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令和３年度 相談支援従事者研修

障害者の権利擁護
と

虐待防止に関する理解

令和３年 ７月 ８日

公益社団法人 佐賀県社会福祉士会

社会福祉士 上尾 宥太

（虐待対応専門職チーム事務局担当者）
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佐賀県社会福祉士会について

〇設立経過

平成5年設立 → 平成17年社団法人化 → 平成22年公益社団法人化

〇事業内容

・成年後見等に関する活動

成年後見等の活動、各市町との契約による成年後見に関する専門相談の実施

・福祉サービス利用援助事業

・地域生活定着支援センター事業

・生活困窮者自立支援事業

・福祉資格取得支援（社会福祉士）及び高齢者虐待防止等の研修事業

・高齢・障害者虐待対応事業

・外部評価、調査事業
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そもそも
『権利擁護』とは何？

皆さんの考える「権利」とはどのよう
なものですか？
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人権？
生存権？

幸福追求権？
著作権？
肖像権？
選挙権？
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『権利』を『擁護』する

『権利』

ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人
に要求したりすることのできる資格・能力

『擁護』

危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること
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権利擁護 権利侵害

ソーシャルワーカーが行う権利擁護①

「権利擁護」は「アドボカシー」と訳語される
ソーシャルワークにおいては、クライエントの

権利や主張を支持、代弁、弁護することを意味する

アドボカシー（権利擁護）は大きく二つに分けられる

①ケースアドボカシー

個々の利用者や家族の利益と安定した生活を護る活動のこと

②コーズアドボカシー

同じような状況にある人々全体の権利を擁護するためにソーシャ
ルアクションを行うこと

6ソーシャルワーク専門職のグローバル定義より
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ソーシャルワーカーが行う権利擁護②

ソーシャルワークは、第一・第二・第三世代の権利を尊
重する。第一世代の権利とは、言論や良心の自由、拷
問や恣意的拘束からの自由など、市民的・政治的権利
を指す。第二世代の権利とは、合理的なレベルの教育・
保健医療・住居・少数言語の権利など、社会経済的・
文化的権利を指す。第三世代の権利は自然界、生物多
様性や世代間平等の権利に焦点を当てる。これらの権
利は、互いに補強し依存しあうものであり、個人の権利
と集団的権利の両方を含んでいる。
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ソーシャルワーク専門職のグローバル定義より

権利擁護としての
障害者虐待防止と虐待対応
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障害者虐待防止法について①

〇障害者虐待防止法（平成２４年１０月施行）
（正式名称：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）

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（～中略～）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（～中略～）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。

※養護者とは…現に養護（身辺の世話や身体介助、金銭管理等）を行っている家
族、親族、同居人、知人のこと（同居の有無は問わない）
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障害者虐待防止法について②
〇誰からの虐待か？ （障虐待防止法 第２条）

・養護者からの虐待
養護者とは現に障害者を養護するもの。
（例：同居している親族や知人、遠方に住んで財産等管理している者等）

・障害者福祉施設従事者からの虐待
施設従業員からの虐待。いわゆる施設虐待といわれるもの。

・使用者による虐待（障害者虐待）
障害者が就労されている場合、そこの雇用主や従業員からの虐待。
（例：暴力や暴言、賃金の未払いや、不当な差別的言動等）
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虐待の類型
①身体的虐待 ※例外３原則の要件を満たさない身体拘束含む

→暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り付けたり過剰な
投薬によって身体の動きを抑制する行為。

※身体拘束における例外３原則：①切迫性 ②非代替性 ③一時性

②放棄・放任（ネグレクト） ※セルフネグレクトについても積極的支援必要
→食事や排泄、入浴、選択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。

③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。

④性的虐待
→性的な行為やその強要

⑤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利用なく制限すること。

※平成28年4月発行「市長村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」

（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室） 参考
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障害者について ～類型の捉え方～

誰からの虐待 + どんな虐待かを合わせて考える

例

1）養護者からの心理的虐待・性的虐待

2）施設従事者からの身体的虐待

3）使用者からの心理的虐待
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通報の義務と早期発見の責務
〇養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待

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、これを市長村（又は都道府

県：使用者による虐待）に通報しなければならない。

〇早期発見の責務（障害者虐待防止法第６条第2項）
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、（～中略～）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。

※平成28年4月発行「市長村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」

（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室） 参考
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障害者虐待防止法について③
〇虐待を受けた障害者を見つけたらどこに知らせればいいの？

→市町村が窓口となり通報を受け付ける。
（障虐待防止法 第７条 第１６条 第２２条）

〇虐待を受けた障害者を誰がどうやって守るの？
→通報を受けた市町村は、事実確認を行い、虐待があったのかどうか、緊急性

があるかを判断。
→市町村が虐待が行われたと認めた場合、必要であれば障害者本人の保護や面

会制限（各市町村の権限）さらに必要であれば成年後見制度の市町村長によ
る申立を行う。（障虐待防止法 第９条 第１３条）

〇虐待を受けた障害者だけが対象？
→虐待防止法では市町村が養護者への支援も行わなければならない。

（障虐待防止法 第９条 第１６条 第２２条）



8

15

市町村障害者虐待防止センター

通
報
義
務

相談 相談

通
報
義
務

通
報
義
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
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通報者保護について
〇通報における義務は明記されているが、「通報」という言葉にハードルを

高く感じ、その一歩が踏み出せないことも…

〇前述している通り、この法律では罰則を目的としてらず、本人を護り、養

護者を支援することを目的としている。「通報」＝「相談」と考えて
いただきたい。

※事実の確認や虐待の認定、措置等含む支援については市長村が第１義的
責任を担う。一人で悩まず、まずは相談していただくことが、支援者の
メンタルヘルスにも繋がる。

〇障害者虐待防止法第9条には「通報又は届出をした者を特定させるものを
漏らしてはならない」と秘密保持について明記。各市長村が行う事実確認
は、その点最善の注意を払いながら対応される。
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養護者による虐待統計（令和元年度）

相談通報件数 5,758 件

虐待の事実が認
められた事例

１,655 件

主な通報届出者内訳

警察 ３4.1%

本人 １5.9%

障害者福祉施設・事業
所の職員

１５.0%

相談支援専門員 １4.6%

当該市区町村行政職員 ６.1%

家族・親族 ４.5%

身体的

虐待

性的

虐待

心理的

虐待

放棄

放置

経済的

虐待

６3.9% 3.9% 29.5％ 15.0% 20.7%

虐待者の 介護疲れ 20.1%

虐待者の 知識や情 報の不足 23.4%

虐待者の 飲酒や ギャンブ ル等への 依存の影 響 8.5%

虐待者の 介護等に 関する強 い不安や 悩み・介 護ストレス 16.5%

虐待者が 虐待と認 識していな い 46.1%

虐待者の 障害、精 神疾患や 強い抑う つ状態 14.8%

市区町村職員が判断した虐待の発生要因や状況（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）
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権利擁護の手段としての
成年後見制度
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成年後見制度とは
知的障害、精神障害、認知症などで判断能力に不安がある

・不動産や預貯金などの財産を管理したり、福祉サービス

などの利用契約を結んだりするのは難しい。

・自分に不利な契約であってもよく判断できずに契約を結

んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れがある。

↓
このような判断能力の不十分な方々を保護し、生活を支

援するのが成年後見制度です。

19

20

任意後見と法定後見について図解

制度利用まで 誰が後見人になれるか メリット

任意後見制度
後見人となる方との
公正証書による契約

あらかじめ契約で選任
した者

誰に後見人になってもら
うのか、どういった支援
をお願いするのか、あら
かじめ決める事ができる

法定後見制度
家庭裁判所へ申立書
の提出

誰になってもらうか推
薦はできるが、決定す
るのは家庭裁判所

判断能力が失われた場合
でも制度の利用が可能



11

21

法定後見制度とは？

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人

等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人

の利益を考えながら、本人に代わって契約

などの法律行為をしたり（代理権）、本人

が行った不利益な法律行為を後から取り消

したりする（同意権・取消権）ことによっ

て安心して生活ができるよう支援していく

ものである。

21
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法定後見制度の種類
・後見（判断力がない方）

自分では、ほとんど何もできない方。
※同意権・代理権は付与されています

・保佐（判断能力が著しく不十分な方）
ある程度は自分でできるが、重要な財産上
の行為等については、一人ではできない方。

※代理権を個別に決めます

・補助（判断能力が不十分な方）
ほとんどの行為を自分でできるが、重要な
財産上の行為(不動産の取引等)については
一人では不安な方。

※同意権・代理権を個別に決めます）

類型は判断能力・意思決定能力の程度で決まる。

本 人：被補助人

代理人：補助人

本 人：被保佐人

代理人：保佐人

本 人：被後見人

代理人：後見人
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法定後見制度の申立
本人含め、配偶者等の４親等内の親族（甥姪の子やいと

こ等）や検察官による申し立てが可能。

〇市町村長による申し立てについて

４親等内の親族がいない、もしくは行方が分からない

等、申し立てを行う者が確認できない場合、市町村長に

よる申し立てが可能。（行政権限による２親等内親族の

調査が行われる）

他にも、申し立ての必要性があるにも関わらず、親族

が協力しない（虐待案件等）場合、市町村長による申立

が必要となる。

23

24

４親等内の親族
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障害者権利条約と成年後見制度

〇障害者権利条約 第１２条

代行意思決定から支援付き意思決定への転換が求められている。

〇法定後見（後見、保佐、補助）は、代理権と制限行為能力制度（本人の判断

は無効）から構成された「他者決定」の仕組み

〇特に「後見」「保佐」がこれにあたると考えられている。

しかし、本人の意思決定のみを推し進めれば、本人の安全且つ安心な生活を

脅かす恐れもある。
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代行決定権限を最後の手段として、日常は本人の意思決定で

行われるべきである。
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成年後見制度を取り巻く現状

〇成年後見制度利用者数は約２０万人。その中で後見類型が約８割を占
める。申し立ての動機は財産管理に関するものが多い。

〇保佐・補助の申し立てでは、本人による申し立ても多くなり、本人の
理解や選択（意思決定支援）が鍵となる。

〇後見人の受任

（親族約２５％、弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職約７５％）

→第三者後見人の受皿作りが重要（市民後見人等）

26
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まとめ

〇意思決定支援はすべての支援の基礎

相談支援をはじめ障害福祉サービスの提供において、当然に考慮されるべき

もの。特別なサービスではない。

〇権利侵害（虐待等）の状況にあれば回復に向けた支援が必要

意思決定支援は本人の権利利益が護られる中で実践されるもの。権利侵害の

中にある障害者を発見した場合には、虐待防止法の趣旨に沿った支援が必要。

〇成年後見制度の必要性

関係者のみで制度の必要性を模索するのではなく、本人含め検討を。

〇「誰のための支援か」を見つめ直し、支援にあたることが意思決定支援の

第１歩であると考える。

27
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ご清聴ありがとうございました

〇参考文献等

・実践成年後見６４号 民事法研究会 平成２８年９月

・意思決定支援ガイドライン 厚生労働省 平成２９年３月

・障害者福祉施設・事業所に 厚生労働省 平成２４年９月

おける障害者虐待防止と対

応の手引き

・意思決定支援に基づく権利擁 日本社会福祉士会 平成２９年９月改訂版

護実践研修

・都道府県における障害者虐待 厚生労働省 平成２８年４月

の防止と対応

・令和元年度障害者虐待の状況 厚生労働省

令和元年況等結果公表より

・相談支援従事者指導者養成研修資料より一部抜粋


