
権利擁護業務の理解

資料０２－１（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）
○テーマ：「総合相談支援業務・権利擁護業務」
○科 目：①高齢者虐待の理解について ②高齢者の権利擁護 ③消費者被害防止について
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高齢者虐待防止法の概要
• 高齢者の保護とあわせ、養護者への支援も行う

• 「養護者による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」
への対応を規定している

• 養護者による虐待は市町村・地域包括支援センターが対応

• 養介護施設従事者等による虐待は、都道府県・市町村が対応

• 国や自治体に連携強化、体制整備、専門的人材の確保、広報
啓発の責務が規定

• 介護・福祉・医療等の関係者には早期発見の努力、協力が求
められている

• 市町村には立ち入り調査権、警察への援助要請、老人福祉法
上の措置の実施、面会制限、成年後見の申立などの行政権限
が規定されている

• 財産被害の防止も施策の一つとしている
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高齢者虐待の定義

（１）「高齢者」

•高齢者虐待防止法では、「高齢者」を「65歳以上の者」

と定義（第2条第1項）。

・「65歳未満の者」においても、養介護施設・事業所を

利用している場合には、高齢者とみなし高齢者虐待

規定を適用する。

（２）「養介護施設従事者等」

•老人福祉法および介護保険法に規定される「養介護

施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者（第2条

第5項）。※在宅系サービスの職員も含まれる

•これには、直接介護に携わる職員のほか経営者・管理

者層も含まれる。（契約は法人とする＝代表者の責任）

※有料老人ホームは届け出の有無ではない
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高齢者虐待の定義
（３）「養護者」

•高齢者虐待法は、養護者を「高齢者を現に養護する者であって養介

護施設従事者等以外のものをいう」と定義(第２条２項)

•「養護者」は、当該高齢者の日常生活において何らかの世話をする

人

•「養護者」は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならない

わけではない。例えば、近所に住みながら世話をしている親族や知

人なども「養護者」と考えられる。

【現に養護していない者による虐待の場合】

•虐待を行っている者が「養護者」に該当するかどうか、具体的事実

に即して判断する必要がある。養護者が、同居人による高齢者への

身体的・心理的・性的虐待を放置した場合は「養護を著しく怠るこ

と」にあたる。
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Q:同居していない親族や知人による経済的虐待
への対応はどのように行ったらよいでしょうか。

• 高齢者虐待防止法では、経済的虐待の主体は「養
護者又は高齢者の親族」と規定しています（第２条
第４項第２号）。したがって、同居の有無にかかわら
ず、高齢者の親族が経済的虐待をしていれば、本
法の適用となる。

• ※経済的虐待のみ、他の虐待と異なり、高齢者を現
に養護する者でない親族による行為も該当します。

• 一方で、養護者とは評価されない知人が経済的虐
待をしている場合は、本法の適用とはならない。
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相談・通報件数と虐待と判断した件数の推移の推移

（市区町村データ，養介護施設従事者等）
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虐待に準じた対応が求められる状況

• 「養護者」ではない親族や、信頼関係が期待される
第三者からの虐待

• 認知症等の未受診で、家族が過剰な介護負担を抱え
ているなど、虐待とは峻別しがたい事例

• 一人暮らしなどの高齢者で、認知症やうつなどのた
めに生活能力・意欲が低下し、極端に不衛生な環境
で生活している、必要な栄養摂取ができていない
等、客観的にみると本人の人権が侵害されている事
例〔いわゆるセルフネグレクト（自己放任）〕

• 被虐待者が65歳未満であるが、介護保険の適用とな
る特定疾患を有しているなど、高齢者福祉の分野で
支援が必要であると考えられる事例
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対応における留意事項

虐待に対する「自覚」は問わない
※意思は問わない「いじめてやろう」「虐げよ
う」と思っているかどうかは、無関係

• 高齢者の安全確保を優先する

• 常に迅速な対応を意識する

• 必ず組織的に対応する

• 関係機関と連携して援助する

• 適切に権限を行使する

出典）厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」2006.
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相談・通報件数と虐待と判断した件数の推移
（市区町村データ，養護者）
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権利擁護とは

• 戦後構築されてきた社会システムの機能不全を
突破しようとする理念（利用者の自己決定、選択
及び自己責任、情報公開、アカウンタビリティ、
エンパワメント等）や施策（社会福祉の基礎構造
改革、措置から契約、社会福祉事業法から社会
福祉法、介護保険、成年後見制度、日常生活自
立支援事業、苦情解決、オンブズマン制度等）
が打ち出されてきた

• その共通基盤が「権利擁護」であり、利用者の主
張、権利獲得のプロセスを重視し、利用者の主
体性に価値をおく、社会福祉実践の根幹にある
概念である
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権利擁護業務とは

• 特に権利侵害行為の対象となっている高齢
者、あるいは自ら権利主張や権利行使するこ
とができない状況にある高齢者に対して、権
利侵害の予防や対応、権利行使の支援を専
門的に行う

• 具体的には、成年後見制度などの活用促
進、老人福祉施設などへの措置の支援、高
齢者虐待の対応、困難事例への対応、消費
者被害の防止など
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自己決定を支えることの意味

• 社会福祉基礎構造改革の柱「措置→契約」

• 自分に必要なサービスは自分で選ぶ「自己
決定」

• だけど自分の事だから自分で決めれば良い
という話では無く対人援助は「二人三脚」に例
えられる。援助する専門職とその利用者さん
が二人三脚のごとく、ともに援助過程を歩ん
でいく営みである

12



狭義の権利擁護から積極的権利擁護へ

「本人らしい生活」と
「本人らしい変化」を
支えること

権利侵害からの保護
基本的ニーズの充足
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高齢者虐待対応の流れについて

• 全体のフロー図を確認します。

• 愛知県高齢者虐待対応マニュアル 映像版

（各論編：初動期対応を中心として）
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相談通報の受付

• 高齢者虐待防止法（第7条第2項）は、国民に
対して、生命や身体に重大な危険が生じてい
ない場合でも、「虐待を受けたと思われる高
齢者」について、市町村に通報することを求
めている。虐待の疑いがある場合には、躊躇
することなく通報することによって、幅広く虐
待の芽を摘むことが狙いである。他方、市町
村としては、通報をしっかりと虐待通報として
受け付けることが法的責務であると考えるべ
きである。
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相談・通報内容の共有化

• 寄せられた情報から高齢者虐待の疑いを見逃さ
ないためには、市町村内の関係する相談窓口を
含めて、共通の書式（チェック項目）に基づく相
談受付票を使用し、相談者（通報者）の属性、高
齢者本人の状況、養護者の状況、相談の内容
や訴え（通報や届出の場合は虐待の状況）等に
ついて、的確に聞き取りを行うことが重要であ
る。

• 特に、高齢者の生命や身体の安全確認を最優
先する。

• 情報源を明確にする。
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相談・通報内容の共有化（組織内）

• 受け付けた組織内で、虐待の疑いについて
協議する。

• 複数の職員で、組織内で協議し、組織として
判断する。

• この時点で虐待の疑いが無いと判断した場
合は、その後の対応を協議する。

（例：虐待を除く権利擁護対応、包括的継続的

ケアマネジメント支援等）
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相談・通報内容の共有化（組織間）

• 高齢者虐待防止法では、虐待かどうかの判
断を最終的に市町村が行うこととしている。
地域包括支援センターが虐待の疑いと判断
した場合、速やかに市町村に報告を行いコア
メンバー会議につなげる。

• 一方で市町村が虐待の疑いと組織判断した
場合、地域包括支援センターとの情報共有方
法をシステム化しておく必要がある。
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コアメンバー会議に向けた事実確認

• 速やかな事実確認（DVDでは４８時間を目安

としている）によって、高齢者の生命や身体の
安全や虐待の有無を判断する事実を確認す
るために役割分担を検討する。

• 収集すべき情報内容を検討する。

• コアメンバー会議開催日時を検討する。

• 事実確認中に予測されるリスクと対処方法に
ついて検討する。
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記録について

• 高齢者虐待対応は、養護者や虐待対応に疑問
を抱いた他の親族、関係者から情報開示請求
や、対応の正当性について訴訟を起こされる可
能性の高い業務であり、予期せぬ事態に見舞わ
れた際に、守ってくれるよう記録を残す。

• 事実を客観的に残す。

• 事実と支援行為、その結果に一貫性を持たせ
る。

• 記録の作成者、作成日を必ず残す。
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コアメンバー会議の開催

• 虐待の有無と緊急性の判断については、市
町村の責任に基づいて開催されるコアメン
バー会議で行う。

• 市町村担当部署の管理職が出席した会議と
する。

• 事実確認で集めた情報を整理し、虐待の有
無と緊急性の判断を実施した後、当面の支
援計画を作成し、対応方針を決定する。
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コアメンバー会議の決定に基づく対応

• 決定した対応方針に基づいて、今後行う具体
的な対応や具体的な目標、役割分担と定め
られた期限まで対応を行う。

・緊急対応による分離保護

・適切なサービス等の導入

・収集した情報が不十分なため判断できな

いため、事実確認の継続

・立入調査
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市町村権限の行使

• 老人福祉法上のやむを得ない事由による措置及び
そのための居室の確保（第9条2項、第10条）

• 成年後見制度の首長申立（第9条2項）

• 立入調査及び警察署長への援助要請

（第11条、第12条）

• 面会制限（第13条）
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養護者支援の視点

• 養護者支援と対応の違い。
• 介護負担が大きい場合、負担を軽減する。

• 介護知識・技術の不足している場合、習得の支
援を実施する。

• 経済的な問題がある場合、他の部署と協働で対
応する。

• 養護者自身に疾患等がある場合、他の部署や
機関と協働して対応する。

• 介護保険制度だけでは対応できない問題につい
ても、包括的に対応する。
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介入拒否への対応について

• どのような訪問調査を行うべきか事前に準

備を行ったとしても、高齢者や養護者から介
入を拒否されることもある。その場合でも、高
齢者の生命や身体の安全確認を行うことが
できる方法を検討し、事前に確認した期限ま
でに、繰り返し事実確認を行うことが重要で
ある。
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虐待発生要因の分析

• 虐待発生要因を明確化するとともに、高齢者が
安心した生活を送るための環境整備に向けた課
題やニーズの明確化する。

• 高齢者本人の情報と養護者の情報、家族、近
隣、地域住民等との関係、地域の社会資源等か
ら虐待発生リスクを明確化する。

• 個々の虐待発生リスク（相互の関係性）から虐
待発生要因を導きだす。

• 虐待発生要因を解消するための課題を整理す
る
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虐待対応ケース会議の開催

• 虐待発生要因分析から導き出された課題へ
の対応についての協議は、虐待対応ケース
会議で行う。

• 市町村担当部署の職員と地域包括支援セン
ター職員が出席した会議とする。

• 関係する機関がチームとして対応するため
に、虐待発生リスクから導き出された虐待発
生要因を解決するための課題を整理し、虐待
対応計画を作成し、対応方針を決定する。
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虐待対応の評価と終結について

• 役割分担に応じて、期日までに計画を実施し、
終結を迎えるまで評価を行っていく。

• 虐待が終結しないということは、高齢者の権利
侵害（高齢者の生命・身体・財産が危険な状態
にあること）が継続している事を意味する。

• 終結の用件は「虐待が解消されたと確認できる
こと」、「虐待の解消だけでなく高齢者の安心した
生活につながる環境整備の目処がたっているこ
と」。
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第三者による財産上の不当取引による
被害の防止

• 高齢者虐待防止法は、「経済的虐待」について、養護者又は
高齢者の親族もしくは養介護施設従事者等が「高齢者の財
産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産
上の利益を得ること」を虐待と定めている（第2条第4項第2
号、第2条第5項第1号ホ、同項第2号） 。

• 第27条第1項は、高齢者の養護者や養介護施設従事者等で
なくても、悪質な取引業者が高齢者との間で取引行為を行
い、財産上不当な利益を取得して高齢者の財産を危うくする
消費者被害が多発していることに鑑み、高齢者虐待（経済的
虐待）の定義に当てはまらないものの、経済的な虐待に等し
いものとして、高齢者救済のため、市町村が対応すべき行為
の内容を定めている 。
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対応のポイントについて

• 消費生活センター等適切な機関と連携した活動

により、被害の回復に努める

• 高齢者の判断能力が低下している場合、被害を

防ぐために成年後見等申立てなど適切な対応を

行うことが必要

• 第三者による財産上の不当取引による被害に

対しては、個々の事例の解決のみでなく、地域

全体で防止するための啓発や取組が必要
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日常生活自立支援事業

・判断能力を不十分ながらも有している

・日常的金銭管理サービス

福祉サービスの利用援助

書類等の預かりサービス（別料金が発生）

・契約を結び、「生活支援員」が訪問、サービス提供

（＠1,200＋交通費）

・相談は 北海道地域福祉生活支援センター

各地区センター

各市区町村社会福祉協議会
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成年後見制度の理念

・画一的に定められ、硬直的であり軽度の人に対応でき
ないなどの問題が指摘されていた禁治産・準禁治産制
度における「本人保護」の理念への偏りがあった

・各問題点を踏まえ、①自己決定の尊重、②残存能力
の活用、③ノーマライゼーション等の新しい理念と、本
人の保護という理念の調和を図ることが求められる
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成年後見制度
法定後見

・判断能力が不十分になったときに、それを補完

または代替する制度

・判断能力に応じ「補助」、「保佐」、「後見」3類型

・申立ては、本人や親族等が本人の住所地を管轄
する家庭裁判所に申し立てる

・家裁が類型に応じ成年後見人等を選任

（親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士など）

・役割 「身上監護」「財産管理」

・権限 「同意権・取消権」「代理権」
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成年後見制度
任意後見

・将来、判断能力が低下したときに備えて、あらか
じめ自分の後見をしてくれる人（任意後見人）を決
めておく制度

・本人と任意後見人で「任意後見契約」を結んでお
き、判断能力が低下したときに、本人・親族や任
意後見人が家裁に申立てる

・相談・公正証書の作成は公証役場

→公証役場にて「任意後見契約」を締結

・代理権のみ(同意権・取消権はない)
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一人暮らしで、食事を思うように作れなく
なってきました。
ヘルパーさんに来てほしいけれど、手続き
の方法がよくわからなくて・・・
誰かに手続きを手伝ってほしいの。

ひとり　ぐ

てつづき

ほうほう

だれ てつづ てつだ

しょくじ おも つく

施設を出て一人暮らしを始めました。
この間、訪問販売で高級ふとんを買ってしまい、
毎月の支払いが多くて、食費もきりつめています。
今後また、こんなことがないよう、誰かに見守っ
てほしいです。

病院を退院して、一人暮らしを始めました。
電話代や水道料を払わなくてはいけないのに、
パチンコについお金を使ってしまいます。
後からとても困ります。
お金の使い方を誰かにアドバイスして
もらわないと不安です。

年金の支給日をすぐ忘れて、いつも東京に
住む娘に教えてもらっています。誰か、身近
にいてお金の管理をしてくれないかしら。

しせつ

びょういん

でんわだい

かね つか

かね つか

ふあん

かた だれ

あと こま

はらすいどうりょう

たいいん はじ

ねんきん

す

かね かんり

むすめ おし だれ みぢか

わす とうきょうしきゅうび

ひとり　ぐ

あいだ

まいつき

こ ん ご だれ み ま も

しはら おお しょくひ

ほうもんはんばい こうきゅう か

で ひとり　ぐ はじ

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 の ご 案 内
にち　  じょう せい       かつ じ        りつ し　　　えん じ　　 ぎょう あん　   ない

57

user01
タイプライターテキスト
資料02-2　（平成29年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）　テーマ：「総合相談支援業務・権利擁護業務」



き ほ ん じ ぎ ょう

北海道地域福祉生活支援センターの実施する、「日常生活自立支援事業」（福祉サ

ービス利用援助事業）では、福祉サービス利用の手続きや、生活費の管理、年金

証書などの大切な書類の預かりをお手伝いしています。

①福祉サービス利用援助（基本事業）

③書類等の預かりサービス

②日常的金銭管理サービス

自立生活支援専門員
じ　りつ  せい  かつ    し   えん せん  もん  いん
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す

そうだん そうだん そうだん うむりょう ひ み つ げんしゅけっこう

ちいき しゃか い ふくしきょうぎ か い

しゃか い ふ くしきょうぎ

かいまた

りよう りよう ほんにん けいやく むす

ち　く たんとうしょくいん じりつ せ い か つしえ ん せ ん も ん い ん

じりつ せ い か つしえ ん せ ん も ん い ん

ほうもん くわ はな

そうだん か ぞ く しんせき ほ ん に ん い が い か た

けいかく つく けいやく むすせいかつしえんけいかく り よ う ほんにん

う

あと けいかく

もと

ていきょう

かくしちょうそん とうろく せ い か つしえ ん い ん ほんにん

そうだん こまぐたいてきほうもん はな きき ていきょう

●ご利用いただけるのは、高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活してい

る方、在宅で生活する予定の方です。

　（例えば、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理が一人では難しいと思う方など）

●サービスを直接提供するのは、各市町村ごとに登録されている「生活支援員」です。

●１回（１時間程度）の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費をいただきます。

　〔生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です。〕

　書類等の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます。

まず、お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。ご家族、ご親戚など、ご本人以外の方か
らの相談でも結構です。相談は無料です。もちろん秘密は厳守します。相談を受けた社会福祉協議
会又は地区センターの担当職員「自立生活支援専門員」が訪問して詳しいお話しをさせていただき
ます。サービスのご利用にあたっては、利用されるご本人と契約を結びます。

ご相談を受けた「自立生活支援専門員」が訪問し、具体的な困りごとについてお話しを聞き、提供す
るサービスの計画を作ります。（生活支援計画）利用されるご本人と契約を結んだ後は、この計画に
基づいて各市町村ごとに登録されている「生活支援員」が、ご本人のもとにうかがって、サービスを
提供します。

自立生活支援専門員
じ  りつせいかつ  し  えんせんもんいん

市町村社会福祉協議会
・

地区センター

し ちょうそんしゃかいふく し きょうぎかい
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あなたのお住まいの相談窓口

●札幌市社会福祉協議会

●北海道地域福祉生活支援センター（実施主体：北海道社会福祉協議会）

◎相談受付時間：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 12：00、13：00～ 17：00

北海道内の日常生活自立支援事業の相談窓口

連絡先（担当地区） 住 所 電話番号

H28 作成

連絡先（担当地区） 住 所 電 話 番 号

本部
（石狩・後志・空知・オホーツク・
胆振・日高・十勝・釧路・根室管内）

札幌市中央区北２条西７丁目１　北海道社会福祉総合センター内 ０１１－２９０－２９４１

道南地区センター
（渡島管内・檜山管内）

江差町字中歌町１９８-６　江差町地域振興センター内 ０１３９-５４-２９４１

道北地区センター
（上川管内・留萌管内・宗谷管内）

旭川市永山６条１９丁目１－１　上川合同庁舎内 ０１６６-４９-２９４１

札幌市社会福祉協議会
（中央区・南区）

札幌市中央区大通西19丁目　札幌市社会福祉総合センター3階 ０１1-６３３-２９４１

北区社会福祉協議会
（北区）

札幌市北区北24条西６丁目　北区役所1階 ０１１-７５７-２４８２

東区社会福祉協議会
（東区）

札幌市東区北11条東7丁目　東区民センター1階 ０１１-７４１-６４４０

白石区社会福祉協議会
（白石区）

札幌市白石区本郷通3丁目北1-1　白石区民センター2階 ０１１-８６１-３７００

厚別区社会福祉協議会
（厚別区・清田区）

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目　厚別区民センター1階 ０１１-８９５-２４８３

豊平区社会福祉協議会
（豊平区）

札幌市豊平区平岸6条10丁目　豊平区民センター1階 ０１１-８１５-２９４０

西区社会福祉協議会
（西区・手稲区）

札幌市西区琴似2条7丁目　西区役所1階 ０１１-６４１-６９９６

北海道内
社会福祉協議会
イメージキャラクター

北のまちから

あっ
たかハート

60



【参考資料】 

北海道立消費生活センター・ホームページのご紹介 

 北海道立消費生活センターのホームページには、消費者被害等に関する注意情報、消費者被害防

止ネットワークの最新情報、各種啓発リーフレットのダウンロードデータなど、消費者被害防止に

向けた様々な情報が掲載されています。 

 また、平成２８年２月には最新の消費者被害相談事例集「こんなトラブル注意報！２７年度版」

が発刊され、ホームページへのデータ版掲載も予定されています。 

 高齢者等の消費者被害防止に向けた情報収集や地域住民への意識啓発等に御活用されてはいか

がでしょうか。 

≪URL  http://www.do-syouhi-c.jp/≫ 

 資料０２－３（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「総合相談支援業務・権利擁護業務」

○科 目：①高齢者虐待の理解について ②高齢者の権利擁護 ③消費者被害防止について

（北海道社会福祉協議会） 

北海道立消費生活センター 

〒060-0003  

北海道札幌市中央区北 3条西 7丁目 北海道庁別館西棟 1・2F 

●電話番号（代表）011-221-0110  （相談専用）050-7505-0999

●FAX（共通） 011-221-4210
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