
虐待防止に関する指針 

１，目的 

・一般社団法人百合宝会では、いかなる理由があっても利用児童に対する虐待を行っては

いけません。そのために事業所に所属する全ての職員が、虐待防止（身体拘束の禁止を含

む）に関する正しい見識を持ち、虐待の芽（不適切支援）を早期に発見し、改善し続けて

行けるような仕組みづくりを行います。 

 

２，虐待とは 

（１）身体的虐待 

・殴る、蹴る、押す、投げる、突き飛ばす、物を投げる、物で叩く、馬乗りになる、ゆさ

ぶる、首をしめる、胸ぐらをつかむ、つねる、やけどを負わせる、関節技やプロレスのよ

うな技をかける等の暴力を振う。 

・食事や水分をとらせない、トイレにいかせない等の制限をかける。 

・縛る、部屋に閉じ込める、屋外に閉め出すなどの身体拘束をする。 

・命に関わるような寒暖のある場所に長時間いるように強要する。 

・薬を使って鎮静させる。 

 

（２）心理的虐待 

・大きな声、態度や口調、大きな音を出すなどで威圧する。 

・「バカ、死ね」と暴言を浴びせる。 

「殺す、家に帰さない」と脅す。 

・人格、身体的特徴、能力、障害や病気、容姿、服装、住環境、居住地域、家族や周辺者

をばかにしたり否定する。 

・人格、身体的特徴、能力、障害や病気、容姿、服装、住環境、居住地域、家族や周辺者

により差別した対応を行う。 

・「汚い、臭い、ブサイク、頭悪い、どうせ分からない」と侮辱する。 

・正当な理由なく事業所の日課に参加させない。 

 

（３）ネグレクト 

・話かけられても、理由を伝えず無視する。 

・声をかけられない状況を作り出す。 

・失禁や排便で汚れているのに、必要な更衣や保清行為を行わない。 

・療育や支援を行わず放置する。 

・障害特性ゆえに必要となる支援を行わない。 

・感覚過敏があることを知っているが、必要な合理的配慮を行わない。 



・病気やケガをしていても、必要な対応を行わない。 

・不衛生な環境で過ごさせる。 

・怪我をさせるような環境で過ごさせる。 

・サービス提供時間に勤務実態のない職員がいる。 

 

（４）性的虐待 

・性的行為、わいせつな行為をする。 

・性的行為、わいせつな行為を強要する。 

・性的な雑誌、画像、映像などを見るように強要する。 

・裸、下着姿、性的な写真を撮影する。 

・セクハラやわいせつな発言をする。 

・性を連想するような行動をとり、それを児童に見せたり、聞かせる。 

 

（５）経済的虐待 

・利用者の金銭を搾取する。 

・利用者の持ち物を搾取する。 

・利用者の持ち物を隠す、壊す、捨てる。 

・不当な請求を行う。人員基準違反をする。 

 

※虐待を受けた人の自覚は問わない。 

※家族の自覚は問わない。 

※たまたまこうしたらうまくいった。これまではこうしてきた等の職員の自覚は問わな

い。 

※第三者が客観的に見て、虐待であると感じる対応は虐待。 

 

３，虐待防止の体制 

・虐待防止の取り組みを組織的に進めるため、虐待防止責任者を設置する。 

・虐待防止責任者は統括管理者が担う。 

・各事業所に虐待防止窓口担当者を設置する。 

・虐待防止窓口担当者は各事業所の管理者が担う。 

・一般社団法人百合宝会に虐待防止委員会を設置します。虐待防止委員会は虐待防止責任

者が招集し、メンバーは代表理事、虐待防止責任者、虐待防止窓口担当者、その他関係職

員で構成する。 

 

 

 



５，虐待防止責任者の役割 

・虐待防止窓口担当者と連携し、虐待防止チェックリストを実施する。（１回/６か月） 

・虐待防止窓口担当者と連携し、虐待防止研修を開催する。（１回/年以上） 

・虐待防止チェックリストを実施後、虐待防止委員会を招集し、把握した虐待や不適切支

援を検証します。不適切支援については改善方針を立案し各職員に周知する。 

・虐待に関する報告や相談を受けた際、虐待防止窓口担当者と連携しながら、関係者や被

害者より事実確認を行う。 

・事実確認を行った結果、虐待事案である場合、広島市へ通報する。 

・虐待防止委員会を招集し、虐待に至った原因を分析し、改善方針を立案する。 

・改善方針を立案後、虐待に関わった関係者や被害者との話し合いを行う。 

・虐待の報告、相談、改善方針の立案、改善に至るまでの経過と結果を記録する。 

・虐待を受けた被害者に対して、虐待の改善状況に関する報告する。 

・改善報告書を作成し、広島市へ提出する。 

 

６，虐待防止窓口担当者の役割 

・虐待防止責任者と連携しながら、虐待防止チェックリストを実施する。 

・虐待防止責任者と連携しながら、虐待防止研修を開催する。 

・日頃から職員に対して、必要な指導や人材育成を行う。 

・利用者、保護者、職員から虐待、不適切支援に関する報告や相談を受け付ける。 

・虐待事案については、報告や相談内容を記録し、虐待防止責任者へ報告する。 

・虐待防止責任者と連携しながら、虐待に関する事実確認を行う。 

・虐待防止委員会に参加し、虐待に至った原因を分析し、改善方針を立案する。 

・決定した改善方針を各職員に周知し、改善に向けた指導を行う。 

・虐待の改善状況を把握し、虐待防止責任者へ報告する。 

 

７，各職員の役割 

・利用者の人格や人権を尊重した支援や療育を行う。 

・支援や療育を行う時、利用者の心身の発達に繋がるかどうかを常に念頭に置く。 

・支援や療育を行う時、その指導を行う理由を、利用者が理解できるように指導する。 

・支援や療育を行う時、その適切性を、家族や第三者などに説明できるような指導を行

う。 

・虐待や不適切支援を見聞きした場合、遅滞なく虐待防止窓口担当者へ報告する。 

・虐待防止責任者や虐待防止窓口担当者からの事実確認に対して、事実を報告する。 

・虐待防止委員会で決定した改善方針を遵守し、常に支援や療育の改善に努める。 

 

 



８，虐待対応の流れ 

１，報告、相談 

・各職員は虐待や不適切支援を見聞きした場合、虐待防止窓口担当者へ報告 

・虐待事案と考えられる場合、虐待防止窓口担当者は相談内容を記録 

※虐待や不適切支援を確認（聞いた場合も含む）した場合、遅滞なく報告すること。 

２、虐待防止責任者への報告 

・虐待防止窓口担当者は、虐待防止責任者へ虐待の内容を報告 

※各職員から報告や相談を受けてから、遅滞なく報告すること。 

３，事実確認 

・虐待防止責任者と虐待防止窓口担当者は、職員や被害者より虐待の事実確認を行う。 

４，虐待防止委員会 

・虐待防止責任者は、虐待防止委員会を招集し、虐待の原因分析を行い、改善方針を立案 

※虐待事案の場合、広島市へ通報すること。 

５，改善方針の周知 

・虐待防止窓口担当者は決定した改善方針を、各職員に周知する。 

・不適切支援については、事業所ごとに虐待防止窓口担当者を中心に、不適切支援の原因

分析を行い、改善方針を立案、各職員に周知する。 

※虐待防止チェックリストで把握した不適切支援については、虐待防止委員会で検証 

６，定着に向けた経過観察、指導 

・虐待防止窓口担当者は、経過観察し、定着に向けた指導を行う。 

７，虐待防止責任者への経過報告 

・虐待防止窓口担当者は、改善の経過を、虐待防止責任者へ報告する。 

８，改善の経過記録の作成 

・虐待防止責任者は、虐待の把握、事実確認、改善方針の立案、一連の経過記録を作成 

９，虐待の被害者に対する改善経過の報告 

・虐待の原因、改善方針、改善経過などを報告する。 

10，改善方針の実施状況の報告 

・改善方針を遵守し、支援や療育方法を改善する。 

・改善方針の実施状況を、虐待防止窓口担当者へ報告する。 

11、広島市への報告 

・改善報告書を作成し、広島市へ報告する。 

※最初の報告、相談から１か月以内に一連の対応を行い、完了させること。 

 

 



身体拘束の適正化に関する指針 

（１）目的 

・一般社団法人百合宝会では、いかなる理由があっても利用児童に対する身体拘束を行っ

てはいけません。言葉がけや環境面での工夫を行うことを大切にし、身体拘束を伴わない

支援や療育を行っていくことを原則とします。ただし、障害特性から来る行動障害が発生

し、緊急的に児童の命を守る必要がある場面などについては、身体拘束を用いて児童の命

を守る必要性も考えておかなければなりません。よってこのマニュアルでは、身体拘束を

検討するケースや条件、行う際の手順などについて定め、身体拘束が日常の中で乱用され

ることを防止します。 

 

（２）身体拘束とは 

・行動できないように、紐やロープなどで体を縛り拘束する。 

・手指の機能を制限するために、手袋をつけさせる。 

・自分の意思では動けないように、柵などで囲む。 

・部屋や車に閉じ込める。屋外に閉め出す。 

・スピーチロック（言葉や態度で脅して動けなくする。） 

・薬物や薬剤を使って、本人の意思では行動できないような意識状態にする。 

・強引に抱えたり、羽交い絞めにして移動させる。 

・行動障害を起こしている児童の四肢や体を持って制止する。 

・行動障害に起こしている児童の体を抱えたり、羽交い絞め、馬乗りになって止める。 

 

（３）身体拘束を防止する基本指針 

・児童の問題行動や行動障害が発生した場合、威圧をしたり、拘束するような対応を行うの

ではなく、それは障害特性と環境の相互作用によって起きていると考え、その問題が起きて

いる原因と背景を分析し、必要な支援や療育、環境づくりを再構築することを原則とした対

応を行います。 

・身体拘束を行うケースについては、上記の検証や対応を十分に重ねた結果、その行動障害

を防ぐことができず、児童の命を守る必要があるケースに限定します。 

・虐待防止チェックリストを実施し、すべての職員から身体拘束の実態把握を行います。（1

回/６か月） 

・虐待防止チェックリストや、関係者からの報告により、正当な手続きを踏んでいない身体

拘束の実態を確認した場合、虐待防止責任者が虐待防止委員会を招集し、関係者からの事実

確認や、適切な支援の実施に向けた協議を行います。 

・虐待防止研修を開催し、すべての職員に対して身体拘束の適正化に関する振り返りや、学

習機会を作ります。（１回/年以上） 



（４）身体拘束を行う三要件 

・切迫性：児童の命、体が危険にさらされる可能性が著しく高い。 

・非代替性：様々な支援方法を検証したが、他に代替する方法がない。 

・一時性：命や体を守るための拘束であり、その可能性がない状況下では行わない。 

 

（５）身体拘束を行う際の手順 

１，問題行動や行動障害が起こる背景や原因を分析し、環境調整や支援方法の再構築を行う。 

２，虐待防止窓口担当者が開催するケース会議にて、様々な支援方法を試みたが、それでも

児童の命に関わる行動障害が発生している事実や代替手段がないことを確認。 

３，虐待防止責任者へ報告。 

４，虐待防止責任者が虐待防止委員会を招集し、身体拘束の必要性の判断、身体拘束を行う

状況、その方法、期間などのルールや手順を定める。なお、行う身体拘束は必要最小限とす

る。 

５，個別支援計画書に身体拘束を行う状況、その方法、期間などを明記した上で、保護者の

同意を文書で得る。 

６，身体拘束を行った際、その内容について記録する。 

７，経過を観察しながら、身体拘束以外の方法での支援方法を再検討する。再検討は虐待防

止委員会で行う。 

※身体拘束は児童の命も守ることを目的とするため、いかなる理由があろうともそれ以外

の目的には使用してはならない。また児童の命を守るために必要最小限の方法、期間である

ことを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不適切支援の防止に関する指針 

 

１， 目的 

・療育の現場はその仕事の性質上、指導という名目の不適切支援が起こりやすいと考えま

す。この不適切支援は放置しておくと、それが風土、慣習として定着していき、やがて致

命的な虐待へとエスカレートしていきます。虐待を防止することはもちろんのこと、日頃

からこの不適切支援の芽を摘み、適切な支援や指導の在り方を考えていかなければなりま

せん。よって不適切支援として考えられる関わり方の例を項目としてあげ、適切な指導方

法の例を設けることにより、職員が児童への指導を行う上での指標とします。 

・不適切支援の状況については、虐待防止チェックリストの中で、全ての職員から把握を

行い、虐待防止委員会の中で検証を行い、改善指針を立案します。 

 

２， 不適切支援と考えられるものと、適切な指導方法について 

（１）身体的な不適切支援 

・体をかかえて移動させる。 

・四肢をつかんで移動させる。 

・四肢をつかんで制止させる。 

・職員の体で壁を作り制止させる。 

・車に乗せるために、無理やり体を抱える。 

・子どもの行動の背景を考えず、無理やり移動させる。 

⇒突然要件を伝えられても、すぐに行動を切り替えることができない児童がいます。前も

って児童が理解できるように、次の見通しや何をすれば良いかを伝えます。 

⇒全体よりも細部に注目したり、優先順位を考えることが苦手な児童がいます。何に注意

がひかれているのか。何が気がかりになっているのかを分析し、その原因を解消します。 

⇒言葉で言われてもイメージが難しい児童がいます。次の見通しや何をすれば良いかを理

解できるように、言葉がけ、視覚支援、具体物、モデルを示して提示します。 

⇒身体拘束の指針にあるように、無理やり抱えたり四肢を持って移動させることは、身体

拘束に該当します。身体拘束を使用しても良いケースは、歩行支援など介助の一環として

行う場合や、緊急的に命を守る必要がある場合に限定されるため、身体拘束は原則行って

はいけません。 

 

 

 

 

 



（２）心理的な不適切支援 

・「～しないと家に帰れないよ。」と伝えて行動させようとする。 

・正当な理由なく置き去りにするような対応を行う。 

・「怒られるから～しよう。」と脅して行動させようとする。 

・「おばけが出るから。鬼が出るから。」と脅して行動させようとする。 

・「親に言うから。先生に言うから。」と脅して行動させようとする。 

⇒前もって、次の見通しや何をすれば良いかを伝えます。 

⇒何に注意がひかれているのか。何が気がかりなことなのかを分析し、その原因を解消し

ます。 

⇒次の見通しや何をすれば良いかを理解できるように、言葉がけだけでなく、視覚支援、

具体物、モデルを示すなどして伝えます。 

⇒「親に聞くね。先生に聞くね。」と事実確認を目的として伝えることは、不適切支援で

はありません。ただの脅して使用するのは不適切支援です。 

⇒「車に乗らないと帰れないよ。」は事実のため、不適切支援ではありません。ただし、

車に乗れるように必要な見通しを伝えておくことは必要です。行動と結果の関連性を理解

させるために「置き去りにする」という対応を行うことはあり得ます。ただし、置き去り

にしたままにすることは不適切支援です。その直後に児童と振り返りを行う必要がありま

す。 

 

・「やめて、ダメ。」と指摘する。 

・「～してはいけない。あなたが悪い。」と否定する。 

・問題点を伝えた時に、どうしたら良いかを伝えない。 

⇒関連性を考えたり、想像することが苦手な児童がいます。「やめて、ダメ」の言葉がけ

では、何の行動が問題で、何を期待しているのかが伝わりません。必ずどの行動がダメな

のか、その理由を伝えた上でどのような行動をとれば良いのかを伝えます。 

 

・「あなたはしなくていい。」と日課や行動を制限する。 

⇒「何が問題でできないのか」理由を伝える必要があります。気分が高揚していたり、や

り方が分からないために問題行動を繰り返している場合があります。一度止めた上で冷静

にさせ、再度ルールや期待する行動を確認します。 

 

・抱っこ、膝のせ、幼児に接するような言葉がけをする。 

⇒学童期にある児童であることを考える必要があります。そのような距離感の理解が難し

い発達段階の児童もいるとは思いますが、学童期にある児童として必要な距離感や接し方

を大人が示していく必要があります。 

⇒行動障害を抑えるために、一時的に抱きしめたり、膝のせのような対応を行うケースは



あります。この場合、行動障害が原因で命に関わる事態が想定され、それを回避するため

に他に代替する支援方法がないことが前提であり、ケース会議などで十分な協議がされ、

個別支援計画書にその対応方法が明記されておく必要があります。 

 

・大人の対応が間違っていた時に、児童に対して謝らない。 

・「先生が言っていることが全て正しい。」と理不尽な強要をする。 

・「あなたが悪い」と主観で決めつける。 

・「あなたがやった」と事実確認をせず、決めつける。 

⇒落ち着いたタイミングで、言い過ぎたことや感情的な対応をしたことについては、誠実

に謝る必要があります。その上で本当に伝えたかったことやその理由を伝えます。 

⇒児童の問題行動はそれそのものが突然起こる訳ではなく、その前の状況と関連して起こ

ります。例えば他の児童に対して「叩いた、暴言を吐いた」ということがあったとして、

「叩いたり暴言を吐く」ことは間違った行動ですが、「なぜ、叩こうと思ったのか？」と

その経緯や理由などの事実確認をしたり、子どもなりの思いを把握する必要があります。

もしかすると問題の本質は別の児童の行動にあったかもしれません。 

 

・「えらいね、すごーい」と幼児に接するような褒め方をする。 

⇒学童期の児童であるという前提で、褒め方を考える必要があります。また「えらいね。

すごーい」という褒め方は、具体的に何を褒められているのか伝わりません。 

⇒褒める部分は「具体的な行動」。どの行動が良かったのかを具体的に褒めます。褒める

タイミングはその行動が起きて時間が経過すると、行動と結果の関連性が分からなくなり

ます。その行動が出た直後に褒めます。 

 

・児童が理解できるように伝えていない。 

・何をすれば良いか分からない子どもに、何をすれば良いかの選択肢を提示しない。 

・理解度に合わせた視覚支援や手順書を用意しない。 

・何をするのか理解できるように、視覚支援を使うなど、必要な合理的配慮を行わない。 

⇒理解できない伝え方は伝えた意味がありません。理解度や理解しやすい伝え方は児童 1

人 1 人で異なります。児童ができるような伝え方で伝えましょう。 

⇒想像力の障害により、空白の時間や待ち時間をどう過ごしたら良いか分からない児童が

います。どうしたらいいか分からないために、このような時に問題行動が生じやすくなり

ます。「ダメ」と否定し続けるのではなく、「～しよう」と、できることを提示します。 

⇒耳から聞いた情報は頭から抜けてしまったり、イメージが難しかったり、理解が難しい

児童がいます。そのため目で見て理解できるようにすることや、目で確認させながら取り

組ませるような支援、配慮をすることが必要です。 

 



・人によって大きく態度をかえる。 

・イライラしたような気分や態度で接する。 

⇒原則児童によって接する態度は変えてはいけません。指導の一環として意図的に態度を

かえる場合、その理由（なぜ怒った態度をしているのか。無視しているのか。）などを子

どもに説明し、理由を理解させた上で、その原因となった行動を修正させるための振り返

りを行う場合は不適切支援ではありません。 

⇒感情のまま児童に関わることは不適切支援です。イライラや怒りを子どもにぶつけるこ

とは虐待です。指導者として人に関わる仕事を行う者として、自分自身を一定に保つこと

や、自分の性格や行動傾向を理解しコントロールすることは責務です。 

 

・「できないから」と児童のやることを制限する。 

⇒子どもによってできる力は様々ですが、チャレンジする権利は一様にあります。そのま

まチャレンジさせると危険を伴うこともあるため、職員が安全確保したり、本人の力でも

できるような形で提示します。 

 

・正当な理由なく日課に参加させない。 

⇒時間を守ることを教えるための指導の一環として、あえて日課に参加させないことは、

子どもの発達支援に繋がるかどうかがポイントです。ただし事前に守るべきポイントを提

示していることや、守れなかった場合の対応などを児童に提示していく必要があります。 

⇒また日課に参加させることはサービス提供者としての義務であるため、このような対応

を行う際は、事前に保護者と課題の共有や対応方法について共有しておく必要がありま

す。 

 

 

（３）ネグレクト不適適支援 

・体調が整わない時に、支援やサポートを行わない 

⇒本来児童がやるべきことは自分でさせることが成長支援です。しかし体調などの状況に

よっては危険回避のために、必要なサポートを行う必要があります。 

 

・児童の思いのままに過ごさせた結果、成長を阻害させる。 

⇒原則、ルールや日課を教え、その場面で求められる行動がとれるように導くことが成長

支援です。よって思いのままに好きな時に、好きな場所で、好きなことをさせている状態

は誤学習をさせる原因となります。しかし、何をすべきかは理解しているが、障害特性か

らその場に入れなかったり、細部にこだわってしまって切り替えられない児童がいます。

その場合は、行動の背景を分析し、その原因を解消するように支援する必要があります。 

 



・衣服が濡れたり、土が汚れたまま放置している。 

・手や顔が汚れたまま放置している。 

⇒自分で保清行為ができる子どもには言葉がけをして、更衣や保清行為を促します。汚れ

たことに気づけない子どもや、綺麗にするやり方がわからない児童もいます。この場合は

気づかせるための支援や、必要に応じて更衣や保清行為の支援を行います。 

 

・特定の児童しか関わらず、公平な対応をしない。 

・特定の場面しか関わらない。 

⇒児童指導員として、すべての子どもに対して公平に遊び、等しく指導をする義務があり

ます。コミュニケーションが成立しにくい児童や、問題行動を起こしやすい児童に対して

も、コミュニケーションをとり、遊びを共にし、必要な指導を行います。 

⇒限定された児童の対応のみ行うことや、限定された場面のみ対応することは、児童全体

に目を向けておらず、児童の安全確保義務を怠っていることに繋がります。児童全体に目

を向け、関わる必要がある場面や状況を見極め、必要な場面に対応します。 

 

・職員同士でかたまり、声をかけれない状況を作り出す。 

⇒児童が声をかけやすい状況（姿勢や態度、雰囲気を含む）をつくり、児童からの声掛け

に対してきちんと応答します。 

 

・怪我をさせる可能性があるのに、その危険性を伝えない。 

・危険を回避するための対応を行わない。 

・必要な支援を行わなかった結果、怪我をさせる。 

⇒自分の行動が怪我に繋がることや、怪我をさせることに繋がるという予測やイメージが

難しい児童がいます。ここには児童同士の口論やトラブルも含まれます。怪我をさせたり

エスカレートする前に、児童の行動や発言から起こり得る結果を伝え、回避行動や適切な

行動を伝えていく必要があります。 

⇒歩行が不安定だったり、体幹の弱さなど、転倒やケガに繋がりやすい児童がいます。ま

た衝動的に突発的な行動をしてしまう児童もいます。これらの児童はそのおかれる状況に

よっては一定の支援が必要となります。自分で行わせることは原則としつつ、障害ゆえに

できない部分や抜けてしまう部分については、言葉がけや直接支援を行います。 

 

・怪我やトラブルに至った経緯や原因、その対応を保護者に報告をしない。 

・トラブルや喧嘩に必要な介入をしない（トラブルに繋がる発言や行動への対応を含む） 

⇒怪我はもちろん児童同士のトラブルに関しても、保護者に対して説明する責任がありま

す。経緯、原因、行った対応などを管理者に報告します。また保護者と直接コミュニケー

ションできる送迎者は必ず保護者に報告します。職員は報連相する義務があります。 



⇒児童同士のトラブルや喧嘩に介入し、原因分析や再発防止に向けた話し合いを行いま

す。大きなトラブルに発展する前に、児童の問題となる発言や行動に気づき、介入して必

要な指導を行うことが重要です。 

 

（４）性的不適切支援 

・身体接触を伴う関わりをしている児童に指導しない。 

⇒自分の言動が他者を不快な気持ちにしたり、ひどい場合は犯罪に繋がることをしている

という認識を持ちにくい児童がいます。また衝動的にわいせつな行動をしてしまう子ども

もいます。わいせつな発言や行動を放置することは不適切支援です。どの言動が問題点な

のかを伝えた上で、適切な距離感や接し方を教えます。 

 

・距離感を間違えた関りをしている児童に指導しない。 

・性別を問わず体に接触した関りをする。 

⇒距離感は目に見えず、目に見えない物や、人の感じ方を想像しにくい児童がいます。間

違った距離感を覚えさせると、学校や日常生活の中で周囲の人へ不快感を与えたり、距離

をとられる原因になります。距離が近すぎる場合はその適切な距離を教え、年齢不相応な

身体接触をする子どもには、年齢相応な関わり方を教えます。 

 

・正当な理由なく異性の子どもの手を握る。体に触れる。 

⇒危険回避や行動支援を行うために手を握ることは必要な支援です。このような場面以外

で身体に触れる必要はありません。相手から触れてきたり、接触してきた場合についても

そのまま受け止めるのではなく、適切な距離感をとり教える必要があります。 

 

・異性の着替えや排泄の支援を行う。 

⇒女児の着替えや排泄時に男性職員が支援を行うことは禁止です。同性介助を原則として

対応します。 

 

・排泄などの情報を周囲の人に聞こえるように話す。 

⇒排泄など人の羞恥心やプライバシーに関わる部分の情報のやり取りは、他の児童の前で

行ってはいけません。また個人情報も同様に他児の前でやりとりしてはいけません。 

 

 

（５）経済的な不適切支援 

・児童のかばんの中身を勝手に見たり、持ち出す。 

⇒児童に許可を得て、中身を見たり持ち物を出します。許可をとることが難しい場合、最

低限「かばんをあけるね。」など、最低限の言葉がけは行なうようにします。 


