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本日の話

１．障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止と対応

２．性的虐待の防止と対応

❶ 「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止」におけ
る行政の役割を理解する。

❷ 施設従事者等による障害者虐待対応における、通報受理から
事実確認、虐待の判断、対応計画の策定と評価・終結の流れ
と各段階の対応のポイントを理解する。

❸ 障害者虐待が発生した要因の分析から改善指導・改善計画の
評価などの施設に対する指導助言のポイントを理解する。

❹ 「性的虐待の防止と対応」の理解を深め、行政の役割や各段
階のポイントを理解する。

獲得目標

内 容



障害者福祉
施設従事者
等による障
害者虐待の
防止と対応



１．定義・概略



定義・内容（障害者虐待防止法第2条第4項）

法律上の規定 事業名 具体的な内容

障害者福祉施設 ・障害者支援施設
・のぞみの園

障害福祉サービス
事業等

・障害福祉サービス事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、療養介護、生活介護、短
期入所、重度障害者等包括支援、自
立訓練、就労移行支援、就労継続支
援、就労定着支援、自立生活援助及
び共同生活援助

・一般相談支援事業及び特定相談支
援事業

・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する

事業
・福祉ホームを経営する事業
・障害児相談支援事業

・障害児通所支援事業 児童発達支援、医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス、居宅訪問型
児童発達支援及び保育所等訪問支援

「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施
設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されている。
「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に該当する施設・事業は以下
のとおり。（障害者虐待防止法第2条第4項）



障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲

在宅

（養護者
・保護者)

福祉施設・事業

企業

学校
病院
保育
所

障害者総合支援法 介護保険法等 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

高齢者施設等

（入所系､通所
系､訪問系､居
住系等含む）

障害児
通所支援
事業所

障害児
入所

施設等
※３

障害児
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）※１

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）

―

障害者虐
待防止法
（省令）

適切な
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法
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（都道府
県）※４

障害者虐
待防止法
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適切な権
限行使
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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
管理
者）

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）※２

【20歳ま
で】

―

― ―特定疾病
【40 歳以上】

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）

高齢者待
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（都道府県
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２．相談・通報・届出への対応
（市町村）



相談・通報・届出への対応（市町村）



（１）通報等の受付

ア 通報等の対象
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等による虐待を受けた
と思われる障害者を発見した者に対し、市町村への通報義務を規定
（第16 条第１項）

虐待を受けた障害者は市町村に届け出ることができる
（第16 条第2 項）

発見者が障害者福祉施設従事者等の場合であっても同様

市町村虐待防止センター業務を委託している場合でも、調査や判断まで
委託することができないので、市町村職員が調査や判断を実施する

一般の相談の中にも、虐待に該当する事案がある



（１）通報等の受付

イ 施設等の所在地と支給決定を行った市町村が異なる場合等
どのような場合でも、通報者への聞き取り等の初期対応は通報等を受
けた市町村が行う。その上で、支給決定を行った市町村が異なる場合
は、速やかに支給決定を行った市町村に引き継ぐ

その後の対応は、施設等の指定や法人の許認可を行う都道府県等と協
力して行うので、当該都道府県等にも速やかに連絡を入れる

※障害者の支給決定市町村が複数ある場合
⇒ 各市町村が連携して障害者の安全確認や事実確認等を行うため、

都道府県障害者権利擁護センターが、市町村相互間の連絡調整等

支給決定を行った市町村、通報を受けた市町村、施設等の所在地の都道
府県等が適宜連携して対応

どこが対応の中心になるかは場合によるが、逃げてはダメ！



（１）通報等の受付

ウ 通報等の受付時の対応
通報等の内容が、サービス内容に対する苦情や、また虚偽による通報
や過失による事故であることも考えられる

通報等の内容が、サービス内容に対する苦情等で他の相談窓口（例え
ば市町村や当該事業所の苦情解決窓口等）での対応が適切と判断でき
る場合には適切な相談窓口につなぎ、受付記録を作成して対応を終了

この他、受付時の対応については、基本的には養護者による虐待への対
応の場合と同様

緊急対応が必要な事例を見逃さないよう、見極めが大切！

苦情や事故も重大事案なので、しっかり最後まで対応



（１）通報等の受付

エ 通報等による不利益取扱いの禁止
障害者虐待防止法では、通報等を行った職員は、通報等を理由に、解
雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定

公益通報者保護法により、労働者が、事業所内部で法令違反行為が生
じ、又は生じようとしている旨を公益通報した場合、通報者に対する
保護が規定

個人情報の保護についても、養護者による虐待への対応の場合を参照

特に、施設等の職員が通報者である場合には、施設・事業者には通報者
を明かさずに調査を行う等、配慮

■公益通報者に対する保護規定

① 解雇の無効
② その他不利益な取扱いの禁止
（降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら

雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）



（１）通報等の受付

オ コアメンバーによる対応方針の協議
養護者による虐待への対応の場合と同様なので参照

コアメンバー会議では、緊急性の判断や、今後の対応方針を決めるの
で、市町村の管理職が加わっていることが必要！

ここで初動期の対応方針を明確にすることが、これ以降の対応に重要！

コアメンバー

会議で決める

事項

○緊急性の判断（緊急保護が必要になる可能性）

○初動期の対応方針（当面の事実確認や訪問調査の方法）

○他の自治体など連携すべき機関の確認

○虐待事案として対応すべきでない内容か

⇒ 適切な機関への引き継ぎ、通常の支援などフォロー
の必要性

誰が、何を、いつまでに実施するかを具体的に決める



（２）市町村による事実の確認

通報等を受けた市町村は、事実確認や障害者の安全確認を行う

この段階の調査は、事業所等の任意の協力の下に行われるものである

障害者虐待が確認された場合や事業所等が調査に協力しない場合等、
都道府県と市町村が共同で調査を行うべきと判断される場合には、市
町村と都道府県が連携してその後の対応を行う

悪質なケース等で、都道府県による迅速な権限発動が求められる場合
には、速やかに市町村から都道府県に報告する。

安全が確保できなければ、他施設・ＧＨに移って貰うことも・・・

障害者総合支援法の規定により市町村長、都道府県知事が報告徴収、立
ち入り検査を行った場合は、虚偽の答弁をしたり、検査を妨害したりし
た場合は、指定の取消し等や30万円以下の罰金に処することができる。



（２）市町村による事実の確認

ア 調査項目
（ア）障害者本人への調査項目例

調査項目 具体的内容

① 虐待の状況 ・虐待の種類や程度、虐待の具体的な内容、虐待の経過

② 障害者の状況

・安全確認：施設等従事者（虐待を行ったと疑われる職員
は除く。）の協力を得ながら、面会その他の方法で確認
する。
特に、緊急保護の要否を判断する上で障害者の心身の状
況を直接観察することが有効であるため、基本的には面
接によって確認を行う

・身体状況：傷害部位及びその状況を具体的に記録する。
・精神状態：虐待による精神的な影響が表情や行動に表れ

ている可能性があるため、障害者の様子を記録する。
・生活環境：障害者が生活している居室等の生活環境を記

録する

③
障害福祉サービス
等の利用状況

④ 障害者の生活状況

・・・等



（２）市町村による事実の確認

ア 調査項目
（イ）障害福祉サービス事業所等への調査項目例

調査項目 具体的内容

①
当該障害者に対するサービス
提供状況

・支援内容等

②
虐待を行った疑いのある職員
の勤務状況等

③
通報等の内容に係る事実確認、
状況の説明

④ 職員の勤務体制 ・勤務表等で確認

⑤ その他必要事項

・事故・ヒヤリハット報告書
・苦情相談記録
・虐待防止委員会、事故防止委員会の記録
・職員への研修状況

・・・等

全てを完璧に調査することは無理。重要なものは落とさずに！



（２）市町村による事実の確認

イ 調査を行う際の留意事項
① 複数職員による訪問調査

原則として２人以上の職員で訪問する。また、記録用に録音機材や、
ビデオカメラ、デジタルカメラ等の映像を記録できる機材を携行す
る。

② 医療職の立ち会い
通報等の内容から障害者本人への医療の必要性が想定される場合に
は、医療職が訪問調査に立ち会うことが望まれる。

③ 障害者、障害福祉サービス事業所等への十分な説明
調査に当たっては、障害者及び障害福祉サービス事業所等に対して
次の事項を説明し理解を得ることが必要である。
● 訪問の目的・担当職員の職務と守秘義務・調査事項・調査に対し協力を求めると

ともに、障害者総合支援法に基づく罰則規定の説明
● 障害者の尊厳の保持は基本的人権であり、障害者基本法や障害者総合支援法、障

害者虐待防止法等で保障されていること、それを擁護するために市町村が取り得
る措置に関する説明

女性障害者の虐待内容の調査は女性医療職が対応



（２）市町村による事実の確認

イ 調査を行う際の留意事項
④ 記録類の確認

通報内容の事実確認を行う上で、記録類は重要な情報源となる。
● 日々の利用者支援に関する記録や事故報告書等
● 虐待があった日の勤務表等で、虐待の現場に居合わせたり目撃した可

能性の高い職員を絞り込めないか

⑤ 聞き取り調査の留意点
● 障害者や障害者福祉施設従事者等に対し個別に聴き取りを行い、話し

の内容が他に聞かれないよう配慮する
● 障害者が、施設側から不利益な取扱を受けるのではないかと不安を感

じていたり、施設等職員が、同僚職員への遠慮や気兼ね等から、虐待
の事実を黙っていたり、最低限のことしか話さないことも考えられる

● 聞き取り調査を受ける相手の立場や心情に理解を示した上で、
それでも事実を話してもらうことが、結果として利用者、職員、
管理者・設置者全ての人にとって最善の道につながることを説
明し、協力を求めること

勤務割り表（実績）、関連する支援記録などは写しをもらう



（２）市町村による事実の確認

イ 調査を行う際の留意事項
⑥ 虐待があった当該施設が自ら適切に通報した場合の留意点

● 施設自らが通報してきた場合、虐待を隠蔽する施設と同様の厳し
い対応を行うことは適切ではない

● 施設等の姿勢を見極めつつ事実確認を行い、「取り締まり」的な
姿勢ではなく、再発防止に向けた取組を支援する姿勢が求められ
る

⑦ 元職員からの聞き取り調査の検討
● 当該施設等を退職した元職員は、在職中に感じる懸念や心配から

解放されるため、虐待事案に関する情報提供についても協力が得
られやすいことが考えられる

● 職員からの聞き取り調査から十分な情報が得られない場合、聞き
取り調査の対象に当該施設の元職員を加えることを検討する

● 障害者総合支援法では、都道府県知事又は市町村長による、事業
所の従業者であった者等に対する報告徴収等の権限が規定されて
いる

虐待が「発覚」した所と、自ら組織的に通報してきた所は別



（２）市町村による事実の確認

イ 調査を行う際の留意事項
⑧ 聞き取り等の調査の方法

● 正確に記録に残すために、会話の録音・録画について、必要性を
説明した上で同意を求める

※録音・録画の法的側面については、平成29年度障害者総合福祉推進事業「指定障
害福祉サービス事業者等への指導監査の在り方に関する調査研究」報告書を参照

●事案が起きてから時間が経過している場合もあるため、まず記憶
を呼び戻してから話してもらう必要がある。なるべく静かで視覚
的な刺激が少ない部屋を確保し、答えを誘導しないオープンな質
問の仕方で聞き取る

●障害者に対しては、質問を理解しやすい言葉に言い換えるといっ
た工夫や、コミュニケーションボードや図や絵記号等の使用を検
討する

※最後に、「後で思い出したことがあったら、どんなことでもいいので、連絡してく
ださい」と伝え、数日後に連絡を取ることで、聞き取り調査の時には思い出せな
かった情報を得ることができる場合がある

録音・録画は同意を得る部分を含めて、全て保存しておく



（２）市町村による事実の確認

イ 調査を行う際の留意事項
⑨ 障害者や障害者福祉施設従事者等の権利、プライバシーへの配慮

● 調査に当たって、障害者や障害者福祉施設従事者等の権利やプラ
イバシーを侵すことがないよう十分な配慮が必要である。

ウ 調査報告の作成
● 虐待を受けたと思われる障害者、虐待を行った疑いのある従事者

等、 施設等に対する調査を終えた後、調査の結果を記載した報告
書を作成して管理職の確認を取る

● 障害者虐待の疑いが認められない事案に対しては、苦情処理窓口
等の適切な対応窓口につなぎ、通報等への対応を終了する

虐待対応以外の通常の支援の必要性を検討

報告だけでなく、途中のメモ的なものも含めて保存しておく



（２）市町村による事実の確認

エ 虐待対応ケース会議の開催による援助方針の決定
調査の結果、従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、虐待対
応ケース会議を開催して事例検討を行うとともに、引き続き、虐待の
事実についての確認を行う

従事者等による障害者虐待の事実が確認できた場合には、障害者本人
や施設等への対応方針等を協議する

※ 「虐待対応ケース会議」については養護者虐待を参照

誰が、何を、いつまでに実施するかを具体的に決める

区分 構成員

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の職員

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



（２）市町村による事実の確認

オ 市町村による任意の指導
調査の結果、市町村は自らが支給決定をした障害者の支援を適切に行
うために必要があると認めたときは、施設等に対して口頭又は文書に
より指導を行うことがある。この指導は、任意の調査に基づく行政指
導であるので、指導に従わないことを理由として不利益な取扱をする
ことはできない

また、当該市町村の所掌事務の範囲を逸脱することもできないので、
当該障害者への支援に関することに限られることに注意する

ただし、当該市町村が指定した、あるいは運営費を助成した施設等に
関しては、運営全般について指導が可能

特定相談支援事業

障害福祉サービス事業
（政令・中核市、分権によ
る指定権者の場合）

指定

自治体単独事業

委託・助成

虐
待
防
止
法
の
範
囲

地域生活支援事業



（３）市町村から都道府県への報告

●市町村は、従事者等による虐待に関する通報等を受けた場合、都道府
県（政令・中核市等、事業所や法人の指導・処分権限がある場合は、
当該自治体）に報告する。通報等には、苦情解決窓口で対応すべき内
容や過失による事故等、虐待事案以外のものも含まれているので、都
道府県等への報告は、虐待の事実が確認できた事案とする

●ただし、事業所等が調査に協力しない場合や悪質なケース等、都道府
県と市町村が共同で調査を行うべきと判断される場合には、虐待の事
実が確認できていなくとも都道府県へ報告する

●市町村から都道府県に虐待の第一報あるいは情報共有がされた後、相
当時間が経過してから結果報告がされた事例や、都道府県から問合わ
せがあるまで報告がされなかった事例がある

●都道府県と適切な連携を図るためにも、市町村は、第一報等の後概ね
１か月以内に、その後の経過や対応の結果（虐待であることが確認で
きなかった場合を含む。）を都道府県に対し報告する

面倒でも、常に連絡を絶やさないことが解決の早道



（４）都道府県による事実の確認

● 市町村からの報告を受けた都道府県は、市町村によって障害者虐待の
事実確認がされていないとき等、報告に係る障害者福祉施設等に対し
て、事実確認のための調査を実施する

●調査の際には、当該通報等に係る障害者についての支給決定を行った
市町村に調査への同行を依頼する等連携して対応する

●調査については、障害者虐待防止法による調査のほか、実地指導、あ
るいは監査として行うことも可能である。また、調査・指導において
必要が生じれば直ちに監査に切り替えることも可能である

●調査等を事前予告なしに実施する場合は、開始時に文書を提示する

●監査においては書類のチェック中心ではなく、施設内巡回の時間を増
やし、幹部以外にも支援員からも聞き取りを行う

●虐待に関する情報について、施設等の監査を担当する部署と情報共有
し、丁寧かつ慎重に事実確認調査を行う

調査の方法や留意点については、（２）「市町村による事実の確認」及び手引を参照



（５）社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等

● 事実の確認等により障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都
道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、当該施
設等に対する指導等を行い改善を図るようにする

● 改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成、改善計画に沿って
事業が行われているかどうかの第三者委員による定期的なチェック、
当該事業所又は第三者委員からの定期的に報告及び報告に基づく指導
や助言、等が考えられる
また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設
置者が通報せず放置、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に
行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、
徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられる

● さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、虐待の放置、
虚偽報告、隠蔽等悪質な場合は、当該管理者、設置者を施設等の運営
に関与させないよう、体制の刷新を求めることを検討する

● 指導に従わない場合には、社会福祉法及び障害者総合支援法に基づく
勧告・命令、指定の取消し処分等の権限を適切に行使することにより、
障害者の保護を図る。



（６）特定非営利活動促進法による権限の行使

● 特定非営利活動法人が運営している事業所等の場
合は、障害者総合支援法に基づく勧告・命令、指
定の取消し処分等を行うほか、事案によっては、
特定非営利活動促進法の所轄庁である都道府県等
が、法人に対して改善命令や設立の認証の取消し
等の措置を採ることも考えられるので、適切に情
報提供する。

基本は改善努力への協力、体質が原因であれば毅然と対応



３．身体拘束に対する考え方



（１）基本的考え方

● 施設等の利用者が、興奮して他害行為や自傷行為があるときには、や
むを得ず身体拘束や居室での隔離等の行動制限をすることがある

● このような身体拘束が日常化することが更に深刻な虐待事案の第一歩
となってしまう危険もある。身体拘束は、行動障害のある利用者への
支援技術が十分でないことが原因の場合が多いので、その必要性を慎
重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければならない

● また、判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の解
消に向けての道筋を明確にして、職員全体で取り組む必要がある

● なお、変形や拘縮の防止などの目的で使用されるベルトやテーブルに
ついては一律に身体拘束と判断することは適切ではないが、障害者を
いすの上で漫然と放置するような行為は身体拘束に該当する場合があ
る

● 従って、行動障害等のある利用者への対応とともに、肢体不自由のあ
る利用者への対応も整理したうえで適切に取り組む必要がある

漫然とした身体拘束は虐待への一歩



（２）身体拘束とは？

身体拘束の内容としては、以下のような行為が該当すると考えられる

どうしようもない場合でも、なぜ防げなかったか振り返る

①
• 車いすやベッド等に縛り付ける

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



（３）やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは対応できな
いような、一時的な事態に限定される
具体的には高齢者の「身体拘束ゼロへの手引き」に基づく以
下の3要件に沿って検討する方法等が考えられる

❶切迫性 ❷非代替性 ❸一時性

ア やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載

※拘束する時間帯だけではなく、いつまでかという「期間」も記
載

② 本人・家族への十分な説明
③ 必要な事項の記録

※突発的緊急事態で、拘束せざるを得なかった場合も記録

三要件「全て」を満たしても、本来はダメという意識が大事



（３）やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

イ 身体拘束廃止未実施減算の創設
平成30年度報酬改定において、身体拘束等に係る記録をしていない場
合についての減算が創設された

さらに、令和３年度から運営基準に以下の３項目が追加された。
（令和4年度から義務化）

❶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。

❷身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
❸従業者に対し研修を定期的に実施する。

これらを満たしていない場合、身体拘束廃止未実施減算の対象となる。
（減算は令和5年度から適用）
また、身体拘束廃止未実施減算の対象に、訪問系サービスが追加され
た

全利用者分の報酬が減算となる



４．障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の防止



（１）障害者福祉施設等の設置者等の責務

障害者虐待防止法では、施設の設置者等の責務として、従事者等の研修
の実施、入所者等とその家族からの苦情の処理の体制の整備など虐待の
防止等のための措置を講ずることが定められている

また、指定基準により、運営規程に虐待の防止のための措置に関する事
項を定めなくてはならないこととされている

さらに、事業者は次の措置を講じることとされている
（令和4年度から義務化）

１
虐待の防止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

２ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する

３ 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

参考：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に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準

これ以降の項目は、通常、都道府県等が行うが、市町村の担
当職員も都道府県の指導の流れを理解しておく必要がある



（２）管理者・職員の研修、資質向上

● 施設従事者等による虐待防止のためには、管理者、職員が
自ら高い意識を持つことが必要である。また、職員各人が
支援技術を高め、組織としてもノウハウを共有することが
不可欠である

● 事業者は、定期的に虐待防止や支援技術向上に関する研修
を実施すると共に、各種研修会に職員を参加させることが
必要である



（３）個別支援の推進

● 施設等においては、個々の利用者への配慮よりも管理的な
運営に傾きがちである

● こうした運営は利用者、職員双方にストレスの原因となり、
身体拘束や心理的虐待が発生する危険が潜んでいる

● 個別支援計画には、個々の利用者への総合的な支援の方針
や生活全般の質を向上させるための課題等を記載する

● 個別支援計画に基づいて職員はサービスを提供し、サービ
ス管理責任者は計画の実施状況を把握して、必要に応じて
見直す

● 利用者一人ひとりに対して、個別的な支援を実践すること
が、虐待を防止することにつながる

事業所全体の向上は、個別の支援の向上から



（４）開かれた施設運営の推進

● 施設は、居住の場でもあるため、閉じられた場になりやす
いという側面があり、内部の習慣的な行動が外部から乖離
していく危険性がある

このため、地域に開かれた施設運営が重要である

● 地域の住民やボランティア、実習生等多くの人が施設に関
わることで、職員の意識にも影響が及ぶ

● また、他施設との職員交流や、事例検討に外部から有識者
を呼ぶ等、外部の目や援助が入る機会を増やすことが虐待
防止につながる

● サービス評価（自己評価、第三者評価等）の導入も大切で
ある

人目が入ることを煩わしく感じる事業所は危険信号



（５）実効性のある苦情解決体制の構築

● 障害者虐待防止法では、苦情を処理する体制を整備するこ
と等により虐待の防止等の措置を講ずることが規定されて
いる

● 施設等においては、苦情相談窓口を開設する等苦情解決の
ために必要な措置を講ずべきことが運営基準等にも規定さ
れている

● サービスの質を向上させるため、利用者等に相談窓口の周
知を図る等、苦情解決のための取組を効果的なものとして
いくことも大切である



（６）指導監査等による確認

●施設等の指導監査において、報告書類のチェックだけでな
く施設内巡回の時間を多く確保し、利用者の様子や職員の
対応、同性介助について配慮されているか等について観察
したり、現場の職員からも聞き取りを行う等、実質的な
チェックになるよう心掛けることが求められる

●自治体は、相談支援専門員がモニタリングの際に気になっ
た点があれば、すぐに情報提供を受けられるよう連携体制
を構築する



（７）虐待防止に重点を置いた機動的な指導・監査の実施

●通報等の内容が利用者の生命、身体の安全に関わる場合は、
事前に通告を行うことなく監査を実施する等、柔軟な対応
が必要である

●また、実地指導においても、障害者虐待が疑われる場合な
ど、当該事業所の日常の状況を確認する必要がある場合に
は、監査と同様、事前に通告を行うことなく実地指導を行
うことも検討する

●厚生労働省では、障害者虐待との関連が疑われる場合など
には、指導開始時に文書通知をすれば良いとしている

「監査に入った」ではなく、結果を出すことが大事



５．行動障害を有する者に対する
支援の質の向上



（１）行動障害を有する者に対する支援の質の向上

行動障害を有する者の支援と研修の必要性

令和2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
＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

教育・知識・介護技術等に関する問題 71.0％

職員のストレスや感情コントロールの問題 56.8％

倫理観や理念の欠如 56.1％

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.6％

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 24.2％

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

18.2％ 71.6％ 19.4％ 5.7％ 0.8％

行動障害がある者（30.6％）



（１）行動障害を有する者に対する支援の質の向上

更に激し

く

力で行動

を押さえ

る

更に強く

行動で気

持ちを表

す

虐待に至る負のスパイラル

「仕方ない」で終わったらプロとしての敗北
支援を諦めた時、虐待・権利侵害は訪れる



障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止と対応

まとめ

• 虐待は、利用者のために、速やかに解消すること第一の目的

• 緊急の保護や財産調査など、市町村が動くことが大事

• 虐待がないと確認できるまでは虐待対応を継続

• 引き継ぐときは最後までフォロー（通常の支援の必要性も忘れずに）

• 会議・打合せのときは、誰が何をいつまでに行うか具体的に決める

• 事業所調査では、形式より実質を（勇み足には気をつける）

• 事業所では、「虐待をしない運営」はない（通常の「良い支援」のみ）



性的虐待の
防止と対応



性的虐待の定義

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（平成二十三年法律第七十九号）
第二条七項二号
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。

児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）
第二条二項
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな
行為をさせること。

※子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る 又
は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

（児童虐待防止法についての厚生労働省解説）



障害者福祉施設従事者等による障害者虐待類型（性的虐待）

○あらゆる形態の性的な行為又はその強要

【障害者福祉施設従事者等による障害者虐待類型（例）】

① キス、性器等への接触、性交

② 性的行為を強要する。

③
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）

④ わいせつな映像や写真をみせる。

⑤ わいせつな映像や写真をみせる。

⑥
本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したもの
を他人に見せる。

⑦ 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。

⑧
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。

⑨
人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないため
の配慮をしない。

出典：市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き

・・・など



性的虐待の状況

334人

102人

266人

47人
30人

0人

100人

200人

300人

400人
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性的虐待事件

障害者の自立を支援する福岡県久留米市の就労移行支援事業所の所長だった４０代男性
が昨年末、女性利用者（２０）にわいせつな行為をしていたことが「あなたの特命取材
班」への情報提供で分かった。
女性が住む自治体は障害者虐待防止法に基づき性的虐待と判断し、久留米市は近く是正
指導する方針。施設側は取材に対し、不適切だったと認め、事業所を閉鎖する意向を示
した。
女性の家族などによると、女性には中度の知的障害があり、精神年齢は小学校高学年程
度。調理の仕事に就くことを希望し、昨夏からこの事業所に通っていたが、調理中に胸
を触られるなどしたほか、昨秋と昨年１２月には訓練の時間内にホテルでわいせつ行為
を受けたとしている。
女性は取材に、包丁さばきがうまくいかない時に男性から「へたくそ」と怒鳴られた
り、強く手を引っ張られたりすることがあり、わいせつ行為をされても「怖くて断れな
かった」と説明。無料通信アプリでやりとりする中で「好き」と自ら送ったこともあっ
たが、「怒られるのが嫌で先生に合わせていた」と話した。
昨年末、女性が福祉関係者に打ち明けて発覚。通報を受けた自治体が聞き取りを行うな
どして調査していた。女性は事業所に通えなくなり、「死にたい」と周囲に漏らすなど
情緒不安定になっているという。(中略）。
厚生労働省の２０１６年度調査では、障害者施設の職員などによる虐待は４０１件で、
前年度比１８％増。被害者は６７２人に上った。虐待行為の内訳は身体的虐待５７％、
心理的虐待４２％など。被害が表面化しにくいとされる性的虐待も１２％あった。

「怖くて断れなかった」障害者施設で性的虐待所長の男性が利用女性に （2018 西日本新聞）



性的虐待・性暴力被害の状況

• 内閣府2017－18年
• 「全国の相談・支援団体を対象に行った調査」
• 障害の有無について回答があった30歳未満の性被害事例127件のうち、
障害があるとみられる
事例は70件あり、55％を占めた。
その内訳は、発達障害16件▽精神障害19件
▽軽度知的障害9件‐など

しあわせなみだ理事長の中野宏美さん（42）は
「海外の調査で、障害のある人はない人の約3倍、性暴力を経験して
いるというデータもある」と説明する。
被害女性は「人間として扱われていない感じがしてひどく傷つい
た」「ノーって言えない。言える立場じゃないっていうのが潜在意
識にある。

（西日本新聞2020年11月5日(木)より引用）



障がい福祉における性的虐待の事例Ａ

事例Ａ

３０代
中度の知的
障害の女性

事業所バス運転手から体を触られる虐待を受
けた

気づきのきっかけ

母とニューステレビを見ながら、本人「自分もこんなことされてる。」

母が繰り返し聞き、具体的な部分を話す

司法面接を受け「事実としてあり得る」

当該市虐待防止センターでは「証拠が取れない」と対応
協力市虐待防止センターでは司法面接の結果を重視

性的虐待の発覚は、本人からの訴えも多い



事例Ｂ

４０代
軽度の知的
障害の女性

ＧＨ世話人（５０台男性、非常勤）からホテ
ルに誘われ、性行為を繰り返しされてきた

障がい福祉における性的虐待の事例Ｂ

気づきのきっかけ

最初の困り感は「こづかいが足りない」と母へ

母がオープンドクエスチョン （それから？それで？だれが？）で聞い
ていくと、「ファミレスで食事」それから？「そのあとホテルへ」

クローズドクエスチョン（イエス／ノーで答える質問）は
「記憶の混濁」（事実がわかりにくくなる）を起こす。

性的虐待の発覚は、性以外の機会もある



事例Ｃ

１０代
知的障害の
男児児童

支援者男性から風呂介助で裸の写真を撮られ
た

障がい福祉における性的虐待の事例Ｃ

気づきのきっかけ

支援者男性は、あるきっかけで取り調べを受けた

写真の中から施設らしい風景と子どもの裸の写真が複数あり、
施設の風呂場での性虐待であることがわかる。

周囲の同僚支援者はまったく虐待があったことに気が付かなかったというが、
そういえば、この支援者は、入浴介助を一人でやりたがったとあとで気づく

性的虐待の発覚は、同僚や警察の気づきから



なぜ性被害は潜在化してしまうのか？

性的虐待は、密室化されたなかで起きる

被害意識が持てないことも多い

口止めや脅し、虐待に「協力」させられることがある

心理的虐待や身体的虐待をともなう場合が多い



性的虐待を潜在化させる「心理的バリア」

加

害

者

の

支

配

性的虐待は「密

室」で起こること

が多い

加害者の歪んだ認

識

被

害

者

の

仕

返

し

の

恐

れ

性的虐待の否定と

自己責任への転嫁

あきらめと無力感



特に、虐待される側の心理

性的虐待では言語化しにくさが大きくなる

❶
「一方的に体を触られる」ことが性行為、性被害だと知らない、
思えない
（お前のために優しくしているいう懐柔と脅し）

❷
本人は不快に感じている。
ただ、支援者や保護者自身が「性のことだから、話すこと自体
が恥ずかしい」と、本人も察知して特に話さない

❸
誰かに相談すると解決する成功体験が乏しい
（相談すると、逆に、叱られる不快体験が積み重なっている）

➍ 信じてもらえるか？馬鹿にされないか？

❺ 話したらどうなってしまうのか？見通しがつかない不安

❻ 虐待者にわかったらもっと虐待されないか？



性的虐待の気づき・サイン？

• 妊娠、 STD 、性器・肛門外傷身体的サイン

• 非社会的性行動（場面に合わない性的行動）性的行動化

• コミュニケーション手段としての誤学習誤学習行動

• 引きこもり・徘徊逃避

• 他者との適切な心理的・物理的距離感愛着障害

• 感情の障害その他



性的虐待の通報受理と自治体・障害者虐待防止センター

性的虐待の通報や相談を受けたときは

性的虐待がどんなきっかけ
で発覚するか、多様なアセ
スメントができるよう事前
に研修等で共有し、チェッ
ク項目を作成

性虐待のアンテナが重要

同僚、保護者、管理者等の
周辺情報からまず十分な事
実を把握する

・同僚支援者がうすうす気が
付いていることも多い

・特定の支援者との距離が近
い
（二人だけでいる事が多い等）

・ある支援者はひとりで風呂
介助をしたがっていた

①
②



性的虐待の通報受理と自治体・障害者虐待防止センター

性的虐待の通報や相談を受けたときは

本人への事実確認は慎重に丁寧に

知的障害のある本人は、「核心的な事実」は認識している事が多い（体を
触られたなどの大きな事実）ただし「周辺情報など細かいこと」は認識し
ていない、記憶していないこともある。

③

・本人への二次的トラウマを避ける配慮も必要
・「知的障害だから、言ってることが本当かどうかわからない。だからこ

れ以上調査はできない」「事実がはっきりしないから、虐待ではない」



性的虐待の通報受理と自治体・障害者虐待防止センター

性的虐待の通報や相談を受けたときは

本人から聞き取りは事実を整理した後に

・周辺情報から得るべき事実の確認を先行させ次に本人に聞くべき事実の
みの整理して調査

・複数回聞くことで「記憶の混濁」が起こるリスク

④

本人から聞き取りは事実を整理した後に

・事実確認の専門スキルを把握しておく
・できるだけ「司法面接」の手法を取り入れて
・協力できる機関がどこにあるか事前に把握しておく

⑤



性的虐待の予防と早期の気づき福祉従事者や福祉実践に組み込む

❶基本は「ひとりの人間としての尊

厳」から

虐待は尊厳の欠落から。上下関係

の構造を作らない

呼称の問題から取り組む。「さん

付け」「ちゃん付け」

❷性の問題も、日常支援や研修で事

前に共有しておく

身体的虐待、心理的虐待の理解は

共有しやすい

性の問題は、支援者どうしも日常

的に共有しにくい

性的虐待の事例は見えないところ

で起こる

性的虐待に関するアセスメント・

アンテナを蓄積する

日常の実践の中で予防し、早期に発見・改善に向けて



性的虐待の予防と早期の気づき福祉従事者や福祉実践に組み込む

❸性的虐待を予防していくためには、日常の支援のあり方から考えていく

ことが重要

日常の支援に性虐待につながるリスク支援をチェックする

被虐待者の発達的段階及び社会的状況から 明らかに過度の性的刺激となる行
為、あるいは、虐待者が性的満足を得るための行為（意識、無意識を問わな
い）を掘り起こし改善する

日常の実践の中で予防し、早期に発見・改善に向けて

・添い寝 ・膝の上に乗せて遊ぶ ・散歩等で腕
を組む ・同性介護 ・単独入浴介護 ・失禁等の
対応や事後処理の安易さ なども見直していく必要
がある



性的虐待の予防と早期の気づき福祉従事者や福祉実践に組み込む

日常の実践の中で予防し、早期に発見・改善に向けて

❺
• 「手つなぎ」「腕組み」支援は？

❻
• 「空間」「距離」を尊重する。伝える

同性介助の原則の確認

・プライベートゾーン（水着を着用するときに隠 れる場所）の意識化
＊同性介助でも、接触には配慮が必要

➍

・職場でのふりかえり
・再度、職場内虐待防止チェック



性的虐待の防止と対応

• 「性」は「生」そのもの

• かけがえのないその人を尊重する

• 障害のある人の「性」をタブー視しない

• 早期に、「周囲のさりげない気づき」を重視する

• 性虐待はチームで取り組む

まとめ



ご清聴ありがとうございました

参考資料「令和4年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修資料


