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Abstract 

Thispaperdiscussesproblemswiththedevelopmentofsystemsfbrpreventingelderabusein 

municipahties 

TheElderAbusePreventionandCaregiverSupportLawwasenfOrcedmApril2006・Thislaw

stipulatesthatmunicipalitiesshaUtakeleadingrolesfOrpreventingelderabuse・However,inreal-

ity,therearemanymunicipantiesinwhichsystemsfOrthepreventionofelderabusearenotbe-

ingopel-atedeffectively・

ThepulposeofthissmdyistoclaruytheconditionsfOreffectivelyoperatingsystemsfOrpre‐ 

ventingelderabuseFirst,IreviewthehistolyoftheprojectsfOrpreventingelderabuseinmu‐ 

nicipalitiesandtlledevelopmentofsystemsfOrpreventingelderabuseintheElderAbusePre-

ventionandCaregiverSupportLaw・Second,IdiscusslhesystemsfOrpreventingelderabusein

pioneerlnglnunicipalitiesFinally,theissuesofthesystemsfOrpreventingelderabusearedis-

cussedwithreferencetotheefbrtsofthepioneeringmunicipalities・

Theh11owingcallbeenumeratedasourfUturetasks：UleestablishmentofE1derAbusePre-

ventionCenters，thefortincationoflhefUnctionsofln-HomeCareSupportCenters，andthe 

S1rengtheningoftheCooperationamonginstitutionsforpreventionofelderabuse． 
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各市''１J村においては，高齢者虐待防止法の施行

により，高齢者虐待防止システムを構築したとこ

ろは少なくない。しかし，法施行後間もないため

高齢者虐待対応の現場では，混乱がみられること

も事実である。法施行後，高齢者虐待|坊止システ

ムを構築し始めた市''1J村においては，高齢者虐待

防止ネットワーク図や高齢者虐待防止システム図

というように，各関係機関を線で結び付けること

で高齢者虐待防止システムが構築されたとしてい

るが，高齢者虐待防止に関係する機関を線と線で

結ぶだけで，高齢者虐待|ﾘﾌﾞ止システムが有効に稼

はじめに

高齢者虐待を防止するため，平成18年４月より

｢高齢者虐待の防止，高齢者の養誰者に対する支

援等に関する法律（平成17年１１月９日法律第124

号)」（以下，高齢者虐待防止法と称する｡）が施

行された。同法では，高齢者虐待防止に直接的に

責務を持つのは，市町村とされ，地域包括支援セ

ンターが中心的役割を担うとされている。また，

高齢者虐待を防止するためのシステムの幟築につ

いても規定されている'１。
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動するといえるだろうか。これは，完成した体系

ではなく，むしろ設計図の段階ともいえる。シス

テムが有効に稼動するためには，前提条件として，

ネットワークを有効に稼動させるため，いくつか

の工夫が必要である。

本稿の目的は，高齢者虐待防止システムが有効

に機能する条件を探ることである。第１章におい

て，高齢者虐待防止法施行による市''１１村の高齢者

虐待防止事業の経緯を論じる。市町村がどのよう

な状況で，高齢者虐待防止事業を行うに至ったか

を明らかにしたい。そのうえで，立法化により規

定された高齢者虐待防止システムの柿築について

考察する。第２章においては，第１章で明らかに

された高齢者虐待防止システムが実際にどのよう

に構築されているか，実例をあげて論じる。法施

行以前から高齢者虐待防止システムを稼動させて

きた先進地方自治体のうち，萩市，秦野市，世田

谷区，横須賀市，金沢市という人口規模や住民の

生活形態が異なる地方自治体においての高齢者虐

待防止システムの特徴を検証する。これらを手が

かりに，第３章では，高齢者虐待防止システムの

課題を検討することにしたい。

高齢者虐待防止の立法化の具体的な動きとして

は，平成14年２月に「成年虐待防止に関する勉強

会」が自民党南野智恵子参議院議員を中心として

すすめられた。その後，平成15年７月に「高齢者

虐待問題検討会｣3)に格上げされている○与野党と

もに，高齢者虐待防止立法については，平成15年

頃からプロジェクトチームを設置し協議を重ねて

きたｲ)。高齢者虐待事例の報告が，市lIlT村におい

ては，現場のケアマネジャーから困難事例として

少数であるが報告されていた5)○

市町村に直接的な高齢者虐待防止の運営を任せ

るために，国は試行的にモデル事業を行う市町村

を選択し，事業結果報告をもとにモデル事業を分

析し，全国市町村に広げていく手法をとることが

多い。厚生労働省は，平成15年度，初の試みとし

て高齢者虐待防止モデル事業を横須賀市,金沢TIT

に委託した`)。このモデル事業を皮切りに，平成

16年度より高齢者虐待防止ネットワーク事業が国

の補助事業として開始された7)。平成17年度は先

進市'１１J村が高齢者虐待防止ネットワーク事業を選

択実施することとなった。本事業は選択事業であ

ったもののTl7llll村に事業推進がみられたのは，平

成15年度の高齢者虐待全国調査結果を受けて,マ

スコミ等のセンセーショナルな報道が要因の１つ

といえる8)。

しかし，市lIlJ村においては，高齢者虐待防止法

の立法化が行われていないこともあり，ネットワ

ークの構築を中心に事業を遂行したこところが多

い,)。事業実施後，市''1｢村が直面した問題が明ら

かとなってきた。事業を実施した市''１J村の共通の

問題は，第１に，高齢者虐待の複雑な発生要因や

介入．解決の凧難さ，第２に,具体的に介入する

場合の協力機関の選定，第３に，ケアマネジャー

等を中心とする虐待事例に関わる専門職の資質の

向上，第４に，地域住民の「高齢者虐待」という

概念の受入による混乱10)，第５に，市''11村自身の

高齢者虐待防止に関する体制や関連機関とのネッ

トワークのⅡ危弱さ，第６に，キH当部局の人材の'1'i日

置不足等であった。市lllJ村は,これらの問題に対．

し，改善策を新たに組み入れ，次年度の継続事業

第１章高齢者虐待防止法における高齢者

虐待防止システム

第１節市町村における高齢者虐待防止施策の経緯

高齢者虐待防止法の成立により，高齢者虐待防

止における市|IIJ村の役割が明確になった2)。｜司法

において市''1丁村の役割として規定されているのは，

相談助言（法第６条)，通報受理（法第７条)，通

報後の対応（法第９条)，居室の確保（法第10条)，

立入調査（法第11条)，警察署長に対する援助要

請（法第12条)，措置入所における面会制限（法

第13条)，養護者の支援（法第14条)，専門的に従

事する職員の確保(法第15条)，連携協力体flill(法

第９．１６．１７．１８条）等にわたり，市町村が行う

ことと明記されている。つまり，高齢者虐待防止

における直接的な役割を果たすのは，市町村にあ

るといっても過言でない。
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あった。

以上のように，事前に高齢者虐待防止ネットワ

ーク事業を行ってきた市''１１村であっても，準備不

足を認識したまま平成18年４月１日に法が施行さ

れた。法施行を受けて国から市''11村への説明会は，

平成18年４月24日の全国高齢者虐待防I上・養護者

支援担当者会議であったｕｉ１ｏしたがって，市町村

の高齢者虐待防止の体制整備は，数ヵ月後遅れる

こととなった'7)。

として，再挑戦することとなる。

ところが，議員立法である高齢者虐待防止法は，

自民党，公明党そして民主党の３党共同で平成１７

年第163回国会に法案提出され，１１月１日国会閉

会日に全会一致で可決された。この時期の成立の

ため，ほとんどの市'IIJ村においても，法に基づい

た虐待防止体flilIが準備不足であった事実は否定で

きない。何故ならば，平成17年８１１第162回国会

において，成立するであろう大方の予想を裏切り

郵政解散により高齢者虐待防止法案は継続審議と

なったからである。急転直下，第163回国会最終

日の成立は市町村において予想しえなかったから

であるｍ・平成18年３月に行われた「在宅高齢者

虐待防止と介護者支援のための緊急アンケート調

査結果」によれば，高齢者虐待防止の条例．要綱

等の存在は，約１割の地方自治体しか策定されて

おらず，高齢者虐待防止マニュアルについて作成

している市町村は約１割で，作成予定が約５割で

あった。また，市町村内の虐待対応チームの存在

も約１割程度という調査結果であった'2)。

与野党の法律案要綱については，総論的にみれ

ば大きな隔たりはあるとはいえなかった｡与党案

と野党案の違いは，施設内虐待の公益通報を認め

るかどうか燗)，市|H丁村による独立型の高齢者虐待

防止センターの設置を規定するかどうか，緊急一

時保護について努力義務とするか義務化とするか

が主な相違点であった'ｲ)。この与野党案の最終調

整について’市ＩＨＩ村側が注目していたのは，以下

の点であった。第１に，養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待については，施設等で働く従事者か

らの内部告発が予想される。主に家庭内の高齢者

虐待防止を中心に事業展開をしてきた市1111村が多

いため，施設内虐待についての対.応は準備不足の

ため不安が広がった。第２に，高齢者虐待防止セ

ンターという独立機関の設置が必要となれば，既

に地域ごとに設置予定であった地域包括支援セン

ターの機能１５)との役割分担等，調整を行う必要性

が生じることとなる。第３に，緊急一時保護の居

室の確保については，国庫補助が行われるか否か

は市町村の財政状況からも大きく注目された点で

第２節高齢者虐待防止法における高齢者虐待防

止システム

このようにして制定された高齢者虐待防止法が

求める高齢者虐待防止システムはどのようなもの

だろうか。高齢者虐待防止システムは，養護者に

よる高齢者虐待（家庭内虐待）と養介護施設従事

者等による高齢者虐待（施設内虐待等）に分けら

れる。

まず，養護者による高齢者虐待の対応システム

図をもとに検討したい（図１参照)'８１。同法によ

る高齢者虐待の定義は，「高齢者」とは，６５歳以

上の者（法第２条１項）をいう。また「養護者」

とは，高齢者を現に養護する者であり''１，養介謎

施設従事者等を除くものとされている。「養護者

による高齢者虐待｣は，身体的虐待，介護放棄(ネ

グレクト），心理的虐待，性的虐待，経済的虐待

の５つが規定された（法第２条４項)。介護放棄

(ネグレクト）においては，「養護者」以外の同居

人による身体的・心理的・性的虐待を「養護者」

が放置することも含まれている。また，経済的虐

待の加害者については，「養護者又は高齢者の親

族」と規定された20)。この５つの虐待が疑われる

高齢者を発見した者は，通報を市''1丁村に行う。被

虐待者の生命や身体に重大な危険を及ぼすような

場合は，通報義務があるが，それ以外は努力義務

となっている。この通報を地域包括支援センター

または市町村が受理し，事実・状況確認を行う。

生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認めるときには，地域包括支援センターの

l職員等に立人調査を行わせることができ（法第1１



1０８ 人間社会蝿境研究第13号２００７．３

条関係)2,,警察署長に援助要請を行うことがで

きる（法第12条関係)22)。事実確認後，虐待対応

個別会議を開催し，介入方針を協議する。介入後

は，モニタリングを行い，評IiHiし，再アセスメン

トを行うというケアマネジメントサイクルである。
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条文ｌｒＩｉ：業耐別’業務｜ﾉｌ客
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図１養護者による高齢者虐待の対応システム
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次に，養介護施設従事者等による高齢者虐待防

止システムについて検討する（図２参照)。養介
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業務に従事する者であるが，この業務については，
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介護保険法の椎|堰行使となる2ｲ)。次に，都道府県

が，老人福祉法・介護保険法による適切な権限を

行使し，虐待の状況の公表となる25)。

第２章市区の高齢者虐待防止システム

高齢者虐待防止システムの構築においては，第

１に，高齢者虐待防止関連機関のネットワークの

榊築，第２に，高齢者虐待防止事例への介入シス

テムの構築が重要である。本章では，高齢者虐待

防止法で規定された高齢者虐待防止システムを具

体化させるために，平成18年３月時点の萩市，秦

野市，世田谷区，横須賀市，金沢市がどのような

システムの構築を行っているかを検討する。この

5117区を実例として取り上げた理由は，萩市，秦

野'１J，世田谷区，金沢市については，「在宅にお

ける高齢者虐待防止と介護者支援推進事業」の検

討委員の所属する地方自治体であることから選択

した28)。横須賀市については，金沢市と同様に平

成15年度のH1の高齢者虐待防止モデル事業を受託

し，高齢者虐待防止においては，我が国で最も先

行する市であることが理由である。

第３節高齢者虐待防止ネットワークの構築

同法には，「高齢者虐待対応協力者｣261という表

現で，市町村は，在宅介護支援センター，地域包

括支援センター，その他関係機関，民間１１１体等と

の連携協力体制を敷く必要があるとされている

(法第16条関係)。市町村が通報を受けた場合，対

応を講じる場合も「高齢者虐待対応協力者」と協

議を行うものとしており（法第９条関係)，この

｢高齢者虐待対応協力者」には，相談，指導及び

助言，通報受理，事実の確認やその他の必要な措

置に関する事務を市町村は，委託できるとしてい

る（法第17条関係)。

このように「高齢者虐待対応協力者」は，発見，

受理，介入等の事務を委託できるものとして規定

されている。市町村は，地域包括支援センター等

を中核として，在宅介護サービス機関や弁護士会，

社会福祉士会等の民間団体と連携して，高齢者虐

待防止に対応することが求められている。「連携

協力体制の整備（法第16条)」という規定から，

高齢者虐待防止協力体制を構築していない市町村

も平成18年４月より，早急に協力体制の榊築を行

うこととなった271。市町村が，高齢者虐待対応時

に，直接的に介入する地域包括支援センターや在

宅介護支援センターとネットワークを組むことは

当然であるが，医師会，弁護士会，司法書士会や

社会福祉士会，そして警察についても，連携を密

にする必要が生じたといえる。TlJlI1J村において，

この「高齢者虐待対応協力者」を高齢者虐待防止

システムにどのように組入れるか。また，組入れ

るだけでなく，それぞれの機関が役割分担を効果

的に行えるようにどのように情報共有を行ってい

けるかが，高齢者虐待防止システムを効果的に稼

動させるネットワークの構築だといえるだろう。

第１節萩市，秦野市，世田谷区，横須賀市，金

沢市における高齢者虐待防止システム

（１）萩市における高齢者虐待防止システム

萩市の高齢者虐待防止システムの特徴は，１６箇

所の地域型在宅介誰支援センターと地域包括支援

センターが，グループウェアによるオンラインシ

ステムによりリアルタイムでネットワーク化され

ていることである。

萩市は，平成17年に１市２町４村が合併し，人

口59,000人，高齢者人口は18,000人，高齢化率

31.35％となった。萩市は，離島（見島，大島，

相島，植島）僻地のある地域である。６５歳以上の

高齢者世帯における持ち家率が88％の高率を示し，

土地や家から離れることを嫌う風土があるとされ

ている。

平成17年高齢者虐待防止ネットワーク事業によ

って，高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に

よる虐待|tti止ネットワークの構築と運営が開始さ

れた。高齢者虐待情報収集システムという従来か

ら稼働していたオンラインシステムに虐待高齢者

検索システムを付加し，地域型在宅介護支援セン
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図３地域包括支援センターシステム図

ターの端末から地域包括支援センターに情報が入

力される形となっている（図３参照)。グループ

ウェアによる支援システムを利用し，地域型在宅

介護支援センターと地域包括支援センターを結び

情報を双方向性とし，各端末から高齢者虐待の情

報を共有することが可能である。また，障害者生

活支援センターシステムとの情報共有が可能とな

っていることから，障害のある子どもを養育する

親が高齢になるにつれ，成長した子どもから虐待

を受けるという複合型困難事例についても対応が

可能という点で優れている。

萩市の例は，地理的な条件を克服するオンライ

ンシステムによる高齢者の情報共有システムとい

える内

して位置づけている。

秦野市は，人口159,894人，６５歳人口が25,168

人，高齢化率15.7％の神奈川県中央部に位置して

いる。

地域ケア体制の検討システムと高齢者虐待対応

システムを総して，高齢者虐待予防・早期発見・

対応支援ネットワークとしている（図４参照)2,)。

このシステムにおいて特徴的であるのは，ケアマ

ネジメントサイクルを３つに分けている点である。

まず，第１次ケアマネジメントサイクルにおいて，

養介護者についてサービス担当者会議を中心に支

援の方向性の検討を行う。サービス担当者会議は，

要介護認定者の事例はケアマネジャーを中心とし

て，その他は地域包括支援センターが中心となる。

第２次ケアマネジメントサイクルは，緊急性のあ

る場合，高齢福祉課を中心にセーフアセスメント

を行う。第２次ケアマネジメントサイクルは，シ

ンプルな設計であり，緊急時の時間的余裕がない

場合においても，意思決定のスピード化への工夫

がみられる。第３次ケアマネジメントサイクルは，

第１次ケアマネジメントサイクルによるサービス

（２）秦野市における高齢者虐待防止システム

秦野市の高齢者虐待防止システムの特徴は，虐

待の早期発見・早期支援と二次予防として位置づ

けている。この介入システムは，ケアマネジメン

トサイクル活用して設計され，地域包括支援セン

ターを高齢者虐待防止相談のコーディネーターと
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世田谷区は東京都23区の西南部に位置し，人口

804,730人，６５歳以上人口140,798人．高齢化率は

17.06％であり，ベットタウン的に発展してきた

地域である。

高齢者虐待防止システムついては，本人・家族

からの虐待相談をサービス事業者・在宅介護支援

センター・民生委員.近隣住民・医療機関等が受

けて，保健福祉センターがそれらの虐待相談をま

とめる。そして，高齢者虐待対応ケア会議（必要

に応じたメンバー構成）を開催し，見守り.在宅

サービス利用・施設利用の方針が決定される。そ

の対応状況をモニタリングしていくという流れで

ある（図５参照)。高齢者虐待対策地域連絡会(学

識経験者・医療関係者・法曹関係者・警察・民生

委員・家族会・特養老人ホーム施設長・介護サー

ビス事業者・区）が，虐待の対応指針の提示を高

齢者虐待対壜応ケア会議に行う。これを受けて，高

齢者虐待対応ケア会議は対応状況の報告をする体

系となっている。緊急性のある要分離の判断は，
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壷5?‐そ?霊調整会議で解決困難な事例の場合に，開催される

会議である。

秦野市の例は，高齢者虐待防止において，ケア

マネジメントシステムを中心として榊築している

ことから，高齢者のケアマネジメントという手法

に慣れている虐待防止関係者にとって，理解しや

すい方式といえる。
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（３）世田谷区における高齢者虐待防止システム

世田谷区の高齢者虐待|防止システムの特徴は，

住民の異動が頻繁であり既存のコミュニティを利

用するのが難しい中で，区民・事業者・行政がパ

ートナーシップ結び，「新しい公共」という理念

を掲げ，保健福祉のまちづくりを推進する基盤を

創設したことである30)。この基盤のうえに，高齢

者虐待防止システムを構築している。
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図５世田谷区の高齢者虐待対応システム
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高齢者虐待対応ケア会議で緊急一時保護判定会議

を設置し，入所判定委員会をとおして施設利用を

決定する流れとなっている。また緊急一時保護

施設の運用も平成17年４月より確保されており，

施設内虐待の取組も平成17年度より開始している。

世田谷区の例は，住民異動が活発な大都市にお

いて，区と区民だけでは，高齢者虐待防止システ

ムの稼動は困難であったと考えられる。しかし，

区と区民だけでなく，民間サービス事業者の役割

を重要視することにより，３者が協働して高齢者

虐待防止システムを稼動させるという方式といえ

る。

_ビス体制の調整に入る。サービス体制が確保さ

れた段階で「虐待ネットワークミーティング」を

開催し:'2１，各担当者の情報の共有，役割分担の明

確化，課題の明1iif化，支援の方向性の統一等が決

定される。

同市の高齢者虐待防止事業は，平成15年度の国

の高齢者虐待防止モデル事業を受託する以前から，

保健師が中心になって進めてきたことは重要であ

る。平成16年度以降も，積極的に高齢者虐待防止

について情報提供を行い，高齢者虐待防止活動を

推進している。保健師の訪問活動という歴史から，

ケアマネジャーや民生委員・児童委員が虐待事例

に対.するアウトリーチが困難な場合においても，

介入する方法論を示している。血圧計を持参して，

高齢者の身体面や健康面などの話題から，徐々に

M1雛を近づけて虐待問題にアプローチする方法は，

有効といえるだろう。

横須賀市の例は，高齢者虐待防止センターを核

とした専門的な支援システムといえる。

（４）横須賀市における高齢者虐待防止システム

横須賀市の高齢者虐待防止システムの特徴は，

中核組織である高齢者虐待防止センターを中心と

した専門的な支援である。

横須賀市は神奈川県の南東，三浦半島の中央部

に位置し，人口423,263人，６５歳以上人口92,329

人，高齢化率は21.8％の地域である。

平成13年より全国に先駆けて高齢者虐待防止事

業を市単独で行ってきた。市内４カ所の健康福祉

センターにおいて保健職による高齢者訪問指導が

行われてきた。長年の地域保健活動から高齢者虐

待が地域で発生していることを把握する中で，高

齢者虐待防止システムが健康福祉センター内で榊

築されていった。

平成16年の高齢者虐待防止センターの設置は全

国初である31)。同センターに民生委員から相談が

あれば，保健師等が家庭訪問を行う。ここで実態

の把握，情報収集，虐待者の確認心身の状況の

把握，主治医の確保等がなされ，次にアセスメン

トが行われることになる。アセスメントが行われ

ることにより，緊急性があるかどうか，介入方法

を模索することになる。そして，どのような支援

方法が最適かをこれまでの情報から導き出す。こ

の時点で，被虐待者が介護保険の要介護認定非該

当者の可能性があれば，生活支援型サービスによ

る支援が行われ，介護保険の要介護状態であると

予想される場合には，介護保険の申請支援等，サ

（５）金沢市における高齢者虐待防止システム

金沢iITの高齢者虐待防止システムの特徴は，民

生委員活動を基盤とした地域福祉システムを活か

した福祉情報ネットワークの構築である。

金沢市は石川県の中央に位置し，人口452,892

人，６５歳以上人口82,600人，高齢化率１８２％の北

陸最大の都市であり，民生委員等による地域福祉

活動が積極的な地域である。

平成15年の国の高齢者虐待防止モデル事業によ

り，在宅介誰支援センター，居宅介護支援事業所

に虐待の調査票を送付したところ，144件の虐待

が報告された．100件を超える虐待事例は関係者

に衝撃を与えたが，この事実は高齢者虐待防止を

事業として積極的に推進していく契機となった。

高齢者虐待防止システムは，従来の民生委員等を

中心とした地域福祉活動に専門機関である地域包

括支援センターを機能させ，市担当部局と結び付

けた重層的なネットワークが基盤となっている

(図６参照)．また，高齢者虐待は高齢福祉担当部

局のみでは対一応が困難であるため，市内部におけ
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る福祉関係部局の高齢者虐待対応チームの設置を

行っている。高齢福祉，介護保険，障害，生活保

護等の関連部局から高齢者虐待対･応チームとして

担当職員を任命し，様々な虐待事例に対応する準

備がされている。立入調査においては高齢者虐待

防止対･応チームを中心として構成されており，医

師も構成員に加えられている。立入調査により，

緊急保護が必要になった場合に備え，決定が可能

な職員もメンバーとしている。

これらのシステムの基盤が，高齢者福祉保健台

帳の整備である（図７参照)。882名の民生委

員，2,780名のまちぐるみ福祉活動推進員19箇

所の地域包括支援センター，行政は，高齢者福祉

保健台帳の要援護高齢者情報を活用することによ

り，迅速な介入が可能となっている。

金沢市の例は，要援謹高齢者の情報を市や地域

包括支援センターだけでなく，地域の民生委員と

も共有することで高齢者虐待防止システムを稼動

させるという方式といえる。

１１Jにおいても同様に56％，５８％の増加率を示す。

金沢市は平成17年度は対.前年度-25％と減少傾向

を示すが，平成18年４月から７月において，既に

34件の虐待通報があることから，平成18年度にお

いては，対前年度増加は確実である。システム構

築が行われると虐待の発見および通報が増加する

傾向があるといえる。

次に，５市区の高齢者虐待防止システムの特徴

について比較する。第１に，高齢者虐待防止関連

機関のネットワークの幟築ついて検討する。萩市

は，在宅介護支援センターと地域包括支援センタ

ーの情報の共有がネットワーク構築の基盤となっ

ている。離島が存在することによる交通の便の悪

さは，高齢者虐待の通報受理から介入等において

致命傷になりかねない。緊急を要する事例につい

ては，第一次的介入を行う在宅介護支援センター

にとっても行政との心理的・物理的距離感から不

安感を覚えることが予想される。しかし，その弱

点をオンラインシステムで繋げ，リアルタイムに

情報共有することで介入への意思決定がシンプル

となり行政と協働して虐待事例に介入可能とな

る。また，在宅介護支援センターと行政の関係だ

けでなく，在宅介護支援センター間の横の連携に

おいても情報共有が可能であることから，過去の

虐待事例に対･する知識の共有も図るごとができる。

日頃から情報を共有することにより，地域包括支

援センターが在宅介謹支援センターに対し，的確

な介入方針の決定を早期に判断できる環境にある。

また，虐待が発生している家族と他の地域で生活

する親族等との情報交換も重要になることから，

Tl了全域の在宅介護支援センターを結ぶネットワー

クは，支援者側にとっては心強いツールとなる。

世田谷区においては住民異動が激しいため，既

存の住民による地域ネットワークを中心とするこ

とよりも，事業者に協力を求め，区・事業者・区

民の３者による「新しい公共」に基づいたネット

ワークを展開していることが興味深い。世田谷区

は，他の３市と比較して規模が大きいため，事業

者に対する説明会や研修を行うにしても大規模な

学会のような様相を呈する。しかし，区は，第１

第２節５市区の高齢者虐待防止システムの比較

萩市，横須賀市，金沢市の高齢者虐待対応相談

の実態は図８に示す。図８によると虐待相談件数

は横須賀市が年度ごとに増加している。件数の増

加率からみると，金沢市は，平成15年に188％，

平成16年には150％の増加を示している。横須賀

図８３市の股待相談の｜化移
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以上の先進市区の例から，高齢者虐待防止関連

機関のネットワークの構築については，介護サー

ビス事業者，関連団体を１１１心に協力や参加を求め，

協議会や連絡会の形態でシステムの構築が重要で

あることがわかる。そして，高齢者における福祉

の情報化については，萩市や金沢ilTの情報共有の

方法が参考になるかもしれない。実際の虐待事例

への介入システムは，虐待対.応個別会議（地域ケ

ア会議）を必置することやケアマネジメントサイ

クルにより，継続した支援が必要である。また，

緊急保護施設の確保も重要である。それぞれの市

区で濃淡はあるが，このような体系が，高齢者虐

待防止法に規定されたシステムを実際に運用して

いくシステムと考えてもよいだろう。

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定時

から，事業者に新しい公共の一翼を担う役割を求

めることとした。このように３者の役割分担が|ﾘ」

確になっているため，区は高齢者虐待対･応マニュ

アルの作成やサービス事業者別の連絡会，成年後

見連絡会等の組織の支援と連携を行っている。区

は区・事業者・区民の調整型の役割を果たしてい

る。

横須賀市は，高齢者虐待防止ネットワークの榊

築に関し，高齢者虐待防止センターがネットワー

クミーティングを開催することで，事例を積み重

ねながら各関係機関との連携を強めていく方式と

いえるだろう。

金沢市においては，高齢者福祉保健台帳を基盤

にして福祉の情報化を図っている331。セキュリテ

ィの問題から，市直営のお年寄り福祉支援センタ

ー（基幹型在宅介護支援センター）で情報をデー

タベース化し，その他の機関は紙ベースによる情

報共有を行っている。情報共有の先端が地域の民

生委員であるという点が特徴といえる。

第２に，高齢者虐待事例に対する介入システム

の構築について検討する。秦野市については，保

健師が中心となってシステム構築を行っており，

地域保健の視点から予防に重点を置いている。３

つの段階的なケアマネジメントサイクルで高齢者

虐待に対応している。高齢者虐待に介入するシス

テムをケアマネジメントサイクルで表現した流れ

は．高齢者虐待防止法で規定されたシステムを現

実化したものといえる。他市IIT村においても比較

的導入しやすいシステムであろう。

横須賀市においては，高齢者虐待防止の歴史が

最も古く，システム構築は完成しているといえる。

特に，高齢者虐待防止センターという独立型中核

機関を設置したことで，多くの事例への専門的介

入を分析する能力も高い。

世田谷区においては，虐待発見のチェックリス

ト等による虐待介入への判Ｍｌ｢材料の提示をしてい

る3D。

最後に，世田谷区，金沢市ともに緊急保護施設

を確保している。

第３章高齢者虐待防止システムの課題

高齢者虐待防止法において特徴的であるのは，

市１１１１村が中心となって高齢者虐待防止に対応する

ことである。地域の実情に合わせて高齢者虐待防

止施策を展開することが狙いとされている。しか

し，児童虐待防止法については児童相談所，ＤＶ

防止法においては配偶者暴力相談支援センター，

とされていることからもわかるように，対.人援助

において専門的な介入技術が必要である高齢者虐

待について，独立の中核機関の設置がされないこ

とは問題がある。しかし，独立型の中核機関の設

置については都道府県による設置を求めているわ

けではない。中核市による児童相談所の設置が，

平成18年度より，横須賀市と金沢市で開始された

ことから，身近な市''１７村に中核機関を設置するこ

とが有効かどうかは評価を待つ必要がある。児童

虐待や高齢者虐待においても，コミュニティソー

シャルワーク（CommunitybasedSocialwork）の

活動基盤が整備されているならば，住民の生活に

密着した市111J村に高|齢者虐待防止の中核機関を設

置する方が望ましい。高齢者虐待防止法の与野党

調整の段階において，市''1J村による高齢者虐待防

止センターの設置が見送られたことは再考を要す

る35)。
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一方，施設内虐待において直接的な責務は，介

護保険施設等の認可や介護支援専門員の資格授与

や実務研修等の役割を担っているのが都道府県で

あることを考えると，市町村よりも都道府県の組

織がより適当でないかと考えられる。市町村から

都道府県に対し直接的な協力が必要であることは

いうまでもないが，養介護施設従事者等の虐待に

ついては，都道府県に責任を求める方が現状では

より効果的でないだろうか。また，施設内虐待に

おいて虐待の発見，通報は，養介護施設従事者等

の内部告発に頼るばかりでなく，高齢アメリカ人

法に規定される長期ケアオンブズマン・プログラ

ム3`)等の第３者よる施設内虐待の発見，通報の制

度が必要である。これらの点については高齢者虐

待防止法により初めて規定されたことであるので，

今後の状況を見守りたい。

実際の介入場lhiにおいて注'三'すべき点は，緊急

保護のための短期入所であろう。緊急短期入所の

居室確保は予算化されなかったが，短期入所事業

所が定員を超過した場合でも減算の対･象とならな

い取扱とされた37)。しかし，法が居室の確保を求

めるならば，国の予算措置が必要であると考えら

れる。また，多くのT17lI1T村から指摘されているの

は，緊急時の虐待者と被虐待者の分離についてで

ある。「やむを得ない事由による措置」の対応も

必要であるが，医療機関へ緊急入院を行った場合，

医療ケアに対する被虐待者の自己負担分未払い問

題が発生している38)。医療ケアに関しては，措置

費による支払いは不可能である。この問題はケア

会議等でも頻繁に指摘され，医療機関との連携の

足場を崩す可能性が危愼される。

次に，高齢者虐待防止において中心的役割を期

待されている地域包括支援センターの機能を考え

てみる。地域包括支援センターは，「地域住民の

心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより，その保健医療の向上及び

福祉の増進を包括的に支援すること」を目的とし

て平成18年４月に市111J村に設置された（介護保険

法第115条の39項１項)。地域包括支援センターの

主な業務は，介護予防ケアマネジメント業務．総

合相談支援・権利擁護業務，包括的・継続的ケア

マネジメント業務の３つである。このうち，高齢

者虐待防止は権利擁謹業務に位置する。

地域包括支援センターに配置された職種は，社

会福祉士,保健師,主任ケアマネジャーであり，３

職種がチームアプローチを行うとされている。通

常，社会福祉士が中心となって権利擁護業務に携

わる。この点について，急遮，社会福祉士を必置

制としたため，経|験のある社会福祉士が配置され

ず，実践経験のない社会福祉士が多く配置されて

いるTl7llT村が多いと指摘されている39)。また，平

成18年度においては，地域包括支援センターの３

業務が，フル稼IiliIしている状況ではないのでｲ0)早

急な判断は避けるべきであるが，介護予防事業が

１００％稼動する平成19年度は，権利擁誰業務に対

し充分な関わりが可能であるか注目していかねば

ならない。

最後に，高齢者虐待防止法で規定された「高齢

者虐待対応協力者」を中心とした連携体制の構築

が，虐待に対し効果的な対応を可能にする決め手

となるであろう。連携体制の構築は，各団体や機

関に協力依頼をし，机上でシステム図を作成する

ことではない。高齢者虐待対応の前提条件は，萩

市のオンラインシステムや金沢市の高齢者福祉台

帳の整備というツールによる情報化だけでなく，

横須賀市の専任高齢者担当保健師活動等による地

域からの情報をシステム上の流れにのせる工夫も

必要であるⅡ)。これらの情報が早期発見につなが

り，その後の地域ケア会議等で方向性が協議され

ることとなる。高齢者虐待に関わる地域ケア会議

やサービス調整会議等においては，弁護士や警察

の参加はもとより，事例によって柔軟に参加者を

決定する方針が必要である。システム上は各機関

が固定化した役割を果たすことも重要であるが，

ネットワーク上は柔軟な結び付きを持たせること

がより重要となる。特に，複雑な虐待事例におい

ては，柔軟な関係機関の結び付きが対応において

効果的である。

また，「高齢者虐待対応協力者」については，

世田谷区や金沢１１丁などの行政主導型の「高齢者虐
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被害者からの通報に対する警察の協力と関わり等

については，法施行後間もないため，経過を見守

りつつ，今後の課題としていきたい。

侍防止連絡協議会」等の連携組織の構築がある。

これらの組織は，市区''1J村の高齢者虐待防止施策

について協力や評価等を行う組織と位置づけられ

る。同法では，「高齢者虐待対応協力者」につい

て，現場の対･応に近い連携組織と上位の連携組織

を分ける規定はないが，先進市区は，上位組織と

下部組織の２段がまえの構成をとっているところ

が多い。これは，連携組織が施策全体を協議する

組織と現場の事例を協議する組織に分けられてい

ることを意味する。今後は，各地域で自然発生的

に草の根で活動し始めている組織やＮＰＯ等との

連携も視野に入れ，連携組織として協力していく

必要があるだろう。

注

ｌ）本法では，高齢者虐待の相談・指導（第６条)，

通報等（第７，８条)，通報後の措置（第９条)，立

入調査（第11条）等，直接的な責務を負うのは市

Ⅱ|J村とされ，地域包括支援センターの関与が予定

され，市１１１１村と連携協力をする高齢者虐待対応協

力者を'二１１心としたシステムの構築についても規定

されている（第９条，１６条，１７条、１８条)。

２）国及び地方公共団体の責務等については，法３

条。

３）会長に参議院議員陣内孝雄，事務局長に参議院

議員南野智恵子，事務局次長に衆議院議員馳浩。

４）民主党は山井和則議員が中心となり平成16年高

齢虐待プロジェクトチームを設置。平成16年７月

に法律案要綱を作成した。公明党は平成15年の衆

議院選挙のマニフェストで，高齢者虐待防止の法

整備を掲げ，平成16年第159回国会参議院本会議や

予算委員会で，高齢者虐待防止への取組について

積極的な発言がみられ，平成17年３月「高齢者虐

待防止対策ワーキングチーム（古屋範子庫長)」を

設置。その後，自民党と共同で設置した「高齢者

虐待問題与党プロジェクトチーム（馳浩座長)」が

法案要綱を作成し，議員立法による立法化をn指

すこととした。

５）金沢市においては，平成14年度９件の報告があ

った。

６）本事業は先駆的事業であり，国の補助率が100％

であった。

７）国2/４，県l/４，７１丁|IIT村l/4の財源割合となる。

８）医療経済研究機榊「家庭内における高齢者虐待

に関する調査報告書」（2004.3)。2003年に行った

「家庭内における高齢者虐待に関する調査」であり，

初の全国調査であった。

９）高齢者虐待についての協議機関との連携，実態

調査，虐待発見に関わる福祉保健従事者に対する

１１１|｢修，住氏への情報提供の４つが骨子となってい

るTl丁Ⅱ1J村が多い。藤沢市高齢者虐待防止対策事業。

，ＩＩｆ広市高齢者虐待防止ネットワーク事業等多数。

10）金沢市では，平成15年-17年に301']1を超える高

齢者虐待の研修を民生委員を対象に行ってきたが，

研修後の質問では，「高齢者虐待と親子喧llillFの違い

は」「親子関係に近隣住民が関与するのは相手方に

対する権利侵害でないか」「|H当地域で児童虐待で

なく高齢者虐待まで，関与するのは限界である」等

の質疑が高いWii率で発言される。

11）1621可国会で民主党は単独で，７月29日の衆議院

厚生労働委員会に提出した。自民．公明両党は８

おわりに

本稿では，高齢者虐待防止法施行により，市区

|IIJ村の高齢者虐待防止事業の経緯を検討した。高

齢者虐待防止法に規定された虐待防止対応は，市

区町村でどのような高齢者虐待防止システムとさ

れているかを論じるため，先進５市区の高齢者虐

待防止システムを参考にして，ネットワークの構

築やケアマネジメントサイクルによる介入の必要

性を言及し，高齢者虐待防止システムの課題につ

いて明らかにした。

高齢者虐待防止法の制定は，市'''1村を責任主体

として明確にしたため，高齢者虐待施策の底上げ

につながると評価できる。また，改正介護保険法

制度も施行され，地域包括支援センターを核とし

た地域福祉ネットワークの構築と高齢者の権利擁

護が市町村に課せられたことで相乗効果が認めら

れる。高齢者虐待の通報・受理体制．事実確認。

関係機関との対応の協議，立入調査や緊急時の保

護，やむを得ない事由による措置の活用，成年後

見制度のTlTHlJ村長申立の活用，そして施設内虐待

への対応等の一連の高齢者虐待防止対.応が規定さ

れたことも前進したといえる。

しかし，養護者による虐待には「同居人」によ

る虐待が含まれていないことや65歳未満の被虐待

者に対鬘する支援は規定されていない。立入調査や
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月５日「高齢者虐待の防[上，高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律案」を衆議院に提,(1)し，

法案提出の背景上，誰もが成立を予定したが，８
月８日参議院本会議で郵政民営化関連法案が否決

され，衆議院解散となったため，廃案となった。

12）「在宅における高齢者虐待防止と介謹者支援推進

事業報告書」（生活福祉研究機椛2006）121-218頁。

13）養介謎施設又は養介護事業において業務に従事

する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受け

たと思われる高齢者を発見した場合は，市Ⅱ｢村に

通報する規定である（法21条)。自民党の一部から，
老人福祉施設経営者からすると事実に基づかない

通報は，風評被害や社会的信頼を｜１１ない施設経営

に影響を及ぼすという点から反対が表明されてい

た。この点について，同法第21条６項に，「(虚偽

及び過失によるものを除く)」という文言をl｣Ⅱえる

修正案により，まとまった。

14）法制化の経緯については，猪熊律子「高齢者虐

待防止法の成立の経緯｣『高齢者虐待防止{ﾘ｢究｣voL2

／Nol（2006）６－１０頁が詳しい。

15）地域包括支援センターは，「被保険者に対する虐

待の防止及びその早期発見のための事業その他の

被保険者の権利擁誰のため必要な援助を行う事業

高齢者虐待防止，早期発見，権利擁護のための必

要な援助を行う事業（介誰保険法第115条の38第１

項４号)」と規定されている。

16）当会議で厚生労働省令，法律施行規則の説'ﾘｌ
そしてマニュアルに基づく説明があった。これら

を受けて，市|IIJ村は要綱等を作成するならば，５

月一６月にスタートするほかない。

17）高齢者虐待に関わる地域包括支援センターは，

平成18年４月より運営されているため，虐待事例

が発生した場合は，地域包括支援センターを中心

に介入していただろうが，法に基づいた形での体

制づくりである立入調査の手続き（要綱等や立入

調査証の作成）や居室の確保等は，数ヶ月を要し

た。

18）田｢|i寛之「高齢者虐待の合資，高齢者の擁護者

に対する支援等に関する法律」『ジュリストjＮＯ

ｌ３０６（2006）２９頁。「市1ⅡT村・都道府県における高

齢者虐待への対応と養誰者支援について」（厚生労

lliII省老健局，2006）２８頁を参照。

19）「養護」とは，当該高齢者の日常生活において，

何らかの世話をしていることである。「現に養護す

る者」の範囲は，近所に住み，｜]常的に世話をし
ている同ｌ４していない親族も含まれるとしている。

１１本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する

委員会編｢高齢者虐待防止法活用ハンドブック』(民

事法研究会，2006）２３頁参照。

20）現に世話をしていない高齢者の親族であっても

経済的虐待を行うことができ得る関係にあると考

えたことによる。経済的虐待は，高齢者と関係の

ない第三者も含め不当に財産上の利益を得ること

ができる可能性があり，加害者の範囲を限定しな

いことも考えられた。しかし，高齢者と一定の関

係にある者からの不当な行為から高齢者を保護す

るという法律の趣旨に合致しないものまで虐待に

含まれる可能性があることから，範囲が限定され

ることとなったという。Ｈ]中寛之「高齢者虐待に

対する適切な対応と高齢者の養護者の負担軽減を

図る」『時の法令」No.1760,35頁。

21）地域包括支援センターに対し，立入調査は，事

務の委託事項に含まれていないことから，市町村
直営の地域包括支援センターに限られ，市''１丁村が

民ＩＨＩ法人等の委託契約を結んでいる地域包括支援

センターでは行えないとされている。前掲（厚生

労働省老健局，2006）５１頁。

22）市llT村長は，高齢者の生命又は身体の安全の|ｉｆ

保に万全を期する必要がある場合’警察署長に対

し援助を求めることが義務とされた。（第12条２項）

23）養介談施設従ｉＴ者等については，本来，高齢者

が介護サービスの提供を受けるべき場所での虐待

が特に許されないものであるからだとしている。

前掲。Ｈ｣中寛之『時の法令」No.1760,39頁。

24）市町村は改正介護保険法による地域密着型サー

ビス事業は市町村が指定権限を持つこと，また，

保険者としての報告徴収権限がある。m1Ii寛之「高

齢者虐待の合資，高齢者の擁誰者に対する支援等

に関する法律」「ジュリスト』No.1306（2006）３１

頁。

25）公表については，「高齢者虐待の防止，高齢者の

擁談者に対する支援等に関する法律施行規則」（平

成18年厚生労働省令第94号）

26）「高齢者虐待対応協力者」とは，在宅介護支援セ

ンター，地域包括支援センター，その他関係機関Ⅲ

民lHIlill休等であるが，連携協力団体としては，弁

護士会，司法書士会，社会福祉士会，医師会等の

ネットワークが必要である。前掲。日本弁説士連

合会高齢者・障害者の権利に関する委員会編「商

齢者虐待防止法活用ハンドブック』44-47頁参照。

27）「高齢者虐待対応協力者」については，地域包括

支援センター，在宅介護支援センター以外のメン

バーの決定は，TlTlI1J材に委ねられている。

28）厚生労uiI省老人保健事業推進費等補助金により

社団法人生活福祉研究機Ｗｌｆに委託された事業。委

員長栃木_三郎（上智大学教授)。

29）「高齢者虐待の予防・早期発見・対応支援ネット

ワークの構築事業報告書」（秦野市，2006）１５頁参

照。

30）新しい公共における３者の役割は，区民はサー

ビスの主体的選択に基づく利川，健康づくり，「１

立生活の維持等。事業者は健全な市場形成による

需川の供給確保や適性競争によるサービスの質の

向上，区民・行政との協働の推進。行政は，地域
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保健福祉の総合的推進，社会福祉構造転換への対

応，サービス供給体制雅備，苦情対応，区民活動

の支援等であり１３者が対鬘等なパートナーシップ

を結ぶとされている。「世田谷区商齢者保健福祉計

画・介誰保険事業計画（第１期)」（平成12年）を

参照。

31）角田幸代『高齢者虐待を防ぐ地域のネットワー

ク』（ぎようせい，2006）28-30頁参照。

32）ｉ葡齢者虐待が発生した場合，支援IIl当者が集ま

り，対応策を協議する場である。参加機関は､事

例に関わっている担当者や行政|ｕ当課，在宅介誰

支援センター１民生委員児童委員，市社会福祉協

議会，老人福祉施設警察等でありⅢ情報の共有，

問題の整理，関係機関の役ｉ１ｆＩ分1u等を行っている。

また年に１回，ネットワークミーティングの総

括が行われている。

33)森本佳樹｢地域福祉情報論序説』(川島書店，1996）

25-26頁。森本は，福祉情報化を「福祉活動にお

いて福祉情報を意識的に利川することである」ま

た「福祉情報を十分に流通・活川して地域福祉シ

ステムを整備し，ニーズ保有者や住民の生活支援

を図る総体の取り組み」としている

34）虐待チェックリストは，虐待の発生があるか支

援者側が判断する材料となる。また，虐待対処レ

ベルでは，分離・保護か見守り支援かどうかを､卜'１

断する薙準もある。津村智恵子「在宅高齢者への

虐待防止と養護者への支援」「国民生活」第36巻第

６号（「il民生活センター、2006）11-14頁参照。

35）横須賀市，名古屋市は高齢者虐待防止センター，

高齢者虐待相談センターを既に設置済である。

36）高齢アメリカ人法，４２ＵＳＣ§30589,Ｌong-term

careombudsmanprogramを参照。
37）「指定介誰老人福祉施設の人員，設Iilfi及び運営に

関する基準」（平成11年厚生省令第39号）参照。虐

待による場合，入所定員及び居室定員を超えても

介護報ＩＭＩの減算対象にはならない。平成18年４１－１

改正。これまでは’定員の５％増しか認められな

かった。

38）角田幸代「高齢者虐待の防｣上，高齢者の養誰者

に対する支援等に関する法律の施行によせて」『高

齢者虐待防｣'二研究」ｖｏＬ２／No.１（2006）２６頁。

400件程度の虐待の中でも，居室の確保が必要な事

例は大多数を占めるわけでないという。

39）日本弁護士会連合会高齢者・障害背の権利に閲

する委員会編『高齢者虐待防止法活川ハンドブッ

ク」（民事法研究会，2006）135頁

40）介護予防特定高齢者施策における特定高齢者把

握事業においては，老人保健事業の雑木健康診査

の実施により，特定高齢者の選定が行われるため，

ユ|え成18年４１=|に事業開始であってもⅢ地域包ITIi支

援センターの業務である介護予防ケアマネジメン

トは，平成18年度後半から稼動される市''１村が圧

側的多数である。

４１）前掲。角田幸代『高齢

トワークｊ22-26頁参照。

Ⅲ高齢者虐待を防ぐ地域のネッ


