-3．社会福祉士は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象と
なっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければ
ならない。

11-4．社会福祉士は、性的差別や セクシュアル・ハラスメント 、
虐待に対する正しい 知識を得るよう学ばなければならない。

（権利侵害の防止）
12-1．社会福祉士は、利用者の権利について十分に認識し、敏感

かつ積極的に対応しなければならない。
12-2．社会福祉士は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、

そのシステムの構築に努めなければならない。
12-3．社会福祉士は、利用者の権利侵害の防止についての啓発

活動を積極的に行わなければならない。



専門職のもつ二面性への注意

福祉専門職には、障害者の権利養護者として利用者と

ともに歩む役割が期待される。しかし反面で、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

いるため、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。



障害者虐待防止法について



第一条：目的

この法律は、（中略）

障害者の権利利益の擁護に資すること

①障害者に対する虐待の禁止

②虐待の予防や早期発見のための国等の責務

③虐待を受けた障害者の保護および自立支援の措置

④養護者の支援の措置

障害者虐待防止法

そのために

障害者虐待の防止、被虐待者の保護・自立支援、養護者に対する

支援を目的とする法律（福祉的法規）であって、虐待者の処罰を目的と

する法律（処罰的法規）ではない。



マズローの自己実現理論（欲求5段階説）

自己実現の欲求

承認の欲求

社会的欲求

安全の欲求

生理的欲求

自分の持つ能力や可能性を最大限発揮したい

自分が集団から存在価値を認めてもらい
尊重されたい

家族・集団をつくりどこかに所属している
という満足感を得たい

安全な環境にいたい、経済的に
安定していたい、良い健康状態
を維持したい

生命維持のために食べ
たい、飲みたい、眠り
たい等の根源的な欲求

【ポイント】
■人の欲求は5種類あるのではなく、5段階に進んでゆく。■5つの段階は並列に並んでいくのではなく、下から5段階に進む。

令和３年度大分県虐待防止・権利擁護研修 資料



①養護者
身辺の世話や身体介助、金銭の管理などで、障害者を現に養護する者。
場所は家庭内には限られない。現に養護する者であるため、親族に限られるもの
でもなく、同居・別居も限定されない場合がある。友人・知人・近隣者等で、
障害者と一定の関わりのある関係者も、現に養護する者であれば該当。
なお、養護者でない親族も、経済的虐待については虐待者となりうる。

②障害者福祉施設従事者
障害者自立支援法等の規定する「障害者福祉施設」または「障害者サービス
事業所」にかかる業務に従事する者。
契約上もしくは職務上、障害者を支援し、保護すべき立場にあり、特に強く
虐待防止に努めることが求められ、責任の重い立場といえる。

③使用者 ※高齢者虐待にはない類型

障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する
事項について事業主のために行為をする者。派遣労働者による役務の提供を受ける
事業主などは含まれ、国及び地方公共団体は含まない。
使用者は、労働基準法、労働安全衛生法等による法律上の義務は負うが、労働障

害者に対して養護する立場にあるわけではない

障害者虐待の類型

令和３年度大分県虐待防止・権利擁護研修資料 加筆修正



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（ネグレクト）
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や

他の利用者、他の労働者による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

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

18歳未満の障害児に対する養護者虐待の通報受理や対応は児童虐待防止法が適用
高齢者施設入所者は65歳未満も高齢者虐待防止法、児童福祉施設入所者は18歳以上も児童虐待防止法を適用
使用者による虐待は、年齢に関係なく（18歳未満でも65歳以上でも）障害者虐待防止法を適用

一部 令和元年度大分市市民後見人養成講座 資料より

障害者虐待の種類



障害者総合支援法に基づく人員、設備、運営に関する基準

第４８条（身体拘束の禁止）

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者又は他の利用者の生命または体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（「身体拘束等」）

を行ってはならない。

指定障害者支援施設等は、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。

やむを得ず身体拘束等を行う場合の３要件（すべて該当）

身体拘束の禁止

①切迫性 ：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険に
さらされる可能性が著しく高いこと

②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介護方法が
ないこと

③一時性 ：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること



・組織による決定と個別支援計画への記載

どのような理由で、どのような身体拘束を、いつ（いつまで）するのか

※個別支援会議等で、慎重に検討しておくことが必要

・本人・家族に丁寧な説明をして、同意を得る

・必要な事項の記録

身体拘束を行ったときは、支援記録などにそのつど記載する

（目的、場所、時間（帯）、期間など、詳細に記録）

※記録がないと、運営基準違反に問われる

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き



身体拘束等の適正化の推進

【令和３年４月より義務化】

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

様態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。

【令和４年４月より義務化】

②身体拘束適正化検討委員会を設置し、検討結果は事業所内で周知徹底

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

④身体拘束等の適正化のための研修の実施

※①～④を満たしていない場合、減算有（5単位/月）

（②～④に関しては令和５年４月より適用）

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定 における主な改定内容 より



【令和４年４月より義務化】

①虐待防止に関する研修の実施・参加を義務化

②虐待防止委員会を設置し、委員会での検討結果を事業所内で周知徹底

※虐待の未然防止や事案発生時の検証・再発防止策の検討などを

行う役割

③虐待防止等のための責任者の設置

※サービス管理責任者等を配置

※小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取り組みとなるよう配慮あり

・事業所内の職員研修や協議会、基幹相談支援センター等が実施する研修に参加する

ことで研修実施とみなす

・事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可

・委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

障害者虐待防止の更なる促進

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定 における主な改定内容 より



（１）市町村の役割と責務

ア 養護者による障害者虐待について

① 通報又は届出を受けた場合の速やかな障害者の安全確認、通報等に係る事実確認、

障害者虐待対応協力者との対応に関する協議（第9条第1 項）

② 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の規定による措置及びそのための

居室の確保（第9 条第2 項、第10 条）

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は知的障害者福祉法に規定する

成年後見制度の利用開始に関する審判の請求（第9 条第3 項）

④ 立入調査の実施、立入調査の際の警察署長に対する援助要請

（第11 条、第12 条）

⑤ 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に規定する措置が採られた障害者に

対する養護者の面会の制限（第13 条）

⑥ 養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言その他必要な措置並びに

障害者が短期間養護を受ける居室の確保（第14 条第１項・第2 項）

⑦ 関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備（第35 条）
令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料

市町村及び都道府県の役割と責務



イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について

① 通報又は届出を受けた場合の事実確認等（→省令で定める）

② 通報又は届出を受けた場合の都道府県への報告（第17 条）

③ 障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等の適正な運営の確保に向けた

社会福祉法及び障害者自立支援法等に規定する権限の行使（第19 条）

ウ 使用者による障害者虐待について

通報又は届出を受けた場合の都道府県への通知（第23 条）

市町村及び都道府県の役割と責務

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料



エ 市町村虐待防止センターの役割と周知

市町村は、障害者福祉所管部局又は当該市町村が設置する施設において、

市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにすることとされている。

（第32 条第1 項）

具体的な業務

① 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は

届出の受理（第32 条第2 項第1 号）

② 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の

保護のための相談、指導及び助言（第32 条第2 項第2 号）

③ 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

（第32 条第2 項第3 号）

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料

市町村及び都道府県の役割と責務



・休日や夜間においても速やかに対応できる体制を確保することが必要。

・市町村障害者虐待防止センターの業務の全部又は一部の委託可（第33 条第1項）。

・この場合、市町村の担当部局との常時の連絡体制を確保することが必要。

・市町村障害者虐待防止センター、市町村障害者虐待対応協力者の住民や関係機関

への周知（第40 条）。

・市町村障害者虐待防止センターの電話番号等についても周知。

・休日・夜間対応窓口についてもあわせて周知。

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料

市町村及び都道府県の役割と責務



（２）都道府県の役割と責務

ア 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について

① 障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等の適正な運営の確保に向けた

社会福祉法及び障害者自立支援法等に規定する権限の行使（第19 条）

② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況やその際に採った措置等の

公表（第20 条）

イ 使用者による障害者虐待について

使用者による障害者虐待に係る事項の都道府県労働局への報告（第24 条）

市町村及び都道府県の役割と責務

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料



ウ 都道府県障害者権利擁護センターの機能と周知

都道府県は、障害者福祉所管部局又は当該都道府県が設置する施設において、

当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすように

すること。（第36 条第1 項）

具体的な業務

① 使用者虐待に関する通報又は届出の受理（第36 条第2 項第1 号）

② 市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供、

助言その他の援助（第36 条第2 項第2 号）

③ 障害者及び養護者支援に関する相談、相談機関の紹介（第36 条第2 項第3号）

④ 障害者及び養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整等

（第36 条第2 項第4 号）

⑤ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供

（第36条第2 項第5 号）

⑥ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発（第36 条第2 項第6号）

⑦ その他障害者虐待の防止等のために必要な支援（第36 条第2 項第7 号）

市町村及び都道府県の役割と責務

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料



・都道府県障害者権利擁護センターは、休日や夜間における使用者による障害者

虐待についても速やかに対応できる体制を確保することが必要。

・都道府県障害者虐待対応協力者（都道府県社会福祉協議会など）のうち適当と

認められるものに、都道府県障害者権利擁護センターが行う業務（②を除く。）

の全部又は一部を委託可（第37 条第1 項）

・都道府県障害者権利擁護センター、都道府県障害者虐待対応協力者の名称を明示、

住民や関係機関に周知（第40 条）

・都道府県障害者権利擁護センターが、使用者による障害者虐待の通報窓口で

あることや都道府県の担当部局・都道府県障害者権利擁護センター名、その

電話番号等についても周知。

・休日・夜間対応窓口についてもあわせて周知することが必要。

市町村及び都道府県の役割と責務

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料



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

通報等の受理

相談・指導・助言

啓発活動

通報等の受理

広報活動

虐待事例等の分析

支援に関する相談・情報提供

市町村・関係機関との連携

平成29年度大分県障害者虐待防止・権利擁護研修 資料より

虐待防止センターと権利擁護センター
市町村に「障害者虐待防止センター」、都道府県に「障害者権利擁護センター」を設置し、
虐待の防止、対応等を行います。（業務の外部委託も可能です。）



養護者による障害者虐待の防止
早期発見
養護者支援



・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

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料より

障害者の虐待防止に向けた基本的視点

1.虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

2.虐待の早期発見・早期対応

3.障害者の安全確保を最優先する

4.障害者の自己決定の支援と養護者の支援

5.十分な情報収集と正確なアセスメント

6.関係機関の連携・協力による対応と体制

7.十分な説明と見通しを示す

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆



障害者の虐待防止に向けた基本的視点

1.虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

・虐待の発生を未然に防止することが最も重要

・住民や関係者に対して、①障害者虐待防止法の周知（通報義務）、②障害者の

権利擁護についての啓発、③障害や障害者虐待に関するただしい知識の普及

⇒顕在化する前に虐待の芽に気づく

・障害者やその家族が孤立しない地域における支援ネットワークの構築

・養護者の負担軽減（福祉サービスの利用等）

2.虐待の早期発見・早期対応

・問題の深刻化前に、早期に発見し、障害者や養護者等に対する支援を開始

・通報義務の周知

（国・地方公共団体、保健・医療・福祉・使用者等の関係者も早期発見に努める）

※障害者本人や養護者・家族にも情報が伝わるようにする

・地域組織との協力連携、ネットワーク構築等によって、虐待を早期発見し、

対応できる仕組みを整える

⇒児童虐待・高齢者虐待の担当部局等とも連携（住民も相談しやすくなる）

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆



障害者の虐待防止に向けた基本的視点

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆

3.障害者の安全確保を最優先にする

・障害者の生命にかかわるような緊急的な事態では一刻を争う

・障害者本人の自己決定が難しい時や、養護者との信頼関係を築くことが

できないときでも、障害者の安全を最優先するため、入院や措置入所等の

緊急保護を必要とする場合がある

・緊急的は保護を実施した場合、養護者に対してその後の丁寧なフォローアップ

4.障害者の自己決定の支援と養護者の支援

・本人の自己決定を支援する視点

（障害者が地域において自立した生活を円滑に営めるようにすることを目指す）

・虐待している養護者を加害者としてのみ捉えがちだが、養護者が何らかの問題を

抱えている（支援が必要）ことがあり、それが複合・連鎖的に作用している

構造的問題の把握が重要

（介護の知識不足、介護疲れ、家族間の関係、養護者の病気・障害など）

・一時的な関わりでは改善が望みにくい場合もあり、障害者の安全確保を

最優先としつつ、積極的に養護者支援を展開



障害者の虐待防止に向けた基本的視点

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆

5.十分な情報収集と正確なアセスメント

・障害者を取り巻く生活歴や生活状況・人間関係についての十分な情報収集

（家族関係の悪循環⇒家族の強みを見出す）

・組織としての正確なアセスメントが、的確な判断につながる

（地域の関係機関との共同アセスメントも重要）

・個人情報の取り扱い

～条例もあるため、担当部局と連携し、取り扱いルールを定める

6.関係機関との連携・協力による対応と体制

・障害者虐待の発生には、様々な要因が複雑に影響している場合も多い。支援に

当たっては、障害者や養護者の生活を支援するためのさまざまな制度の活用や

知識が必要

・複数の関係機関が連携を取りながら、障害者や養護者の生活を支援できる体制を

構築し、チームとして対応する



障害者の虐待防止に向けた基本的視点

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆

7.十分な説明と見通しを示す

・養護者に対して、なぜ関わる必要があるのか、どういう支援ができるかを

丁寧に説明し、改善への見通しを示すことが大切

・障害者と養護者の双方に対して、市町村の考え方を十分に伝え、障害者や

養護者等と一緒に考えながら、今後の展望やすべきことを提示する

養護者支援
・養護者との間に信頼関係を構築する

・家族関係の回復・生活の安定

・養護者の介護負担、介護ストレスの軽減を図る、ねぎらう

・養護者への専門的な支援

⇒障害者本人と養護者の支援を別の担当（チーム）で行う

⇒養護者支援を担当するチームにつなぎ、協働する



①自治体組織内の連携ネットワーク

キーワード：地域共生社会、包括的支援体制、重層的支援体制整備事業

②地域における関係機関との連携ネットワーク

キーワード：ネットワーク会議、事例検討

※養護者支援と関係機関

養護者の介護知識不足⇒相談支援事業者、障害福祉サービス事業者

要介護者の高齢問題⇒地域包括支援センター、介護支援専門員

養護者の疾病⇒医療機関、保健所、保健センター

経済困窮、多重債務⇒自立相談支援機関、弁護士、司法書士

地域での孤立⇒民生委員・児童委員、自治会・町内会長、ボランティア等

③地域住民等の様々な活動主体による見守り・早期発見のネットワーク

住民の理解と協力⇒早期発見

広報・啓発の工夫（双方向の情報共有～住民と専門職の協働）

地域での虐待防止ネットワーク

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 抜粋・加筆



養護者による障害者虐待発生時の対応



・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

令和元年度 大分市市民後見人養成講座 資料

障害者の虐待防止に向けた基本的視点

令和3年度大分県障害者虐待防止・権利擁護研修 資料

・人権を守る

・虐待の自覚の有無にかかわらず、客観的事実から判断

・「虐待かどうか」ではなく、「支援が必要かどうか」を考える

・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

・虐待の判断はチームで行う



養護者による障害者虐待が発生した場合の対応

養護者による虐待を受けたと思われる
障害者を発見したもの

養護者による虐待を受けた障害者

（１）相談・通報・届け出の受付 ※市町村障害者虐待防止センター等

（２）対応方針の協議 ※コアメンバー招集

（３）事実確認・訪問調査（安否確認） ※コアメンバー招集

（４）立入調査（安否確認） ※市町村職員が実施

（５）虐待対応ケース会議開催 ※コアメンバー招集

（６）障害者の保護
（措置）

（７）障害者への
支援

（８）養護者への
支援

（９）成年後見
制度の活用

（10）モニタリング・評価

（11）虐待対応の終結・通常支援への移行

緊
急
性
の
判
断

通
報

通
報

通
報

通
報

（
虐
待
事
案
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
）

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護
指導者研修資料



障害者虐待防止等のスキーム

【養護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

虐
待
発
見

市町村

①事実確認（立ち入り調査等）

②措置（一時保護、後見審判請求）

通 報

令和4年度 障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 より



（１）相談・通報・届出の受付

①受付体制の整備

・虐待発見者や障害者本人が、必ずしも虐待対応窓口に通報・届出等を行うとは

限らないため、いずれの部署であっても、虐待対応窓口に伝達される体制整備が

重要となる。

・内容を的確に記録するためには、すべての部署が詳細を聞き取ることは現実的

ではない、しかしながら、切迫した状況その他の場合で、折り返し連絡が

できないことも想定されるため、

⇒虐待対応窓口への転送（電話等の場合）

⇒虐待対応窓口担当者が出向く（庁舎等訪問の場合）

等について、すべての部署が理解しておくことが求められる。

「後ほど連絡します」は禁句（初回接触時の不信感は致命傷）
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（１）相談・通報・届出の受付

②24時間対応の体制整備

・虐待にかかる通報等は平日の日中に寄せられるとは限らない

・夜間や休日に関しても直ちに対応できる体制整備は必須

③受付記録の共通化・適正化

・通報等に関する内容を的確に記録することが、その後の動きを左右するため、

経験年数を問わず、窓口担当職員が的確に記録するための研修や記録様式の

周知徹底が求められる

⇒客観的な事実・情報に基づき、主観的な見解を付記するが、

客観的な事実・情報は、非言語領域に少なからず存在するという認識が必要

「○○です」と話した時の音声・震え・表情等に真実がある
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（１）相談・通報・届出の受付

④警察との連携確保

・障害福祉サービス未利用者、障害者手帳及び年金手帳等のみ所持者にあっては、

市町村とこれら障害者及び家族との接点がなく、警察からの情報は極めて有効

⑤個人情報保護と障害者の尊厳の保持

・個人情報保護に関して、誤った認識を持つ職員もいる

⇒個人情報保護の例外規定の適用の前提として、当該情報が“虐待という

最も重大な人権侵害”にあたるものという認識を共有することが重要

※通報者や届出者を特定する情報についての守秘義務に注意する

「誰を向いて」「何を大事に」業務を遂行するかが問われる
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（2）対応方針の協議

①初動対応の決定

・受付記録を根拠とした客観的・組織的（コアメンバー招集）な判断

・夜間や休日に関しても直ちに対応できる体制整備は必須

⇒事実確認方法・日時等の決定

⇒事実確認後の対応協議（コアメンバー会議）日程の決定

⇒関係機関への連絡・情報提供依頼等の今後の方針の決定

⇒職員の役割分担等の決定（事前に責任者や役割を明確にしておく）

・受付の時点で、緊急対応の必要性が明らかな場合は、当該協議や受付記録作成の

手順を踏むことなく、受付者が担当部局の管理職等を交え検討し、判断ならびに

行動を起こすべき

※通報者への対応

・通報者からの事後の問い合わせ等については、市区町村の守秘義務について理解を

求める（個人情報については報告できない等）
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虐待対応のコアメンバーの構成
（市町村）

・虐待担当部局管理職員（原則として、課所長等の所属長）

※緊急対応や警察等への要請をおこなう場合もあるため、

管理職員は必須となる。

・虐待担当職員（ケースワーカー等の社会福祉現業職員）

・虐待防止センターを業務委託している場合は、当該

センター職員

※判断するメンバーが固定されていなければ、判断にブレが生じる。

※いたずらにメンバーの人数を増やせば迅速性や機動性に欠くことになる。

中
央
法
規
出
版

「
障
害
者
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」
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（2）対応方針の協議

②緊急性の判断にかかる留意点

・あくまでも“障害者本人の安全確保”が最優先

⇒障害者支援・養護者支援は必ず別の者が担当

⇒同性職員による対応に配慮（特に性的虐待が疑われる場合等）

⇒緊急性がある（疑い含）と判断された場合は、立ち入り調査、措置権発動による

緊急保護までを想定した指示をする必要性もある

※再度訪問を行う時間的余裕はない！
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緊急性あり 状況を現認し、直ちに安全確保のための対応（措置など）

緊急性なし 調査方針と担当者等の決定

情報不足 障害者の安全が確認できる（緊急性なしと判断できる）まで調査継続

「福祉・障害は特別」ではない！←利益相反状態時の対応



緊急性の判断の際に留意すべき事項

緊急性の判断にあたっては、以下の点を検討

・過去の通報や支援内容等に関する情報の確認

・虐待の状況や障害者の生命や身体の危険性

【参考】

・生命が危ぶまれるような状況が確認される、もしくは予測される。

⇒骨折、頭蓋内出血、重症の火傷など深刻な身体的外傷がある。

⇒極端な栄養不良、脱水症状がある。

⇒「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報がある。

⇒器物（刃物、食器等）を使った暴力や脅しがあり、生命の危険性が

予測される。

・障害者本人が保護を求めているとき

令和3年度大分県障害者虐待防止・権利擁護研修 資料



（3）事実確認・訪問調査

①迅速な対応と多角的な情報収集

・「対応方針の協議」時の方針に基づき、迅速に対応

・“訪問”による事実確認と可能な限り多方面からの情報収集

⇒虐待は重大な人権侵害であるという意識の共有

⇒休日・夜間でも対応可能な体制の整備

⇒現認氏が状況に加え、障害福祉サービス事業者・民生委員等からの

多角的な情報収集～背景・要因分析等に必要

【確認すべき事項】

①虐待の状況⇒虐待の種類や程度、虐待の具体的状況、虐待の経過

②障害者の状況⇒安全の確認、身体状況、精神状態、生活環境

③障害者と家族の状況⇒人間関係（障害者と養護者、家族関係）、養護者の状況

④障害福祉サービス等の利用状況

⑤場合によっては所轄警察からの情報提供

令和4年度障害者虐待防止・
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「○時間以内」ではない！⇒「直ちに対応」という意識

令和3年度大分県障害者虐待防止・
権利擁護研修 資料



（3）事実確認・訪問調査

②訪問調査時の留意事項

【原則】

・信頼関係に基づく訪問

・複数職員による訪問（客観性の担保、危険回避、同性支援等を考慮）

・健康面への配慮（医療関係者の動向、オンライン診断、状況把握等）

・十分な説明（職務・調査事項・障害者の権利等）

・障害者・養護者のプライバシーへの配慮

・柔軟な調査技法の活用（状況判断に応じた対応ができるように準備）

【緊急時等における例外】

・深刻な虐待で、障害者を緊急に保護する必要がある場合には、いかなる理由が

あろうとも（養護者との信頼関係が崩壊その他）、毅然とした対応が必要
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（3）事実確認・訪問調査

③介入拒否時の対応

・最終的には「いかなる理由があろうと現認する」という姿勢

⇒関係機関・養護者の知人・地域の関係者からのアプローチを含め、

養護者の抵抗感の少ない方法による訪問方法を検討するが、

最終的には「立入調査」の権限発動も視野に入れる

⇒虐待が深刻で緊急性が高い場合には、養護者の態度に関わらず積極的な

介入が必須

④コアメンバー会議の開催

・「虐待の有無」「緊急性」の判断及び「支援方針」の決定を行う。

・市職員（担当者、管理職、市町村虐待防止センター職員、保健師当（健康面での

必要がある場合等）により構成

・事案に応じて、警察・弁護士等の参加も

・現認ができない場合の立ち入り調査権の発動についても協議
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（3）事実確認・訪問調査

【コアメンバー会議での検討事項】

※緊急の判断が求められる場合があるため、市町村担当部局管理者の参加は必須
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本人中心の協議 ← 外的要因（予算・保護先の施設等）を排除

虐待の有無
①虐待ではない ⇒ 適切な関係機関への引継ぎ
②判断できない ⇒ さらなる事実確認
③虐待の事実を確認 ⇒ 緊急性・支援方針の協議

緊急性
①分離保護 ⇒ 障害者の安全・安心の確保を最優先
②立入調査 ⇒ 調査拒否の売位の立入調査の決定

支援方針
①支援方針 ⇒ 分離保護・在宅支援（集中・継続）
②役割分担 ⇒ 本人・養護者別、支援項目別
③支援計画 ⇒ 目標・支援内容・履行機関・評価時期



（4）立入調査

①決定時の留意点・警察との連携

・立入調査が必要と認められる状況とは「緊急性・重大性があるとともに、養護者の

協力が得られない場合」

・管理職が出席している会議での検討を踏まえた決済を経ることが必要

（立入調査）

第十一条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生
じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員 して、当該
障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

（警察署長に対する援助要請等）

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす る場合
において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住 所又は居所
の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
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「～できる」ではなく「～しなければならない」という姿勢
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②調査時の留意点

・立入調査は市町村職員のみが可能～公権力 ※身分証の携帯

※業務委託をされた障害者虐待防止センター職員は選任できない

・客観的かつ総合的な状況把握

※複数での執行

・事態が深刻である場合には、措置権発動による緊急保護（事前の体制準備）

⇒養護者等への事前通告は不要

⇒器物破損（ドアを壊して入室等）は認められない。

（立入目的、調査項目、質問事項、立入調査権発動の理由等整理～適切に説明）

⇒障害者の状況と移行等の確認が最優先であるとともに、居室の様子等を含め、

総合的な判断が出来るための情報を把握

⇒措置権発動による緊急保護時においては、養護者の同意は不要
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立入調査に至る状況では、その後の対応も想定しておく
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（5）虐待対応ケース会議の開催

①構成員

・コアメンバー会議（３－④）で策定した支援方針（対応計画）に基づく

具体的な支援方法等について協議

【コアメンバー】

・障害者虐待担当職員（管理職の参加は必須）

・事務を委託された委託先職員

【事案対応メンバー】

・行政職員

・相談支援事業者・障害福祉サービス事業者等

・医療機関

・労働関係機関等

【専門家チーム】

・（事案内容に応じ）警察・弁護士・医療機関等
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（5）虐待対応ケース会議の開催

②協議項目等

【アセスメント項目】

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料 参照

大区分 中区分

虐待の程度
1.現在の虐待の状況
2.過去の不適切な状況
3.本人と虐待者の距離、関係

本人の状況
1.現在の状況
2.リスク要因

虐待者の状況
1.現在の状況
2.リスク要因

家族の状況 1.現在の状況

事実確認（日時・指名・方法
等）・支援の利用状況・虐待対
応チームの記録と共に、

⇒左記項目の最終評価
（支援の必要性を含む）

⇒支援上の重要課題等について
協議



（6）障害者の保護

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料



（6）障害者の保護
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（6）障害者の保護
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（6）障害者の保護
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（7）障害者への支援
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（7）障害者への支援
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（8）養護者への支援
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（8）養護者への支援
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（9）成年後見制度等の活用
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（10）モニタリング・評価

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料



（11）虐待対応の終結

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料



財産上の不当取引による被害の防止

令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料



まとめ



・障害のある人の権利を守る
※障害のある人が地域で安心して自立した生活を送ることを目指す

（障害者権利条約、障害者基本法、障害者総合支援法）

・障害者虐待は未然に防ぐ
※早期発見のための仕組み

⇒障害者虐待に関する周知・啓発、障害についての情報提供

⇒地域のネットワーク～地域住民・関係機関との協働

・障害者虐待発生時は、迅速な対応
※まずは本人の安全を。養護者への支援の視点も忘れずに。

・虐待対応の評価と終結
※対応終結後も、障害者の地域生活を支えるための支援の継続



・官民協働でのチーム支援

※一緒に考え、支援方法を構築していく

⇒自立支援協議会の活用（障害分野独自の制度）

～地域とのつながり、研修会等の企画 など

・通報して終了ではなく、支援の始まり

※通報をきっかけに、障害者の権利擁護が深まっていく

・虐待対応（流れ）を意識した支援の実施

※プロセス（通報の流れ）を意識した支援を実施

⇒成功例・体験の増加につながっていく



ご清聴

ありがとうございました！

あきらめない支援で

障害のある方の幸せを実現しよう


