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１.はじめに

○御坊・日高圏域自立支援協議会 権利擁護部会について

○日高障害者虐待防止対策地域協議会について

○障害者虐待防止センターについて



２.事例対応「養護者による身体的虐待」
（平成２７年7月１日相談 ～ 平成２９年１月終了）

○本人(障害者)の現状

・対象者：Ａさん(３０代前半、女性、知的障害Ａ２（重度）)

・日中は、生活介護事業所（Ｂ作業所）利用中。

○家族関係

・現在、母親(６０代)と２人暮らし。

・長女(３０代後半、既婚、県外在住、子ども１人)

・二女(３０代前半、未婚、県外在住)

○経済状況

・本人は、障害基礎年金１級(８万円／月)と作業所工賃の収入あり。

・母親は、平成２８年３月末退職



○把握のきっかけ

・平成２７年７月１日 利用中のＢ作業所のＣ所長が○○役場に来庁、

「以前から身体にあざがあり、気になっていたが、７月１日から左腕にギ

ブス固定をして作業所に通所。母親から虐待を受けているのではない

か。」と相談があった。

○支援経過

①通報・届出の受付(受付票等に記録)

Ｈ２７．７．１Ｂ作業所Ｃ所長からの通報「虐待の疑いがある」と判断

し、受け付ける。

②「コアメンバー」の招集

・緊急性の判断、対応方針の決定(緊急性あり)

Ｈ２７．７．２ ○○役場担当課課長、副課長、班長、主事で会議を開

き、通報等の内容を詳細に検討し、ききとり調査を行うことを決定する。



③地区の民生委員に電話にて確認

・関係機関からの情報収集により、事実確認

Ｈ２７．７．２ 母親や近所からの相談はないとのこと。

④事実確認・訪問調査

・関係機関からの情報収集や訪問調査等により事実確認

・「障害者本人」への調査

・「事業所」への調査

Ｈ２７．７．２事実確認のため、○○役場職員がＢ作業所を訪問し、きき

とり調査実施(Ｃ所長、担当支援員) 本人にも会い、話を聞くが意思疎通

が困難である。



⑤「個別ケース会議」の開催

・状況に応じて立入調査の必要性を検討

・情報収集した内容に基づき、「緊急性」と「重大性」を評価→支援方針
を決定

Ｈ２７．７．２関係機関とのケース会議(出席者：Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ

相談センター、ショートステイＦ、○○役場担当課)

・収集した情報を基に虐待の事実を確認

・障害者本人への支援方針を検討

◎障害者虐待リスクアセスメントチェックシートにより、「重度の虐待」

と判断する。

障害者の保護を目的にショートステイＦへの短期入所利用を決定する。



⑥事実確認・訪問調査

・「養護者」への調査

Ｈ２７．７．３○○役場担当課課長、主事、保健師が作業所から連絡が

あったこと及び母親が長期休業していたので、体調の把握のために自宅を

訪問する。障害者保護のため、明日から短期入所を利用することに母親が

納得する。

⑦障害者の保護(措置)…虐待を受けた障害者の安全確保を最優先にする。
・Ｈ２７．７．４ ショートステイＦへの短期入所開始

・ショートステイＦで生活しながら、日中は、今まで通り、Ｂ作業所に通

所する。



⑧養護者支援(母親に対する支援)…母親のしんどさを軽減していく。
・Ｈ２７．７．６ ○○役場担当課課長、副課長、班長、主事で母親に短期入所の

利用料(食費や光熱水費)及び必要経費について自己負担となることを説明する

も、「勝手に連れて行かれたので納得いかないので支払わない。」と主張し、再

度の説明をすることになる。

・Ｈ２７．７．１４ ○○役場課長、班長、主事で母親に短期入所の利用料(食費

や光熱水費)及び必要経費について自己負担となることを再度説明する。母親は以前ほど拒

絶する様子は見られなかったが、支払いたくないスタンスは変わらず持っている。

↓
随時、ケース担当者会議を開催し、本人(Ａさん)と母親の現状について情報交換を行う。

・今後の支援について、ショートステイ先からグループホームへの移行を促進していくこ

とがよいのではないかという方針が立てられる。

・母親に対しては納得してもらえるまで働きかけていく方針を関係者で確認する。



⑨家族に対するアプローチ

・Ｈ２７．８．２ 二女(３０代前半、未婚、県外在住)が来庁され、

今までの経過の説明を行う。出席者：Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ相談セ

ンター、ショートステイＦ、○○役場担当課

・Ｈ２７．９．２９ケース会議開催 於：役場

出席者：母親、長女夫とその息子、Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ相談セン

ター、ショートステイＦ、ヘルパーステーションＧ、○○役場担当課課長

から長女夫に今までの経過の説明を行う。長女夫より「書面での説明や確

認が必要である。母は勝手に本人を連れて行かれたので納得できない。利

用料は支払わないと言っている。母は先が見えず、感情的になっている。

人間関係で壁を作りがちである。」と意見が出される。

↓



◎改善の方向として(確認事項)

・段階を踏んで、本人と母親が会える機会を増やしていく。

・面会予定申込用紙で申込み、最終○○町長決裁で面会を決定していく。

・○○町作成の誓約書に母親が署名、捺印される。また、母親は作業所利

用料とショートステイ利用料を会議の場で支払う。

◇ケース検討会議開催(助言者として弁護士に出席依頼)

・Ｈ２７．８．１０ 於：Ｅ相談センター

出席者：Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ相談センター、ショートステイＦ、ヘル

パーステーションＧ、○○役場担当課 ＋弁護士２名(弁護士会より派遣の

助言者)

• 虐待の経過及び状況について共通認識を図った後、母親への対応や虐待対
応の終結について話し合う。



◎弁護士からの助言

・本人に関する利用料等の必要な支払いができない場合は成年後見人をつ

けると契約代理人として実行できる。

・身体面のあざができている写真は虐待の証拠となる。

・姉のショートステイＦへの本人の面会については制限できない。行き先

と帰る時間を聞いて送り出す。姉の面会のとき、本人を自宅に連れて帰っ

たら措置に反するが、強制的に自宅に踏み込みはできない。

・母親や姉等の脅しに対しては応じないようにする。万が一、母親が亡く

なっても町に責任はない。

↓



◇Ｈ２７．１０月～母親と本人の面会(週１回、Ｅ相談センターで昼食を一緒に食

べる。)(随時、Ｅ相談センター相談支援専門員とショートステイＦ管理者が同席)

◇Ｈ２７．１１月～母親と本人が一緒に外出（週１回、日曜日等）

◇ケース担当者会議開催

・Ｈ２７．１１．１７ 於：○○役場

出席者：Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ相談センター(２４時間あんしんコールセンター

【障害者虐待防止センター 通報窓口】職員含む)、ショートステイＦ、ヘルパー

ステーションＧ、○○役場担当課

◎今後の支援についての協議(確認事項)

・自宅外泊について

家族(長女家族や二女)が自宅帰省しているときに限定して実施していく。



・生活の場について

母親の状況は変わっていない。本人を自宅に戻すと、介護負担からストレスが

たまり、以前のような虐待行為を起こす心配がある。

関係者としては、グループホームでの生活が望ましいと考える。

母親の意向……「将来的にはグループホームを利用していきたいが、自分が元気
なうちは、自宅で本人と一緒に暮らしたい。」

◇Ｈ２７．１２月末～２８．１月初旬(自宅帰省、３泊４日)

(二女が自宅帰省中)

・Ｈ２８．４．１３ケース会議開催 於：○○役場

出席者：本人、母親、二女、Ｂ作業所、Ｄ保健所、Ｅ相談センター、ショートス

テイＦ、ヘルパーステーションＧ、○○役場担当課(課長欠席)



・本人の現状について(各支援者、関係者から報告)

ショート先のリズムに慣れてきて、精神的に落ち着いて過ごせている。自

分の部屋でテレビを見て、食事を待てるようになってきている。

・年末年始の自宅帰省時の様子について(家族から報告)

自宅では、わがままを言ったり、落ち着きなく歩き回ったりする。食事が

待てない。

◎役場の方針として

・本人を自宅に帰すことは考えていない。グループホームは現在、空きが

ない。施設入所に移っていくことを考えてほしい。



◎母親の意向

・仕事を辞めて時間に余裕が出てきた。お試し期間(自宅外泊)を設けてほ

しい。金曜日の夕方から月曜日の朝まで自宅外泊させてほしい。徐々に自

宅に戻れるようにしてほしい。ショート利用のときは、自分は楽だが、１

人だと寂しい。本人を施設入所させる権利は役場にあるのか？みんな私の

ことを悪く言う。

◎母親や二女の意見について担当課で協議し、○○町長が決定していくこ

とになる。(確認事項)

→自宅外泊は、家族(長女家族や二女)が自宅帰省しているときに限定して
実施していく。



◇Ｈ２８．４月末～５月初旬(自宅外泊、１１泊１２日) (二女が自宅帰省中)

◇Ｈ２８．４月～７月末現在

・母親と本人の面会(週１回、Ｅ相談センターで昼食を一緒に食べる。)(継続中)

(随時、Ｅ相談センター相談支援専門員とショートステイＦ管理者が同席)

・母親と本人が一緒に外出（週１回、日曜日等）(継続中)

◇Ｈ２８．７月中旬、母親婦人科と精神科通院に同席

(○○役場保健師、Ｅ相談センター相談支援専門員とショートステイＦ管理者が同

席)

・精神科医より、薬説明の後、母親の希望により、薬が減らされる。



◇虐待の確認事項
（虐待が起きてしまった原因や背景を明らかにする）
１．いつから

・母親は、ストレスがたまるとイライラして本人に対して暴力をふるい、本人の身体には

アザや内出血が絶えない状況が見られた。母親自身も虐待行為と認識し、悩み、随時、Ｄ

保健所やＢ作業所に平成２２年頃から母親が相談に行っている。

(この頃、二女の姉は仕事を休んで引きこもりがちであった。)

・○○町役場保健師等は、以前から母親から「娘(本人)を叩いている。」と聞いている。

叩く理由としては、母親から「しんどいから」と聞いている。〇○保健師は、叩く行為

は、いけないことを母親に説明し、母親も「叩いたらあかんな。そうやな。」と答える。

現在に至るまで、母親は同様の行為を続け、一向に改善されていない。

→母親は、叩く行為等を止めようとする意識はない様子が伺われる。
◎今回

・平成２７年６月２日、１７日、２３日、２５日、２９日等に上下肢にアザが認められ

る。

平成２７年６月２９日夜、左肘骨折か(１本線が入っている。)(Ｂ作業所より報告あり)



２．どのような虐待か(具体的に)

◎今までも今回も身体的虐待(叩く、つねる、蹴る等)

３．頻度はどのくらいか(具体的に)

・平成２７年１月、３月末、４月、６月(アザが増える)(Ｂ作業所より報告あり)

(写真確認済み)

※以前は数ヶ月毎だったが、平成２７年６月に入り、６日おき２日おきとなっ
ている。

４．被虐待者側(本人)の問題はなにか

・日中、本人は、Ｂ作業所では、集中力なく、歩き回る。睡眠不足は認められな

い。

・民生児童委員は、離れた所に住んでいる。

・近所の人(保護者)より「大きな声で本人が叱られる声が聞こえる。」と○○役

場職員に情報提供あり。



５．虐待者側(母親)の問題はなにか

・２年前から、Ｂ作業所の保護者会費(月５００円)を払っていない。

・平成２６年３月朝のＢ作業所送迎のとき、１分遅れたため、母親が怒っ

て本人を連れて役場に行ったことがある。

・Ｂ作業所での取り組みである署名活動の際、スーパーの店長の許可な

く、無断で来店者に署名をしてもらい、Ｂ作業所に苦情がきたことがあ

る。(Ｈ２６年)

◇母親は、本人の状況について、次のように述べている。

・自宅では笑わず、以前はできていたのにトイレも入浴も自分でしない。

・言葉数が少なくなった。・口をふくらませて怒る。

・少人数の小規模作業所ときは良かった。作業も速かった。



◇本人の自宅での状況
※現在、本人が夜眠らない。トイレもお風呂も自分でしないので母親が介
護している。 本人は母親の言うことを聞かない。

◇母親の性格や状況等
・まじめ

・きちんとしている。

・フットワークが軽い。

・行動がパターン化している。こだわりがある。

・人見知り

・仕事面について指示通りしない。体調不良を理由に休む。



◇母親の問題

・他者の助言に耳を傾けない。

・思い立ったら、相手の都合を考えずに即行動する。

・相談のとき、同じ内容の話が多い。また、話は長時間に及ぶ。

・共依存(本人の支援を他者に任せることに不安がある。離れると寂し

い。)

・自分のペースで本人を動かしたいと思っている。思い通りにいかない

と、イライラして人を叩いている。→母親のしんどさをとっていくこと
が必要である。



６．虐待に対する自覚はあるか

・平成２６年３月１６日のＤ保健所での母親の相談面接の際、Ｄ保健所保健師と
相談員が対応し、母親は「虐待は、あかんことや。」と言うが、「役場に虐待
を通報されても構わない。」と答える等、本質的な認識はできていない。

(Ｄ保健所相談員)

・母親は、本人を母親の所有物(母親の一部分)と考えている。

(○○町役場保健師)

・母親は親の特権として考える等、虐待について本質的な認識との間にズレがあ
る。

７．虐待に対する客観的事実はあるか

・写真

・近所の人（保護者）からの情報



８．緊急性について

・緊急性あり

９．立ち入り調査について(面接方法等)

・本人に対して聴き取り調査済み(Ｈ２７年７／２（木）Ｂ作業所にて○○町役場対

応)

・母親に対して聴き取り調査予定(Ｈ２７年７／３（金）自宅にて○○町役場対応)

• ⑩虐待の終結
○○町役場 方針

平成２８年１１月末に会議を開き、虐待対応終結に向けて関係者で話し合い、本人

も母親も精神的に安定した状態となったことを確認し、終結後も細やかなフォロー

をすることで合意を得て、平成２９年１月から自宅に戻り、自宅で過ごしてもらう

決定となる。虐待対応終結後も引き続き、関係機関の見守りや目線を入れている。



◇事例対応の経過報告（令和２～３年度）

◇現在の状況について

令和２～３年度

母親が用事で長女の姉宅（県外在住）に出かけるときに本人はＦショートステイで短期

入所を利用している。

本人が精神的に不安定になると対応が困難となり、随時、母親はＢ作業所支援員等に相談

している。

① 令和３年１１月下旬の休日の夕方にＥ相談センター相談支援専門員に母親より電話連絡

がある。

「本人の調子が悪い。左に傾いていて転びやすい。二女の姉(県外在住)に電話で相談した

がどうしたらいいのかわからない。近所の人にも相談してみようと思う。」と話される。

「救急車を呼んでも休日の当直医師が診てくれるどうか検査してくれるかどうかもわから

ないし、もう少し様子をみてみようかな。」と話される。



相談支援専門員は「ご本人の様子を見て心配なら救急車を呼ぶことが必

要だが、何か困ったことがあったら、いつでも連絡をしてきてくださ

い。」と返答する。

その後、夜５時半頃に相談支援専門員が自宅に電話をかけ、母親に本人

の様子を伺う。母親は「本人は夕食を食べたところで特に変わった様子

はないです。」と話される。

前の電話の時より、安定された様子が伺われた。

↓
翌日の月曜日に相談支援専門員からＢ作業所担当支援員に休日の

母親からの電話連絡について報告する。



②１１月末、金曜日の夕方、Ｂ作業所担当支援員より相談支援専門員に電話連絡

がある。「お母さまより、ご本人が自宅で転んで手首を骨折されたと連絡があり

ました。」と報告を受ける。また、母親より、休日や緊急時に相談できる所につ

いて問い合わせがあったということであった。 ↓
母親に電話をかけ、明日、土曜日の午前中に家庭訪問させていただくことにな

る。 ↓
家庭訪問し、サービス等利用計画について説明し、了解を得る。

相談できる所(人)として、Ｅ相談センター相談支援専門員や２４時間あんしん

コールセンターがあることを伝える。 ↓
翌日の月曜日に相談センターに相談支援専門員からＢ作業所所長にサービス等利

用計画と母親との面談について報告する。



３．まとめ

◇関係機関との連携について

・障害者虐待防止マニュアルや障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づき、対

応していく。

・自立支援協議会等を通じた地域の連携

障害者虐待の防止や早期の対応等を図るためには、市町村や都道府県が中心と

なって、関係機関との連携協力体制を構築しておくことが重要である。具体的

には、その役割と関係者の範囲ごとに、以下のネットワークを構築することが

考えられる。

①虐待の予防、早期発見、見守りにつながるネットワークの構築

地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、身体障害者相談員、知的障害

者相談員、家族会等からなる地域の見守りネットワーク



②サービス事業所等による虐待発生時の対応（介入）ネットワークの構築

養護者による障害者虐待事案等において、障害福祉サービス事業者や相談

支援事業者等、虐待が発生した場合に素早く具体的な支援を行っていくた

めのネットワーク

③専門機関による介入支援ネットワークの構築

警察、弁護士、精神科を含む医療機関、社会福祉士、権利擁護団体等、専

門知識等を要する場合に援助を求めるためのネットワーク

これらのネットワークを構築するため、自立支援協議会の下に権利擁護部

会の設置等、定期的に地域における障害者虐待防止等に関わる関係機関等

との情報交換や体制づくりの協議等を行うことが求められる。


