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はじめに

　高齢者虐待は、『老人虐待』（金子善彦，1987年）により社会問題として提起がなされた。
高齢者虐待の調査としては、『高齢者の福祉施設における人間関係の調整に係わる総合的
研究』（高齢者処遇研究会，1994）が最初であったが、1990年後半から福祉・保健・医療
の各分野において、実態調査や介入方法等についての調査や研究が行われるようになった (1)。
　近年高齢者虐待問題に対する社会的関心が高まり、2003年8月に日本高齢者虐待防止学
会の設立記念国際シンポジウムが開催され、2004年7月には日本高齢者虐待防止学会が設
立された。また、介護保険に新たに創設される地域包括支援センターの事業のひとつに、
高齢者虐待の防止・早期発見、権利擁護等が掲げられた。2005年11月には、「高齢者虐待
の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が成立し、高齢者虐待防止・早期
発見への基盤が急速に整備されつつある。
　公的機関による初めての全国調査が2003年11月～ 2004年1月にかけて、市区町村、居宅
介護支援事業所、在宅介護支援センター、保健所等家庭内の高齢者虐待に接することがあ
ると思われる機関に対して実施された。2004年3月には『家庭内における高齢者虐待に関
する調査報告書』（財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構,2003）が
発刊された。
　本稿では、まだ確立されていない高齢者虐待予防のあり方を検討するための基礎研究と
して、前述の調査『家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書』に掲載された自治体
が持っている「高齢者虐待対応専門チーム」に注目して、それら専門チームならびに、各
自治体の高齢者虐待予防策の現状を明らかにし、高齢者自身や家族に向けた高齢者虐待予
防策の重要性を提案することを目的としている。

調査報告
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１．自治体の高齢者虐待専門チームについて

　『家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書』において専門チームが有ると回答し
た各自治体に、高齢者虐待専門チームの概要の調査を実施した。　

（１）調査方法

　『家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書』の「第４部自治体調査の結果」「第２
章自治体の現状」「6.高齢者虐待対応のための専門チーム」「（１）専門チームの存在」にお
いて、「その市区町村内に専門チームのある自治体」に掲載されている自治体58ヶ所（表１）
に対して、2004年9月16日～ 11月15日に、電話調査を行った。
　調査内容は、まず専門チームの有無を確認して、「有」の場合は内容について、「無」の
場合はその理由を聞いた。また、専門職対象の研修・マニュアル、一般市民対象の講演会・
リーフレットの有無を確認して、「有」の場合はその内容について質問した。

（２）専門チームについて

１）全国調査 第４部自治体調査概要(2)について
　全国調査実施時の自治体数は、3,204（平成15年11月１日現在の市町村数に東京都23特別
区を加えたものとする。）であり、回答した自治体は 2,589、回収率は 80.1%であった。
２）専門チームの定義
　本稿では、「専門チーム」の定義として、『家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書』
（以下、全国調査と記す）第４部自治体調査の問６の設問(3)に明記されている「ここでいう
専門チームは単に対応困難事例のためのチームではなく、高齢者虐待への対応を目的、ま
たは目的の一部としたチームとします。（常設か随時開催かを問いません。）」を用いる。
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表 1　その市区町村内に専門チームのある自治体

都道府県名 市区町村名 担当部署名 都道府県名 市区町村名 担当部署名

北海道 生田原町 民生課介護福祉係 新潟県 頸城村 保健福祉課

北海道 穂別町 穂別町在宅介護支援センター 石川県 金沢市 長寿福祉課

青森県 脇野沢村 住民保健課 福井県 永平寺町 福祉課

秋田県 平鹿町 福祉保健課 山梨県 小渕沢町 環境福祉課

秋田県 鷹巣町 福祉保健サービス課 長野県 王滝村 住民課福祉係

秋田県 昭和町 福祉保健課 長野県 天龍村 住民課

山形県 櫛引町 福祉課 長野県 小川村 住民福祉課

山形県 西川町 保健福祉課 岐阜県 関市 民生福祉部高齢福祉課

山形県 上山町 上山市福祉事務所 静岡県 三ヶ日町 住民福祉課福祉係

福島県 金山町 保健福祉課保健福祉係 愛知県 大府市 福祉課

福島県 新鶴村 住民福祉課 三重県 志摩町 健康福祉課

茨城県 大子町 保健福祉課 大阪府 門真市 保健福祉部高齢福祉課

茨城県 岩井市 保健福祉部介護福祉課 兵庫県 緑町 健康福祉課

茨城県 神栖町 高齢福祉課在宅介護支援センター 兵庫県 吉川町 健康福祉課

栃木県 小山市 高齢生きがい課 島根県 旭町 保健福祉課

群馬県 前橋市 保健福祉部介護高齢福祉課 岡山県 美作町 健康福祉課介護係

埼玉県 江南町 江南町役場福祉課 岡山県 建部町 保健福祉課

東京都 江戸川区 介護保険課事業者調整係 徳島県 勝浦町 福祉課

東京都 北区 健康福祉部福祉サービス係 愛媛県 伊予三島市 在宅介護支援センター

東京都 奥多摩町 健康福祉課 愛媛県 伊方町 福祉課

東京都 豊島区 中央保健福祉センター 高知県 奈半利町 保健福祉課

神奈川県 厚木市 福祉介護課高齢福祉係 福岡県 福岡市 早良区地域保健福祉課

神奈川県 綾瀬市 いきがい介護係いきがい担当 福岡県 宇美町 福祉課福祉係

神奈川県 相模原市 高齢者福祉課 長崎県 布津町 保健福祉課

神奈川県 大和市 保健福祉部高齢者福祉課 長崎県 大島町 住民福祉課

神奈川県 鎌倉市 高齢者福祉課 長崎県 時津町 福祉課

神奈川県 横須賀市 中央健康福祉センター 熊本県 小国町 住民福祉課

神奈川県 開成町 町民サービス部保健福祉課 大分県 別府市 高齢者福祉課

新潟県 名立町 名立町住民課福祉保健係 沖縄県 勝連町 社会福祉課

注）市区町村名については、掲載についてご了解を頂いた58市区町村に限定して記載している。
担当部署は今回の調査票を記入して頂いた部署名であり、専門チームのメンバーとは限らない。

出典：『家庭内における高齢者虐待に関する調査報告書』医療経済研究機構，2004，p.151

(図表4-2-9　その市区町村内に専門チームのある自治体) 
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（３）調査結果

１）専門チームの有無について
　全国調査において、高齢者虐待に対応するための機能を持った専門チーム（常設か随時
開催かを問わず）が、その市区町村に存在するかどうかを尋ねた質問に対して、回答した
自治体 (2,589) の 96.8%が「ない」、2.7％が「ある」(71自治体)と回答している。
　「ある」と回答した71市区町村のなかで、58市区町村名が公表されている（表１）。本
調査では、この58市区町村に対して、新たに高齢者虐待専門チームの有無を再確認した。
86.2％が「有」、13.8%が「無」と回答した。今回の調査で高齢者虐待専門チームが「無」
と回答した自治体に、全国調査で「ある」と回答した理由を質問すると、「全国調査も“な
い”と回答したはずである。」、「前任者が回答したのでわからない。」などの回答があった。
  

　さらに、「有」と回答した50の自治体に高齢者虐待専門チームの内容について質問した
ところ、地域ケア会議が最も多く48.0%を占めた。続いて高齢者虐待専門チームではない
が、高齢者関係全般に関するチーム・会議 28.0%、高齢者虐待、児童虐待、ドメスティッ
ク・バイオレンス等に対応する虐待関係のチーム・会議 4.0%、その他 6.0%の順であった。
高齢者虐待対応のみの専門チームが「有」と回答したのは、14.0%であった。
２）専門チームの概要比較
　７市６ヶ所に高齢者虐待専門チームがあることが電話調査で判明した(4)。しかし、鷹巣
町の権力行使審議会（平成14年4月1日設置）は、町内諸施設における権力行使を禁止した
鷹巣町高齢者安心条例(5)に基づいた審議会であり、他の専門チームと目的が異なるので本
稿の対象から除いた。
　以下、６市５ヶ所（表２）に対し設置要綱等の資料の送付を依頼して、高齢者専門チー
ムについて内容を検討した。
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　　　　　　表 2　高齢者虐待対応のための専門チーム　　　　（2004年11月現在）

市区町村名

綾瀬市・大和市

横須賀市

金沢市

関市

大府市　

設置日

H14/4/1

H16/4/1

H15/12/17

H16/4/1

H15/4/1

高齢者虐待対応のための専門チーム名

大和保健福祉事務所管内高齢者虐待防止SOSネットワークシステム

高齢者虐待防止センター

金沢市高齢者虐待防止専門チーム

関市高齢者虐待防止ネットワーク会議

大府市高齢者虐待防止連絡協議会

　高齢者虐待専門チームの目的としては、各専門チームとも高齢者虐待防止・早期発見・
早期対応等を掲げていた。構成員は、各専門チームによって異なっているが、行政、保健
関係、福祉関係、医療関係、警察関係が中心メンバーになっているチームが多かった。さ
らに、社会福祉協議会職員、民生委員、弁護士、学識経験者を加えているチームもあっ
た。
　事業としては、高齢者虐待の早期発見、事例検討、関係機関との連携、家族への支援等
が掲げられていた。起きてしまった高齢者虐待への対応事業の他に、啓発活動を含めての
高齢者虐待予防、高齢者虐待防止が事業として全市であがっていた。
３）専門職対象の研修、マニュアルについて
　58自治体に対して、専門職対象の研修に関して質問したところ、「有」が 15.5%、「無」
が84.5%であった。研修会は年１～４回の開催で、外部講師（学識経験者・弁護士等）を
招いての講演会、連続のセミナー、スーパーバイザー（学識経験者等）を招いての事例検
討会などであった。
　専門職対象のマニュアル等の作成についての質問では「有」が 5.2%、「制作中・平成16

年度作成予定有り」が 5.2%、「無」が 89.7%であった。すでに完成している自治体と制作
中の自治体を加えると10.4%であった。
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４）一般市民対象の講演会、リーフレットについて
　58自治体に、一般市民対象の講演会の有無に関して質問したところ、「有」が 12.1%、「無」
が 79.3%、「その他」(6) が 8.6%であった。
　年１回の大規模な外部講師（学識経験者・弁護士等）を招いての講演会開催が中心であっ
たが、家族介護教室等における小規模の講演会を随時行っている自治体もあった。
　一般市民対象リーフレットの有無に関しての質問では「有」が 10.3%、「制作中・平成
16年度内作成予定有り」が 6.9%、「無」が 82.8%であった。すでに完成している自治体と
制作中の自治体を加えると17.2%であった。

５）考察
　全国調査で高齢者虐待の専門チームが「有」と回答した71自治体は、調査当時の全自治
体 3,204 の 2.2%、回答した自治体の 2.7%であった。しかし、本調査において、高齢者虐
待対応専門の「高齢者虐待の専門チーム」の存在が、全国調査の割合より低いことがわかっ
た。
　本調査は、自治体名を公表した58自治体にのみ実施したため、公表しなかった13自治体
が実際に「高齢者虐待の専門チーム」を持っているかどうかについては確認できなかった。
しかし、58自治体中「高齢者虐待専門チーム」を持っていたのは６市で、調査当時の全自
治体の約0.2%にしか過ぎなかったことが判明した。専門チームを持つ６市５ヶ所において
も、国・地方自治体のモデル事業が３市３ヶ所含まれており、単独で取り組んでいたのは
３市２ヶ所であった。本調査から、自治体における高齢者虐待の専門チームが、未整備で
あることが示唆された。
　全国調査では、他の設問で高齢者虐待対応マニュアルの作成をすでに実施したと、３自
治体が、同じく準備中と27自治体が回答している(8)。しかし、自治体名が公表されていな
いため、今回の調査では完成と準備中を併せた30の自治体に、マニュアルの内容等を確認
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することが出来なかった。一般市民対象のリーフレットに関しては、単独の調査項目がな
かったため、全国調査におけるリーフレット作成自治体の実数、内容を把握することが出
来なかった。
　本調査では58自治体に対して、専門チームの有無の他に、専門職対象の研修会、一般市
民対象の講習会の開催についてと、専門職対象のマニュアル、一般職対象のリーフレット
の作成についての有無についても確認している。専門チーム、専門職対象の研修会、一般
市民対象の講習会、専門職対象のマニュアル、一般職対象のリーフレットの５項目すべて
が「有」と回答した自治体が２ヶ所あった。５項目中４項目が「有」と回答した自治体が４ヶ
所、５項目中３項目が「有」と回答した自治体が１ヶ所あった。専門チームが「有」と回
答した自治体の他の４項目が「有」と回答した割合が高かった。
　本調査の対象は、あくまで58自治体であるが、高齢者虐待予防のための専門職への研修
やマニュアル作成、一般市民対象の啓発活動の取り組みが始まったばかりであることがわ
かった。

２．自治体の高齢者虐待予防への取り組みについて

　前述の電話調査から、58自治体において専門職対象のマニュアル作成、一般市民対象
リーフレット作成、専門職対象研修会・シンポジウム等の開催、一般市民対象講演会・シ
ンポジウム等が開催されていることがわかった。
　講演会・研修会・シンポジウム等については、テーマのみで詳細な内容まで把握するこ
とができなかったため、専門職対象マニュアル、一般市民対象リーフレットにおいて、自
治体が取り組んでいる高齢者虐待予防について検討を加える。

（１）専門職対象マニュアル

　前述の電話調査において、専門職対象のマニュアルが有ると回答した小山市、横須賀
市、金沢市、制作中あるいは平成16年度制作の予定が有ると回答した門真市、大府市、北
区の６自治体に対して、平成17年2月2日～ 8月31日にかけてインタビュー調査（横須賀の
み質問紙調査）を実施した。各自治体で発行した高齢者虐待予防のマニュアルを用いて、
高齢者虐待予防について検討を加える。
１）マニュアルの概要　
　６自治体で作成された専門職向けの高齢者虐待防止マニュアルの内容について、頁数に
よる分析を行った。
　マニュアルは５冊がA4版、１冊が持参しやすいようにという理由でB5版であった。６
冊の総頁数は 275頁で、平均は 45.8頁であった。
　掲載頁数が多い項目は、高齢者虐待の現状（全国・各自治体調査も含む）26.2%、事例
23.6%、自治体の虐待対応、サービス・組織説明等 18.8%の順であった。高齢者虐待の介
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入時の参考に活用するために、困難事例の掲載でマニュアルの半分以上を割いている自治
体もあった。すべてのマニュアルに掲載されていた項目は、「定義・分類」、「自治体の高
齢者虐待対応（フローチャートを含む）、サービス・組織説明等」の２項目であった。

２）高齢者虐待予防・防止に関する記載　
　高齢者虐待予防・防止に関しては、５自治体が掲載し、頁数はそれぞれ 0.5～ 5ページ
であったが、６冊のマニュアルの合計頁数の 4.2%にすぎなかった。
　高齢者虐待予防は、態度変容が必要な当事者の虐待者（主に介護者）と被虐待者（高齢者）
に向けた内容と、家族・親族、地域社会（一般市民）、行政および保健・医療・福祉関係
機関などの他者・他機関が行うべき内容に分類出来る(9)。マニュアルにおける高齢者虐
待の予防・防止項目の内容を６冊の合計頁数からみると、一般市民対象の内容が  30.4%、
地域社会対象の内容が 26.1%の順であり、これら２つを加えると過半数を超えた。続い
て専門職対象の内容17.4%、行政対象の内容 13.0%であった。高齢者虐待の当事者になり
やすい介護者、高齢者、家族に対する予防の内容は各 4.3%であり、これら３つを加える
と 12.9%であった。地域社会・一般市民対象の内容が 56.5%、行政・専門職向けの内容が 
30.4%、当事者向けの内容が最も割合が低く 12.9%であった。
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　地域社会に対しては、地域の見守りネットワーク作り、地域での支えあいの大切さの提
唱、虐待かもしれないと気づいたら専門家に相談するようにといった内容であった。一般
市民に対しては、高齢者虐待の啓発、高齢者虐待は誰の家庭でも起こりうるという認識の
普及、認知症の知識の普及、介護保険サービス利用に対する偏見をなくすことなどが、予
防策として掲載されていた。
　専門職に対しては、各自が虐待の問題意識を高め虐待のサインを見逃さないようにする
こと、介護者の介護負担を軽減すること等があげられていた。
　行政に対しては、関係機関・専門職のネットワーク化を図り、そのネットワークの力を
育てることや相談受理機関の設置があげられていた。
　家族には、親の扶養について話し合うことの必要性があげられ、当事者になりやすい介
護者には、地域で愚痴が言える仲間作りの必要性があげられていた。高齢者には、主体的
に生きることの重要性が予防につながると書かれていた。
３）考察
　専門職対象のマニュアルは、高齢者虐待の概要説明、自治体の対応組織説明、事例が中
心で、高齢者虐待予防・防止についての記載のページ数が少なかった。高齢者虐待予防の
現状を、専門職向けのマニュアル掲載ページ数から見ると、予防・防止関係のページ数は、
６冊合計頁数の 4.2%に過ぎなかった。　　
　専門職対象のマニュアルは、高齢者虐待の基礎知識の部分が多かった。当事者になる可
能性がある介護者への仲間作りの必要性、高齢者への予防策は、高齢者自身も主体的に生
きることを考えることの大切さが掲載されているのみであった。
　介護者へのサポートとして、愚痴を言える仲間作りはどうすればよいのか、仲間が出来
たらどのようにそのグループを活用して、介護者が虐待者にならないようにすればよいの
か等のプログラムの提示がなされていなかった。
　高齢者についても、主体的に生きることが虐待予防としてあげられていたが、どの段階
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でどのようにすれば、主体的に生きられるのかという具体的なプログラムの提示がなされ
ていなかった。
　専門職のマニュアルにおいても、まだ高齢者虐待の啓発が中心であり、虐待の当事者に
なりやすい介護者・要介護高齢者への具体的な予防策の提示が少ないことがわかった。さ
らに、要介護者になる前の高齢者や家族に対しての予防プログラムの提示が、ほとんど無
いことがわかった。

（２）一般市民向けリーフレット

　前述の電話調査において、一般市民対象のリーフレットが有ると回答した金沢市、横須
賀市、江戸川区、綾瀬市・大和市（神奈川県大和保健福祉事務所）、制作中あるいは平成
16年度に作成予定が有ると回答した門真市、北区を含め、入手した７自治体６ヶ所の高齢
者虐待予防のリーフレットを用いて、高齢者虐待予防について検討した。

１）リーフレットの概要
　リーフレットのサイズは、A4サイズの二つ折り４頁（白黒印刷）が１ヶ所、A4サイズ
の三つ折り６頁（カラー印刷）が１ヶ所、B4サイズの三つ折り６頁（カラー印刷）が１ヶ
所、A4サイズ３枚綴りの三つ折り９頁（カラー印刷）が３ヶ所であった。各自治体ごとに
イラストや写真を用いるなどして、限られた紙面に様々な工夫を施していた。
　リーフレットの掲載内容としては、相談窓口は６ヶ所すべてにおいて掲載され、高齢者
の虐待要因、高齢者の虐待分類が各５ヶ所で掲載されていた。高齢者虐待予防・防止につ
いては４ヶ所で掲載されていた。

表 3　　一般市民対象リーフレット内容

相談窓口

高齢者虐待の要因

高齢者虐待の分類

高齢者虐待の予防・防止について

高齢者虐待の定義

高齢者虐待のセルフチェック項目

内容 掲載数

6

5 支援体制 2

5 認知症高齢者への対応について 2

4 高齢者の機能低下の説明 1

3 全国調査の概要

3

1

掲載数

介護サービス、関連する制度の説明 3

内容
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２）高齢者虐待の予防・防止について
　地域での見守りや声かけ、地域住民が認知症についての理解を深めることなど、高齢者
虐待を起こさせない地域作りが３ヶ所で提示されていた。他に、介護を一人で抱え込まな
いこと、家族みんなで助け合うことの重要性を提示しているリーフレットもあった。
３）考察
　一般市民対象のリーフレットは、高齢者虐待についての啓発が主で、高齢者虐待の説明
と各自治体の相談窓口の提示に多くの紙面を割いていた。高齢者虐待が社会問題としてク
ローズアップされてはきたが、一般市民にとってはまだ認識された問題ではないことがわ
かった。
　高齢者虐待の予防・防止に関しては４ヶ所で掲載していた。地域へ向けての提案４ヶ所、
地域と家族への提案２ヶ所、地域、家族、高齢者へ向けての提案が１ヶ所にあった。家族
への提案は、介護家族に向けたもので、介護を一人で抱え込まないようにしよう、家族で
助け合おうというものであった。人間関係の円滑化を図るためと思われるが、高齢者自身
を含めて家族全体に、「ありがとう」という感謝の言葉を伝えようという提案があった。
介護負担が高齢者虐待の要因にあげられているためか、予防に関しても介護や認知症に関
することが多くあげられていた。

おわりに

　公的機関による全国調査が行われ、専門チームがすでに71自治体で存在しているという
結果が報告された。高齢者虐待予防のプログラム開発の基礎研究として、「専門チーム」
についての概要を明らかにすることを第１の目的にした。しかし、名前が公表されていた
58の自治体に電話調査した結果、高齢者虐待のみ対応している専門チームは６市にしかな
いことが判明した。自治体名未公表の13ヶ所に、高齢者虐待のみ対応している専門チーム
が存在していたかは不明であるが、６市は調査当時の全自治体の約0.2%にしかすぎなかっ
た。高齢者虐待の専門チームが少なかったのは、全国調査がまだ法律もなくモデル事業が
行われている時期に実施されたため、自治体においては専門チームの設置準備段階であっ
たと思われる。専門チームの存在が少なかったために、当初目的にしていた専門チームの
類型化等の分析には至らなかった。
　58自治体に対して専門チームの有無の確認と同時に、専門職対象の研修会、一般市民対
象の講習会の開催について、専門職対象のマニュアル、一般職対象のリーフレットの作成
についての調査も行った。５項目すべてを行っていた自治体が２ヶ所あったが、モデル事
業を行っている市であった。専門チームが有ると回答した自治体が、他の項目も複数で
行っていることがわかった。
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　電話調査時に、今までに高齢者虐待の報告が無いという自治体があった。高齢者虐待は、
まだ専門職のマニュアルも確立されていな分野であり、講習を受けた人もまだ少ないのが
現状である(10)。本当に高齢者虐待がないのか、高齢者虐待を専門職が高齢者虐待と認識で
きていないのかは定かではない。
　また、昨年度から今年度にかけての自治体の合併の中で、高齢者虐待防止対策等が、合
併後どうなるかわからないという自治体の回答もあった。昨年度から今年度にかけての多
数の自治体の合併後の取り組みや、全国調査後の自治体における高齢者虐待への取り組み
の急速な進展を踏まえ、新たに、高齢者虐待防止法施行後の各自治体や、地域包括支援セ
ンターの高齢者虐待予防の取り組みについての調査研究が必要であると思われる。
　58自治体に対して、専門職対象の研修会、一般市民対象の講習会、専門職対象のマニュ
アル、一般職対象のリーフレットの４点に絞って調査し、高齢者虐待予防策について明ら
かにするのが第２の目的であった。しかし、専門職対象の研修会、一般市民対象の講習会
については、テーマのみで高齢者虐待予防策がどの程度盛り込まれていたかという詳細な
内容まで把握できなかったため、入手した専門職対象のマニュアル、一般市民対象のリー
フレットから、高齢者虐待予防策について検討を加えた。
　専門職向けのマニュアルにおける掲載ページ数から見ると、予防・防止関係のページ数
は総頁数の 4.2%に過ぎなかった。高齢者虐待の現状や事例、自治体の対応フローチャー
ト等に紙面が割かれ、すでに起きてしまった高齢者虐待への介入に必要な事項が中心で
あった。一般市民対象のリーフレットでは、紙面が限られていることから、自治体によっ
て何を中心に一般市民に伝えるかのポイントに相違が見られた。しかし、高齢者虐待の啓
発や自治体の取り組みが中心で、高齢者虐待予防・防止が掲載されているリーフレットに
おいても、介護が必要になる以前の家族や高齢者自身へのアプローチが少なかった。
　高齢者自身が主体的に生きることの重要性を掲げたマニュアルがあったが、主体的に生
きるために、どのようにすればよいのかという具体的な内容までは述べられていなかっ
た。筆者は、高齢者が被虐待者とならないためには、高齢者のエンパワーメントが重要で
あり、家族が虐待者とならないためには、家族のエンパワーメントが重要であることを提
起している(11)。
　専門職対象の高齢者虐待防止マニュアル、一般市民対象の高齢者虐待防止リーフレット
の両方において、要介護者（高齢者）と介護者（家族）になってからの予防策の提示とと
もに、要介護状態になる以前の高齢者と家族に向けた予防策の提示が必要であると考え
る。介護保険に取り入れられた介護予防の重要性と同様に、要介護になる以前に家族と高
齢者自身への高齢者虐待予防が重要である。団塊の世代の多くが定年を迎える2007年以降
急増する高齢者が主体的に生きられるように、どのようにサポートして高齢者自身をエン
パワーメント出来るか、高齢者を支える家族をどのようにエンパワーメントできるかが、
高齢者虐待予防の重要な課題になると考える。
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　高齢者虐待防止法が成立し、地域包括支援センターにおいても高齢者虐待防止が事業化
される中で、焦点が当てられやすい介護者と要介護高齢者のみではなく、要介護状態にな
る以前の高齢者と家族に対して、高齢者虐待予防策を実施する必要があると考える。今後
の課題として、高齢者と家族対象のそれぞれのエンパワーメントによる高齢者虐待予防プ
ログラムの開発に取り組みたい。

【付記】

　本研究は平成16年～ 17年にわたるが、17年度に行った調査に関しては、平成17年度科学研究費補助金（基盤研
究（C））「高齢者虐待防止のための予防プログラムの開発」（研究代表者　山口　光治）による助成を受けた研究
である。
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【Abstract】 

The Present Situation and the Problems of the 
Prevention of Elderly Abuse in Local Governments
―― From the Findings of the Nationwide Survey ――

Nobuko SAKATA

   The purpose of this research paper is to grasp the present situation of the 
preventative measures against elderly abuse at local government level based on a 
nationwide survey report.
   It was in 2003 – 2004 that the first nationwide survey was carried out by a public 
organization in Japan.  In 2005 the “Law to prevent elderly abuse and support 
caregivers of elderly people” was enacted.  Protection of rights such as the prevention 
of elderly abuse was added to the business lines of the community comprehensive 
support center which was newly established with the revision of the long term care 
insurance system.  As stated above, the foundation for the prevention of elderly abuse 
and its early detection is now being consolidated. 
   According to the nationwide survey, a total of 71 governments have a special 
team to prevent elderly abuse.  A telephone survey was conducted in 58 of the 71 
governments whose names were announced officially.  The findings mean that few 
local governments have special teams exclusively for elderly abuse.  
   Furthermore, a question was asked about the creation of instruction manuals for 
welfare specialists and leaflets for lay people.  It was also found that out of these 
58 local governments only 10.4% of them have the instruction manuals and 17.2% of 
them have the leaflets.  However, there were only a few descriptions concerning the 
prevention of elderly abuse.  It was also found that only a few preventative measures 
have been taken for the health of the elderly and their families.
   It is necessary to empower the elderly and their families so as to prevent elderly 
abuse.  It is important to make a preventative program for the prevention of elderly 
abuse, for their health as well as for their families. 




