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障害者虐待対応における
相談窓口職員の役割

社団法人日本社会福祉士会
障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修

検討委員会
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はじめに

障害者に対する虐待が障害者の人権を著
しく侵害し、その自立及び社会参加に深刻
な影響を与えていることを受け止め、障害者
の権利の擁護を目的とする法律がこの度制
定された。
相談窓口職員は、相談支援事業等を進め
る立場として障害者の権利擁護を担ってお
り、職責は重く常に資質の向上が求められ
る。
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障害者虐待防止等に係る具体的枠組み①

虐
待
発
見

市町村

①相談、通報・届出の受付
②対応方針の協議（コアメンバー）
③事実確認
④初回個別ケース会議
・虐待の有無、緊急性の判断
⑤第２回以降の個別ケース会議（支援計
画の策定）
・権限の行使 （立入調査・やむを得な
い措置・面会制限）
・成年後見開始審判請求
⑥モニタリング（評価）
⑦終結または支援の継続

虐待対応協力者

（相談支援事業者等）
対応協議

通報
・情報共有
・情報収集、提供
・ケース会議への参
加 等・住民

・民生委員
・相談支援
事業者 等
・本人

マニュアルＰ２９・Ｐ６９養護者による虐待
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障害者虐待防止等に係る具体的枠組み②

虐
待
発
見

（相
談
支
援
事
業
者
等
）

市町村

通報

都道府県

報告 ①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

障害者福祉施設従事者による虐待

※設置者等の責務を明示

マニュアルＰ７３・Ｐ８０

①相談、通報及び届出の受付
②対応方針の協議
③事実確認、訪問調査
④個別ケース会議の開催
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障害者虐待防止等に係る具体的枠組み③

都道府県労働局

使用者による虐待

市町村

通報

都道府県

①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

報告
通知

※事業主の責務を明示

虐
待
発
見

（相
談
支
援
事
業
者
等
）

マニュアルＰ９３・Ｐ１０４

①相談、通報及び届出の受付
②対応方針の協議
③事実確認、訪問調査
④個別ケース会議の開催



１．市町村の責務のポイント

・障害者虐待防止法に基づいて虐待防止
及び権利擁護に努める。

・障害者虐待防止センターの機能を果たす。

・虐待防止センターの機能を委託した場合で
あっても、権限行使は市町村の役割である。

6
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２．市町村障害者虐待防止センターの役割

•障害者虐待に係る通報、届出の受理

•障害当事者及び養護者に対する、相談、
指導及び助言。

•障害者虐待防止に関する広報、啓発活動
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•障害者自立支援法の改正により、サービス等
利用計画作成の対象者が大幅に拡大
（H24.4.1～） された。
•サービス等利用計画作成や地域の相談支援
において、障害者の虐待を発見しやすい立場
にある。
•各種の相談を通して障害者虐待に気づき、発
見することが重要。発見した場合は通報義務を
果たし、市町村と連携を図っていく。

３．相談支援事業者の役割のポイント①
（市町村から「障害者虐待防止センター」の委託を受けていない事業者）
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・相談支援専門員は虐待を発見した場合、市
町村へ迅速に通報しなければならない。
・通報後は市町村の求めに応じて、市町村と連
携協力し、虐待対応について協議を行う。
→・訪問同行
・個別ケース会議への参加と役割担当

・個人対応での見落としを防ぐために、それぞ
れの職員が受けた相談を一人で抱え込まず、
相談内容を組織として共有していく「仕組み」が
必要。

相談支援事業者の役割のポイント②
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養護者による障害者虐待対応の流れ
初動期段階
（１）相談、通報及び届出の受付

（２）対応方針の協議

（３）事実確認、訪問調査

（４）個別ケース会議の開催

対応段階
（５）立入調査

個別ケース会議

終結段階
（１０）モニタリング

（１１）虐待対応の終結
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相談支援の中での気づき

• 相談内容に「虐待」という言葉が含まれていな
かったとしても、内容として虐待が疑われるも
のがあれば、「虐待」を視野に入れ、聞き取る
事が必要。

• 特に困難事例の相談は注意が必要。不適切
なケアがある場合がある。

• 個人対応での見落としを防ぐために、それぞ
れの職員が受けた相談を一人で抱え込まず、
相談内容を組織として共有していく「仕組み」
が必要。
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障害者虐待の相談、通報、届出の受付

• 相談支援の中で「虐待かもしれない」「不適切
な状況があるかもしれない」と感じたら、虐待
を念頭に置いた情報を聞き取る。
– 「体にあざが多く見られる」
– 「十分な食事が与えられていない」
– 「障害年金を保護者が生活費に充てている」
– 「職場で嫌がらせを受ける」
– 「障害者施設を訪問時に利用者から相談された」
– 「相談支援専門員自らが通報の対象となった」
等

マニュアルP26～２８、P44~４８参考
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養護者による障害者虐待への対応（市町村）
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者

養護者による虐待を
受けた障害者

通
報

届
出

（１）市町村等の障害者虐待対応窓口（市町村障害者虐待防止センター）
受付（受付記録の作成）

（２）対応方針の協議≪コアメンバー≫
（通報等の内容を詳細に検討）

（３）事実確認、訪問調査（安否確認）
・障害者の状況や事実関係の確認
＊必要に応じて都道府県に相談・報告

（直ちに召集）

養護者による虐待が疑われる場合（速やかに招集）

（４）ケース会議の開催
≪コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム≫

（５）立入調査（安否確認）
・障害者の状況や事実関係の確認
＊市町村職員が実施（委託事業に含まれない）
＊警察署長への援助要請

【

緊

急

性

の

判

断

】
ケース会議の開催

《コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム》

（６）障害者の
保護
・短期入所
・入院
・施設入所

やむを得ない
事由による措
置

マニュアルP６９

初
動
期
段
階

対
応
段
階

相
談

相
談
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障害者虐待防止のための
ネットワークづくり

14

社団法人日本社会福祉士会
障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修

検討委員会
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はじめに

虐待対応は行政を中心とするチーム対応が基本と
なることをふまえ、障害者虐待防止（対応）のための
ネットワーク構築について、相談窓口職員として必要
となる知識を学び、ネットワークを活用した効果的な
介入支援の方法を理解することが肝要となる。
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、権利擁護を基本に置いた切れ目ない支援
体制を構築していくことを念頭におかなければならな
い。

15

マニュアルP9
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養護者(家族等)への支援(第14条第1項)

ア 養護者(家族等)支援の意義

様々な要因が絡み合う

⇒介護疲れ、家族間の人間関係の強弱

養護者自身に障害があること等

16

①養護者との信頼関係
②家族関係の回復・生活の安定
③養護者の介護負担・介護ストレスの軽減
④養護者への専門的支援

①養護者との信頼関係
②家族関係の回復・生活の安定
③養護者の介護負担・介護ストレスの軽減
④養護者への専門的支援

マニュアルP60～62
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養護者(家族等)への支援(第14条第2項)

イ ショートステイ居室の確保

○放置すれば障害者虐待につながり得る場合

○緊急に養護者の負担軽減を図る必要がある
場合

⇒短期入所

各自治体の状況に応じた工夫で居室確保

17

マニュアルP60～62

継続的な関わり
養護者等と定期的な関わりを持ちながら、養護

者の今後の生活への相談助言等の支援を行う。

継続的な関わり
養護者等と定期的な関わりを持ちながら、養護

者の今後の生活への相談助言等の支援を行う。
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成年後見制度等の活用

○市町村長による成年後見制度の審判請求（市
町村長申立）を行うことが、防止法で定められて
いる。 （第９条第３項）

→・法定後見の申立は、市町村長の場合には、基

本的に、２親等内の親族の有無を確認すれば
足

りる。
・市町村における成年後見制度利用支援事業の

必須事業化（平成２４年４月施行の障害者自立支援

法の一部改正により）

マニュアルP63～65
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日常生活自立支援事業
• 判断能力が不十分な方（診断書、手帳を有するものに限らな
い）が地域において（居宅に限らない）自立した生活が送れる
よう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等
を行うもの

（※対象者は、判断能力が不十分であるが、契約内容に関し
て判断し得る能力を有している方、判断能力を有していない
場合でも成年後見人等との契約による利が可能）

① 福祉サービスの利用、住民票の届出等行政手続きの援助

② 福祉サービス利用、公共料金、居住家賃の支払い等日常

生活上の金銭管理支援

③ 預貯金通帳、印鑑、年金証書等の預かりサービス
④ 定期的な訪問による生活状況の変化の察知

・福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助

・成年後見制度利用支援

マニュアルP66
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財産上の不当取引による被害の防止

○被害相談、消費生活関係部署・機関の紹介
→・第三者によって引き起こされた財産上の不当取引に
よる被害について、相談に応じ、担当部署・関連機
関を紹介する。（防止法第４３条第１項）
・市町村は、消費生活センター、民生児童委員、相談
支援専門員、居宅介護従事者等に情報提供を行う。

マニュアルP68

【相談窓口】
消費生活センター、国民生活センター、日本司法支援セ
ンター（法テラス）、成年後見センター・リーガルサポート、
弁護士会高齢者・障害者支援センター（※都道府県によ
り名称は異なる）

【相談窓口】
消費生活センター、国民生活センター、日本司法支援セ
ンター（法テラス）、成年後見センター・リーガルサポート、
弁護士会高齢者・障害者支援センター（※都道府県によ
り名称は異なる）
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個別ケース会議後のモニタリング
ア 定期的なモニタリング

集中的な対応が落ち着いた場合でも、

状況に応じてモニタリングを行う。

障害のある人、養護者の状況の把握をすること。

個別ケース会議開催で判断していく。

21

マニュアルP67

訪問 ＋ 援助を行う関係機関への聞き取り訪問 ＋ 援助を行う関係機関への聞き取り

確認⇒再評価⇒相談⇒新たな支援を検討確認⇒再評価⇒相談⇒新たな支援を検討
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養護者による障害者虐待への対応（市町村）

22

（４）ケース会議の開催
≪コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム≫

（５）立入調査（安否確認）
・障害者の状況や事実関係の確認
＊市町村職員が実施（委託事業に含まれない）
＊警察署長への援助要請

【
緊

急

性

の

判

断

】

ケース会議の開催
《コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム》

（６）障害者の保護
・短期入所
・入院
・施設入所

やむを得な
い事由によ
る措置

マニュアルP６９

（７）障害者
への支援
・相談、指導、
及び助言

（８）養護者への支援
・相談、指導、及び助
言
・養護者負担の軽減

（９）成年後見制度利
用開始の審判請求
＊成年後見制度利
用支援事業

（１０）モニタリング

（１０）虐待対応の終結
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虐待対応の終結を判断

• 虐待対応の発生要因が除去され、虐待行為
が発生しないと判断されること。

⇒終結されたとする状況の整理

⇒個別ケース会議で諮ること。

⇒虐待防止法による対応の終結

23

○通常の相談支援へ繋ぐこと
○本人が安心して自分らしい生活を
維持できるようにすること。

○通常の相談支援へ繋ぐこと
○本人が安心して自分らしい生活を
維持できるようにすること。
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• 本人への情報提供とエンパワメントに向けた支
援を行い、また主たる協力者の発掘が必要とな
る場合もある。

• 個別ケース会議による評価を行い、虐待状況が
解消されたと評価された場合、虐待対応は終結
となる。

• 最終目標は本人が安心して自分らしく生活を送
ることが出来るようになることであり、虐待対応
が終結しても、通常業務として相談支援を行って
いくことが必要となる場合がある。

24

モニタリング～終結までの支援②
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Ⅰ．虐待防止ネットワークの構築
～役割と関係者の範囲ごとに

１．虐待の予防、早期発見、見守りﾈｯﾄﾜｰｸ

２．虐待発生時の対応(介入)ﾈｯﾄﾜｰｸ

３．専門機関による介入支援ﾈｯﾄﾜｰｸ

４．地域自立支援協議会の活用

５．他制度(高齢者・児童)の先行ﾈｯﾄﾜｰｸ

との連携
25

マニュアルP23
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地域自立支援協議会について

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

地域自立支援協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

【概要】
市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核
的役割を果たす協議の場として設置する。［交付税］

【実施主体】
市町村 （①複数市町村による共同実施可 ②運営を指定相談支援事業者に委託可）

【主な機能】
① 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
②困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
③地域の社会資源の開発、改善

※ 都道府県においても、都道府県全体のシステムづくり等のため、自立支援協議会を設置。

学校

宅建業者
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○ 都道府県自立支援協議会の設置都道府県数 （Ｈ２２年４月１日現在）

４７/４７都道府県 ＝ １００％

自立支援協議会の設置状況について

○ 地域自立支援協議会の設置市区町村数 （Ｈ２２年４月１日現在）

１，４８５/１，７５０市区町村 ＝ ８５％

※ Ｈ２２年度中に設置予定 １０４市町村（全体の６％）

【障害福祉課調べ】
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地域の実情に応じた活用への取り組み

相談支援事業を効果的に実施するためには地
域のネットワーク構築が必要。関係機関のネット
ワーク強化の要となる。
地域自立支援協議会の設置形態には、地域の
実情に応じていくつかのパターンが見られる。
①市町村単独設置型
②市町村連携設置型
③圏域設置型
⇒都道府県自立支援協議会と地域自立支援協議会が
連動性を持って取り組むことが必要
◎機動力のある協議会運営は地域を動かす。

28
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地域自立支援協議会の機能を使った
虐待防止の取り組み

①専門部会（例：権利擁護部会）の設置
例：定期的に開催し、地域の課題解決(権利擁護関係)に向け
た政策提案等をしていく。
地域の実情に応じて取り組み内容は変わる。専門家の
参加が必須となる。「権利擁護ネットワーク」、「成年後見
制度関係会議」等

②虐待等の困難事例・個別ケース会議
例：個別事例に関係する機関が集まり具体的な解決策を探っ
ていく。関係機関の他、必要に応じて専門家も出席する。
「個別支援会議」、「個別ケア会議」等

29
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５．他制度(高齢者・児童・DV)の
先行ﾈｯﾄﾜｰｸとの連携

• 高齢者虐待防止ネットワーク
• 児童虐待防止ネットワーク
• DV対応ネットワーク

※窓口一本化、ネットワークの見直し等

地域住民にわかりやすい権利擁護ネットワー
クを考える。
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障害者相談支援事業（別添１） ＝交付税財源

１ 概要
市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を
行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の
障害者等の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行う。

また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者等を
支えるネットワークの構築が不可欠であることから、市町村は相談支援事業を実施する
に当たっては、地域自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほ
か、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。
※(H23年法改正により、地域自立支援協議会の設置義務、虐待防止ネットワークへ
の関与を明確化）
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相談支援事業所の目指すこと

• 障がい者が地域でその人らしく、あたりまえに
暮らしていけるよう支援していくこと。また、
そのような地域にしていくこと。

• 地域生活支援の理念
• ノーマライゼーション
• 障害者ケアマネジメント 等など

恐がらないで、虐待対応


