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※1：2013 年１月末日までの登録分。
※2：「判断不十分者契約」「心身障害者契約」に関する相談についての集計。

資料：独立行政法人　国民生活センター調べ

また、身体障害者相談員、知的障害者相談
員、児童に関する相談員及び精神保健福祉相
談員を設置している。
国においては、市町村の区域で生活に関す
る相談、助言その他の援助を行う民生委員・
児童委員を委嘱している。
全国の法務局・地方法務局及びその支局等
において、人権擁護委員や法務局職員が障害
のある人に対する人権問題について、面談・
電話による相談に応じている。また、社会福
祉施設や市役所などの公共施設・デパート等
において特設の人権相談所を開設しているほ
か、法務省のホームページ上でも人権相談の
受付を行っている。加えて、平成２１年度から
は、電話による相談の受付時間を延長すると
ともに休日も相談に応じる全国一斉「高齢
者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を
実施している。人権相談で虐待等人権侵害の
疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯
事件として調査を行い、事案に応じて、人権
侵害による被害の救済・予防のための適切な
措置を講じている。
保健所、医療機関、教育委員会、特別支援

学校、ハローワーク、ボランティア団体等に
おいても、相談支援が行われている。
なお、障害等により自立が困難な矯正施設
入所者について、出所後直ちに福祉サービス
を受けられるようにするため、刑務所等の社
会福祉士等を活用した相談支援体制を整備す
るとともに、「地域生活定着支援センター」
を全国の各都道府県に整備した。同センター
と保護観察所との協働により、社会復帰の支
援を行っている。
また、帰住先が確定しないなどの理由によ
り出所後直ちに福祉による支援が困難な者に
ついて、更生保護施設への受入れを促進し、
福祉への移行準備及び自立した日常生活のた
めの訓練等を実施している。

（４）権利擁護の推進

認知症の人、知的障害のある人、精神障害
のある人など、判断能力の不十分な人々を保
護し支援するための新たな公示制度である成
年後見登記制度の運用が、平成１２年度から東
京法務局で開始され、証明書の交付について
は、１７年１月３１日から全国の法務局・地方法

■図表２―２３ 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数（年度別・男女別）（２００２～２０１１年度）
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全体

全体 件数 男性 件数 女性 件数

１ フリーローン・サラ金 ７，０３９ フリーローン・サラ金 ４，１２８ フリーローン・サラ金 ２，７４３

２ 電話情報提供サービス ３，５９６ 電話情報提供サービス ２，７１０ ふとん ２，５００

３ 新聞 ３，４８０ 商品一般 １，１６０ 浄水器 ２，２９３

４ 商品一般 ３，２９８ 新聞 １，１０４ 新聞 ２，２７８

５ 浄水器 ３，２６４ 浄水器 ８９５ 商品一般 ２，００４

６ ふとん ３，２０８ 移動電話サービス ７４３ 他の健康食品 １，３５４

７ 他の健康食品 １，７５６ ふとん ６４４ 健康食品（全般） １，２７０

８ 健康食品（全般） １，７２２ 屋根工事 ５１４ 羽毛ぶとん １，０３９

９ 建物清掃サービス １，３７２ 建物清掃サービス ５０４ ふとん類（全般） ９６４

１０ 床下換気扇 １，３４２ オンライン情報サービス ４８４ 修理サービス ９２０

全体

全体 件数 男性 件数 女性 件数

１ フリーローン・サラ金 ３，５５８ フリーローン・サラ金 ２，１１７ 新聞 １，７８６

２ 新聞 ２，７５４ 新聞 ９０５ フリーローン・サラ金 １，３８８

３ 商品一般 １，８９１ 出会い系サイト ８４９ 商品一般 １，１１０

４ 出会い系サイト １，７４５ 携帯電話サービス ７２０ 他の健康食品 ９４３

５ 他の健康食品 １，２３３ 商品一般 ７０１ 出会い系サイト ８８２

６ 携帯電話サービス １，２２７ アダルト情報サイト ５９３ 健康食品（全般） ６２９

７ 健康食品（全般） ８５５ 賃貸アパート ３１７ 携帯電話サービス ４８３

８ アダルト情報サイト ７３３ 他の健康食品 ２７９ ふとん ４６６

９ かに ７０４ 携帯電話 ２７５ かに ４５７

１０ 修理サービス ６７０ 普通・小型自動車 ２７３ 修理サービス ４３０

■図表２―２４① 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数（商品・役務別 １０位まで）（２００２～２００８年度
（※１、※２））

■図表２―２４② 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数（商品・役務別 １０位まで）（２００９～２０１１年度
（※１、※２））

※１ ２０１３年１月末日までの登録分。
※２ 「判断不十分者契約」「心身障害者契約」に関する相談について集計。
※３ ２００９年度より商品・役務分類が改定されたため、２００８年度以前との時系列での比較はできませ

ん。
資料：独立行政法人 国民生活センター提供
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務局で実施されている。
成年後見制度の周知を図るため、パンフ
レットの配布や法務省のホームページへのQ
&Aの掲載などを行った。また、障害福祉
サービスを利用し又は利用しようとする重度
の知的障害のある人又は精神障害のある人で
あり、助成を受けなければ成年後見制度の利
用が困難であると認められる場合に、申立て
に要する経費及び後見人等の報酬の全部又は
一部について補助を行うため、成年後見制度
利用支援事業を実施しており、平成２４年度か
ら市町村地域生活支援事業の必須事業に位置
付けている。
平成２４年４月１日現在で１，２４０市町村（７１％）
が実施しており、今後とも本事業の周知を図
ることとしている。
また、「障害者総合支援法」では、平成２５
年度から、市民後見人の育成及び活用を図る
ための研修を行う事業について、地域生活支
援事業として市町村の必須事業として位置づ
けたほか、指定障害福祉サービス事業者等の
責務として、障害者等の意思決定の支援に配
慮し、常に障害者の立場に立ってサービス等
の提供を行うことを義務づけている。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、
知的障害のある人、精神障害のある人等のう
ち判断能力が十分でない人々が、地域におい
て自立した生活を送ることを支援するため、
福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理
に関する援助等を行う事業として、都道府
県・指定都市社会福祉協議会を実施主体と
し、事業の一部を委託された市区町村社会福
祉協議会等により実施されている。本人から
の申請は少なく、周囲の専門職等が必要と判
断して利用に至る場合が多いことが特徴。利
用者の判断能力の低下等により、成年後見制
度へ移行する者が増加しており、単身世帯の
増加により、成年後見制度への移行のための
支援も必要とされている。平成２３年４月から

平成２４年３月までの実施状況は、本事業に関
する相談件数が延べ１２４万１，０８６件、本事業の
利用契約を締結したものが１０，９３３人（平成２４
年３月末現在の本事業の実利用者数は３万
７，８１４人）となっており、今後とも本事業の
一層の定着を図ることとしている。
さらに、障害者団体のほか高齢者団体・行
政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害
消費者見守りネットワーク連絡協議会」が平
成１９年１月から開催され、消費者トラブルの
情報共有や、「高齢者及び障害者の消費者ト
ラブルの防止に向けて」や各回会合での申合
せの取りまとめを通じた悪質商法の新たな手
口や対処の方法などの情報提供等を行う仕組
みの構築を図ってきた。平成２４年５月に障害
者基本法が改正され、消費者としての障害者
の保護に関する規定が設けられたことを受
け、今後ともその一層の推進を図ることとし
ている。
平成２４年６月の同連絡協議会では、第６回
会合申合せのフォローアップを行うととも
に、地域活動や全国ネットワークを生かし
て、真摯に障害者の消費者としての利益の擁
護及び増進に取り組み、引き続き、障害消費
者の消費者トラブル防止を図ることとしてい
る。
同取りまとめに基づき、国民生活センター
では、障害のある人やその周りの人々に悪質
商法の手口等をメールマガジンや当センター
ホームページで伝える「見守り新鮮情報」の
発行、消費者問題等の知識を障害のある人や
その周りの人々に直接伝える「消費者問題出
前講座」の実施などにより、障害者の見守り
支援を行っている。
なお、悪質な手口により消費者被害にあっ
た等として、全国の消費生活センターと国民
生活センターに寄せられた「認知症高齢者、
障害のある人等の相談件数（＊）」は、平成
１５年度以降毎年１万件を超えている。
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＊平成２５年１月末日までの登録分

（５）障害者虐待防止対策の推進

ア 「障害者虐待防止法」の成立の背景
近年、障害のある人に対する虐待が家庭や
施設等で表面化し、社会問題となっている中
で、障害者の尊厳の保持のため障害者に対す
る虐待を防止することは極めて重要な課題と
されていた。
このような中、国会において、障害者虐待
防止法制の検討が進められ、平成２１年７月
に、自民党・公明党と民主党・社民党・国民
新党それぞれから、議員立法として「障害者
虐待の防止のための法律案」が国会に提出さ
れたが、衆議院の解散により廃案となった。
その後、改めて自民党・公明党・みんなの
党から同法律案が提出され、国会において協
議が行われた。
平成２３年６月に与野党が合意し、「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」が衆議院厚生労働委員長の提
出法案として、国会に提出され、同月に全会
一致で成立、２４年１０月から施行されている。
（法律の概要については図表２―２５）

イ 障害者虐待の防止に向けた取組
① 障害者虐待防止対策支援事業
厚生労働省においては、平成２２年度から、
障害者虐待防止の取組を支援するため、「障
害者虐待防止対策支援事業」を実施し、２３年
度は実施主体を都道府県から市町村にも拡大
している。具体的には、地域における関係機
関等の協力体制の整備・充実を図るととも
に、過去に虐待のあった障害のある人の家庭
訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事
例の分析等が行われている。
② 障害者虐待防止・権利擁護に関する人材
の育成

国において、障害のある人の虐待防止や権
利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担
う者を養成するための研修を実施している。

（６）障害者団体や本人活動の支援

行政施策に障害当事者の意見が反映される
ようにするため、「中央障害者施策推進協議
会」等において障害当事者を委員とするとと
もに、知的障害のある人が「障害者基本計画」
や後期５か年計画の内容を理解しやすくする
ため、「わかりやすい障害者計画」を作成し、
配布しているところである。
「地域生活支援事業」においては、障害の
ある人及びその家族等の団体が行うボラン
ティア活動を支援する「本人活動支援事業」、
「ボランティア活動支援事業」を行っている。
なお、平成２５年４月から施行された「障害
者総合支援法」では、これらの支援は地域生
活支援事業の必須事業として新たに追加され
る「自発的活動支援事業」として行われてい
る。

２．在宅サービス等の充実

（１）在宅サービスの充実

障害のある人が地域で普通に暮らしていく
ためには、在宅で必要な支援を受けられるこ
とが前提となる。このため、「障害者総合支
援法」においては、利用者の実態に応じた支
援を行う観点から、利用者像やサービスの提
供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援
を実施している。
居宅介護…入浴等の介護や調理等の家事の援
助等を短時間集中的に行うサービス
重度訪問介護…身体に重度の障害のある人に
対し、入浴等の介護や調理等の家事の援助等
のほか、日常生活に生じる様々な介護の事態
に対応するための見守り等の支援や外出時に
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