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１．障害者虐待防止法の概要

２．障害者虐待の状況について

３．事業所における虐待防止の取り組み



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．障害者虐待防止法の概要



｢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。

｢障害者虐待｣の定義
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

障害者虐待の類型
①身体的虐待 ④性的虐待
②放棄・放置 ⑤経済的虐待
③心理的虐待

定 義
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・「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設
従事者等及び使用者以外のもの」と定義。

・身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行ってい
る障害者の家族、親族、同居人等が該当。

・同居していなくても、現に身辺の世話をしている親
族・知人などが養護者に該当する場合あり。

「障害者虐待」の定義
・養護者による障害者虐待

１．障害者虐待防止法の概要



法律上の規定 事業名 具体的内容

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

・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

（厚生労働省令で定める事業）
・障害児通所支援事業
・障害児相談支援事業

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、自立生活援助、就
労定着支援、共同生活援助、

＊障害児入所施設については、通
報義務も含め児童福祉法で規定。

「障害者虐待」の定義
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

１．障害者虐待防止法の概要

日中一時支援事業、訪問入浴サー
ビス事業についても、これに準じ
た取り扱いを実施



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。

「障害者虐待」の定義
・使用者による障害者虐待

１．障害者虐待防止法の概要



障害者虐待の類型
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

例）殴る、蹴る、つねる、平手打ちする、無理やり食べ物を口の中に入れる、や
けどや痣のできる暴行、身体拘束 etc.

【具体例】

・車いすやベッドに縛り付ける

・行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に投与する

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

・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
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障害者虐待の類型
②性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、または障害者に
わいせつな行為をさせること

＊本人（障害者）が表面上同意しているように見えても、本心からの同意かどうか慎重な判断を要する

＊身体障害の場合であっても、心理的に抵抗できないことがあることに注意

【具体例】

・性的行為の強要

・裸にする

・わいせつな言葉や会話

・わいせつな映像を見せる etc.
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障害者虐待の類型
③心理的虐待

障害者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の
障害者に著しい心的外傷を与える言動

【具体例】

・馬鹿、アホなどの侮辱する言葉

・怒鳴る、罵る

・子ども扱い

・意図的な無視、仲間外れにする

・罰として「食事を抜く」「作業に行かせない」と脅す等

１．障害者虐待防止法の概要



障害者虐待の類型
④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

・養護者以外の同居人、施設の他の利用者、他の労働者による身体的、性的、

心理的虐待の放置等養護すべき義務を怠る

【具体例】

・食事や水分を十分に与えない ・あまり入浴させない

・汚れた服を着させる ・排泄の介助をしない

・爪や髪の毛が伸び放題 ・病院、学校に行かせない

・障害者サービス等を受けさせない

・障害者による他の障害者への虐待行為への対応をせずに放置する（従事者、使用者）

※障害者福祉施設における利用者間のもめ事、会社における同僚間のもめ事を、施設従事者等

や職場の上司が放っておくことも放棄・放置に当たることに注意。
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３障害者虐待の類型
⑤経済的虐待

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（障害者の親族を含む）

＜具体例＞

・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

・お金を渡さない、使わせない

・本人の同意なしに財産を施設等に寄付する

１．障害者虐待防止法の概要



通報等件数及び虐待を受けたと判断した件数の推移
相談・通報件数（件） うち虐待件数（件）

全国 全道 帯広 全国 全道 帯広

平成28年度 8,037 537 44 2,520 143 4

平成29年度 7,714 452 30 2,618 139 5

平成30年度 8,577 430 13 2,745 123 3

令和元年度 9,110 491 18 2,737 103 3

（養護者） (5,758) (349) (14) (1,655) (51) (1)

（施設従事者） (2,761) (119) (2) (547) (27) (1)

（使用者） (591) (23) (1) (535) (25) (0)

（その他） - - (1) - - (1)

令和２年度 30 5

※令和２年度の国・道の状況は現時点では公表されていない。

２．障害者虐待の現状について



市町村障害者虐待防止センター
帯広市は障害福祉課 ６５－４１４７ 夜間・休日０８０－８２９５－１０５１

通
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相談 相談
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報
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務

通
報
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務

Ａ施設
虐待を受けたと思われ
る障害者を発見した人 サービス管理

責任者

施設長
管理者

３．事業所における虐待防止の取り組み

虐待を正直に通報することは、虐待を受けた障害者や家族のみならず、虐待をした職員、 虐待に気
づいた職員、管理者・設置者など、全ての人を救うことにつながる。

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務



３．事業所における虐待防止の取り組み

立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則

障害者総合支援法 第110.111条
市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査を行っ

た場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を
行った者を 30 万円以 下の罰金に処すことができると規定

（事例）
身体障害者の支援施設の事案では、警察が虐待を行った職員を傷害、
暴行 の容疑で地方検察庁に書類送検し、併せて行政の立ち入り調査
に対し、虐待をしていないと虚偽答弁をしたとして、職員を障害者
総合支援法違反容疑でも送検。

障害者福祉施設従事者等における障害者虐待が起きてしまった
場合の対応の基本となるのは、「隠さない」「嘘をつかない」
という 誠実な対応を管理者等が日頃から行うこと。



通報等による不利益取扱いの禁止

障害者虐待防止法１６条４項（内部通報者の不利益取扱いの禁止）

障害者福祉施設従事者等は、通報等を行ったことを理由に、解雇
その他不利益な取扱いを受けない

⇒ 解雇のみならず、降格、減給等の処分も含まれる

施設内の閉ざされた環境での虐待を知りうる立場にある従事者等に
よる、早期発見・早期対応が極めて重要
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３．事業所における虐待防止の取り組み

虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解

自身が行うサービスによって、利用者である障害者や家
族にこのような意識を働かせていることを常に自覚し、虐
待の防止に取り組む必要があります。

「いつも、職員の顔色を見て生活していた。例えば、食事や排せ
つに介助 が必要な場合、それを頼んだ時に職員が気持ちよく
やってくれるのか、不機嫌にしかやってもらえないのか、いつも
職員の感情を推し量りながら頼んでいた」

「これを言ったら、疑い深い家族と思われないだろ
うか。それぐらいなら我慢しよう」



障害者虐待防止法における虐待防止のための措置

 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置

第１５条

障害者福祉設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障
害者福祉施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、
その他当該障害者福祉設を利用し、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障害者及びその家族からの苦情の処理
の体制の整備その他の障害者福祉設従事者等による障害者虐待の防止
等のための措置を講じるものとする。

３．事業所における虐待防止の取り組み



障害者総合支援法等における虐待防止のための措置
 運営規程（者・児計画相談：第19条、サービス：第31条）

「虐待の防止のための措置に関する事項」について、運営規程に定めておかなければな
らない。

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 ⇒ 令和４年度より義務化

イ 成年後見人制度の利用支援

ウ 苦情解決体制の整備

エ 従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

（研修方法や研修計画など） ⇒ 令和４年度より義務化

オ 虐待防止のための対策を検討する委員会（虐待防止委員会）の設置等に関すること

⇒ 令和３年度より追加 ⇒ 令和４年度より義務化
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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に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
●児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
●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事業等の人員、設備及び運営に
関する基準

３．事業所における虐待防止の取り組み



障害者総合支援法等における虐待防止のための措置
 虐待の防止（者・児計画相談：第28条の２、サービス：第40条の２）

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければなら
ない。

一 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知
徹底を図ること。

二 従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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令和４年度より義務化
（令和３年度は努力義務）

実地指導の
対象

３．事業所における虐待防止の取り組み



◆虐待防止委員会の役割

１ 虐待防止のための計画づくり

虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づく
り、指針の作成

２ 虐待防止のチェックとモニタリング

虐待が起こりやすい職場環境の確認等

３ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討

虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実施

３．事業所における虐待防止の取り組み



虐待防止マネジャーの役割

◆虐待防止委員会
の組織図の例
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委員長：管理者（責任者）
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

虐待防止委員会
虐待防止委員会の役割

● 研修計画の策定
● 職員のストレスマネジメント・
苦情解決

● チェックリストの集計、
分析と防止の取組検討

● 事故対応の総括
● 他の施設との連携 等

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャー

各部署・事業所

● 各職員のチェックリストの実施
● 倫理綱領等の浸透・研修の実施
● ヒヤリハット事例の報告・分析等

職
員

職
員

職
員

各部署 事業所 各部署・事業所

各部署の責任者
サービス管理責任者など

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャー
虐待防止マネジャー

虐待防止マネジャーの役割 虐待防止マネジャーの役割

● 各職員のチェックリストの実施
● 倫理綱領等の浸透・研修の実施
● ヒヤリハット事例の報告・分析等

● 各職員のチェックリストの実施
● 倫理綱領等の浸透・研修の実施
● ヒヤリハット事例の報告・分析等

職
員

職
員

職
員

職
員
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員
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◆虐待防止のための研修の実施

虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、
指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の
徹底を図る。

虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研
修を実施（年１回以上）するとともに、新規採用時には必ず虐待
防止の研修を実施することが重要。

研修の実施について記録すること。なお、研修の実施は施設内の
職員研修のほか、協議会や基幹相談支援センターなど他機関が実
施する研修に参加した場合でも差し支えない。

３．事業所における虐待防止の取り組み



【参考】
厚生労働省：障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
帯広市：障害者虐待の防止と対応

３．事業所における虐待防止の取り組み


