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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された。高齢者虐待の

調査研究としては、『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年代後半から福祉・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。

21世紀に入って高齢者虐待問題に対する社会的関心が高まり、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、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による初めての

「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（以下、H15全国調査と記す）が2003年11月から2004年1月

にかけて、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と全自治体を対象として実施され

た。

2006年4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」（以下、高齢者

虐待防止法と記す）が施行され、自治体における高齢者虐待予防の基盤整備が始まった。また、2006

年4月から実施の改正介護保険法に、「虐待の早期発見・防止などの権利擁護」の機能を担う地域包括

支援センターの設置が盛り込まれ、業務内容として「高齢者虐待防止ネットワーク」の早急の構築等

が掲げられた。高齢者虐待防止法と改正介護保険法が施行された2006年4月以降、高齢者虐待に関する

基盤が整備されつつある状況である。

１．問題点
厚生労働省は高齢者虐待防止法施行後、自治体に対して調査を毎年実施し「平成18年度　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に基づく対応状況等に関する調査結果」（以下、

H18年度厚労省調査と記す）・「平成19年度　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

る法律に基づく対応状況等に関する調査結果」（以下、H19年度厚労省調査と記す）の報告書を発行し

ている。報告書の「3．市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について」において、

高齢者虐待防止のための体制整備状況が報告されている。高齢者虐待防止法施行前の前述のH15全国

調査における類似調査項目と施行後のH18・19年度厚労省調査結果を比較すると、全体的に整備され

つつあることがわかる。

自治体における高齢者虐待防止に関しては、前述のH15全国調査を始めH18・19年度厚労省調査があ

るが、研究者による自治体の高齢者虐待対応に関しての悉皆調査は、筆者が実施した平成18・19年度
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調査以外ほとんどない。また、高齢者虐待対応のモデル事業を実施した自治体の研究は行われている

が、全国の多様な自治体の高齢者虐待防止対応の研究は少ない。地域包括支援センターの調査は看護

師、介護福祉士、社会福祉士等の立場からの調査研究が行われているが、自治体と地域包括支援セン

ターの高齢者虐待対応に関する調査は少ない。

H19年度厚労省調査では、平成19年度末現在で「対応相談窓口となる部局の設置」(99%)、「対応窓口

部局の住民への周知」（98.5%）のようにほぼ整備されたといえる項目と、「独自の対応マニュアル、業

務指針等の作成」（39.9%）、「保健医療福祉サービス介入支援ネットワークの構築への取り組」（38.5%）、

「関係専門機関介入支援ネットワークの構築への取組」(37.3%)、「老人福祉法による措置に必要な居室

確保のための関係機関との調整」(45.2%)などのように、50%に満たない項目がある。また、これら体

制整備が進まない項目は、H18年度厚労省調査からH19年度厚労省調査結果への進捗率も低い。

筆者は、平成18・19年度　若手研究（スタートアップ）「高齢者虐待防止法施行後の自治体と地域包

括支援センターの虐待予防に関する研究」（以下、H18・19科研費調査と記す）において、類似項目の

調査を実施し、厚生労働省調査同様に高齢者虐待防止に関する整備が進んでいる項目と、進まない項

目があることを明らかにしている。

本研究は、高齢者虐待防止に関する整備が進まない項目の要因を探るため、３自治体における地域

包括支援センター担当部署と地域包括支援センター職員への調査から、自治体と地域包括支援センタ

ー間などの連携・課題等を明らかにして、高齢者虐待防止への取り組みの現状・問題点を把握し、今

後の高齢者虐待防止体制の整備促進に資することを目的としている。

２．方　法

（１）調査方法：３自治体X市・Y市・Z市への郵送による質問紙調査

平成20年10月1日現在の日本の高齢化率は22.1%であった。本調査は、高齢化率が20％前後で、人

口40万人前後、地域包括支援センターの運営タイプが異なり、調査協力の得られた３市を対象とし

た。地域包括支援センターの運営主体は、すべての地域包括支援センターを委託している市、直営

と委託の地域包括支援センターが混在して在宅介護支援センターも配置されている市の２タイプで

ある。

（２）調査対象：地域包括支援センター代表者（A票）と地域包括支援センター職員（B票）自治体地

域包括支援センター担当部署職員（C票）

（３）調査期間：平成21年2月12日～3月23日（当初3月14日締め切りであったが、期限後も返送があり、

より多くの回収票を得るために回収期間を延長した。

（４）回収率：68.8％（地域包括支援センター数合計32ヵ所のうち22ヵ所から回答を得た）A票：地域

包括支援センター21ヵ所、B票：地域包括支援センター22ヵ所・93名、C票：3自治体から回答を得た。

３．倫理的配慮

本調査は、人権および権利に十分配慮して回答による不利益が生じないないこと、個人・自治体が

特定されないように統計処理を行い、データを研究以外に利用しないことを明記して実施した。
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４．調査結果

（１）自治体別調査結果

各項目ともに行政職員と地域包括支援センター職員の認識に相違があることがわかった。

１）統括的な地域包括支援センター（以下、センターと記す）の有無

Ｘ市：自治体担当者は統括的なセンターが「ある」と回答している。各地域包括支援センターの代

表者は、66.7%が「ある」と回答しているが、16.7%は「ない」と回答している。

Ｙ市：自治体担当者は統括的なセンターが「ない」と回答している。各地域包括支援センターの代

表者は、16.7%が「ある」と回答しているが、83.3%は「ない」と回答している。

Ｚ市：自治体担当者は統括的なセンターが「ない」と回答している。各地域包括支援センターの代

表者は、50.0%が「ある」と回答しているが、50.0%は「ない」と回答している。

２）市区町村事務委託内容

Ｘ市：自治体担当者は市区町村事務委託内容のなかで、下記「１～４」を委託していると回答してい

るが、同様に「１～４」が委託されていると回答した地域包括支援センター代表者は41.7%であった。

Ｙ市：自治体担当者は市区町村事務委託内容のなかで、下記「１～４」を委託していると回答し

ているが、同様に「１～４」が委託されていると回答した地域包括支援センター代表者は33.3%で

あった。

Ｚ市：自治体担当者は市区町村事務委託内容のなかで、下記「１～３」を委託していると回答し

ているが、同様に「１～３」が委託されていると回答した地域包括支援センター代表者は50.0%で

あった。

１．相談・指導・助言

２．通報又は届け出の義務

３．高齢者の安全確認、通報又は届け出に係わる事実確認のための措置

４．養護者の負担軽減のための措置

５．その他

３）高齢者虐待相談窓口の設置場所

Ｘ市：自治体担当者は高齢者虐待相談窓口の設置場所を「行政（市役所等）と全センター」と回答

しているが、同様に回答した地域包括支援センター代表者は、41.7%であった。

Ｙ市：自治体担当者は高齢者虐待相談窓口の設置場所を「行政（市役所等）と全センター」と回答

しているが、同様に回答した地域包括支援センター代表者は、83.3%であった。

Ｚ市：自治体担当者は高齢者虐待相談窓口の設置場所を「行政（市役所等）と全センター」と回答

しているが、同様に回答した地域包括支援センター代表者は、25.0%であった。

４）高齢者虐待防止ネットワーク構築の有無

「早期発見・見守りネットワーク」・「保健医療福祉サービスネットワーク」・「関係専門機関介

入支援ネットワーク」について、下記の選択肢を提示した。

１．機能していると思う　２．どちらかといえば機能していると思う ３．どちらともいえない

４．どちらかといえば機能してないと思う ５．機能してないと思う　６．構築されてない
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「早期発見・見守りネットワーク」

Ｘ市：自治体担当者は、「どちらかといえば機能していると思う」と回答した。地域包括支援センタ

ー職員は「どちらかといえば機能していると思う」と42.2%が回答した。「構築されてない」と4.4%の

センター職員が回答した。

Ｙ市： 自治体担当者は、「機能していないと思う」と回答した。地域包括支援センター職員は「構

築されていない」と44.0%が回答した。

Ｚ市：自治体担当者は、「構築されていない」と回答した。地域包括支援センター職員の回答は「ど

ちらかといえば機能していると思う」34.8%、「どちらともいえない」34.8%であった。「構築されてい

ない」と回答したセンター職員は4.3%であった。

「保健医療福祉サービスネットワーク」

Ｘ市：自治体担当者は、「どちらかといえば機能していると思う」と回答した。地域包括支援センタ

ー職員は「どちらともいえない」と37.8%が回答した。

Ｙ市：自治体担当者は、「どちらかといえば機能していると思う」と回答した。地域包括支援センタ

ー職員の回答は「どちらかといえば機能していると思う」32.0%、「構築していない」32.0%であった。

Ｚ市：自治体担当者は、「構築されていない」と回答した。地域包括支援センター職員の回答は「ど

ちらかといえば機能していると思う」34.8%、「どちらともいえない」34.8%であった。

「関係専門機関介入支援ネットワーク」

Ｘ市：自治体担当者は、「機能していると思う」と回答した。地域包括支援センター職員は「どちら

かといえば機能していると思う」と33.3%が回答した。

Ｙ市：自治体担当者は、「どちらかといえば機能していると思う」と回答した。地域包括支援センタ

ー職員は「どちらともいえない」と28.0%が回答した。

Ｚ市：自治体担当者は、「どちらかといえば機能していると思う」と回答した。地域包括支援センタ

ー職員は「どちらともいえない」と43.5%が回答した。

５）自治体担当者と地域包括支援センターとの連携　（自由記述）

自治体担当者：連携内容を記入しているが、４名が「無い」と記載していた。

６）地域包括支援センター職員間（自由記述）

他センター間の連携についてＸ市：７名、Ｙ市：３名、Ｚ市：５名が「無い」と記載していた。

（２）地域包括支援センター職員(93名)調査結果

１）地域包括支援センター職員の高齢者虐待に関する知識・技術について（表１）

地域包括支援センター職員の高齢者虐待に関する知識・技術について「どちらともいえない」と回

答した職員が最も多く41.9%、「どちらかといえば不十分だと思う」20.4%、「どちらかといえば十分だ

と思う」16.1%の順であった。しかし、「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十分だと思う」を

加えると、全体の約３割が不十分だと思っていることがわかる。

「十分だと思う」と「どちらかといえば十分だと思う」を加えると、介護支援専門員は17.9%、看護

師・保健師は31.0%、社会福祉士は11.1%であった。「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十分だ

と思う」を加えると、介護支援専門員は25.0%、看護師・保健師は20.6%、社会福祉士は44.4%であった。

介護支援専門員と社会福祉士は「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十分だと思う」を加え

たものが「十分だと思う」と「どちらかといえば十分だと思う」を加えたものを上回ったが、看護
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師・保健師は「十分だと思う」と「どちらかといえば十分だと思う」を加えたものが、「どちらかとい

えば不十分だと思う」と「不十分だと思う」を加えたものを上回っていた。特に社会福祉士は約３割

が「どちらかといえば不十分だと思う」と回答し、「不十分だと思う」を加えると約４割が、センター

職員の高齢者虐待に関する知識・技術が不十分であると思っていることがわかった。

２）自己の高齢者虐待に関する知識・技術について（表２）

自己の高齢者虐待に関する知識・技術について「不十分だと思う」と回答した職員が最も多く40.9%、

「どちらかといえば不十分だと思う」24.7%、「どちらともいえない」22.6%であった。「どちらかといえ

ば不十分だと思う」と「不十分だと思う」を加えると全体の約６割以上の職員が、自分の高齢者虐待

に関する知識・技術を不十分だと思っていることがわかった。

「十分だと思う」と「どちらかといえば十分だと思う」を加えると、介護支援専門員は10.7%、看護

師・保健師は6.9%、社会福祉士は0.0%であった。「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十分だと

思う」を加えると、介護支援専門員は60.7%、看護師・保健師は62.0%、社会福祉士は74.0%であった。

３職種ともに「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十分だと思う」が「十分だと思う」と

「どちらかといえば十分だと思う」を上回った。介護支援専門員と看護師・保健師は約４割の職員が、

社会福祉士は約半数が「不十分だと思う」と回答している。センター職員の６割以上が自己の高齢者

虐待に関する知識・技術が不十分であると思っていることがわかった。

３）スーパーバイザーの有無について（表３）

職員の約７割が、スーパーバイザーを持っていた。地域包括支援センター内にスーパーバイザーが

いると約３割の職員が回答していた。

４）高齢者虐待にかかわる業務割合（自由記述）

主観的な数値ではあるが、センター全体業務中の高齢者虐待関係の仕事が占める割合と、自分の仕

事の中で高齢者虐待関係の仕事が占める割合を質問した。センターの業務の中で占める高齢者虐待関

係の割合は、0%から60%迄の回答があったが、6～10％の間で回答した職員が約３割を占めた。0～

10％までの回答を加えると職員の過半数を超えていた。
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自分の業務の中で占める高齢者虐待関係の割合は、0%から60%までの回答があったが、1～5%の間

で回答した職員が約３割を占めた。0～10％までの回答を加えると職員の約６割を超えていた。

５）地域包括支援センターの高齢者虐待関係業務について（表４）

地域包括支援センターの高齢者虐待関係業務について「どちらともいえない」と回答した職員が

39.8%と最も多く、「どちらかといえば不十分だと思う」25.8%、「どちらかといえば十分だと思う」

16.1%の順であった。

「十分だと思う」と「どちらかといえば十分だと思う」を加えると、介護支援専門員は28.6%、

看護師・保健師は27.6%、社会福祉士は11.1%であった。「どちらかといえば不十分だと思う」と

「不十分だと思う」を加えると、介護支援専門員は17.9%、看護師・保健師は27.6%、社会福祉士は

44.4%であった。介護支援専門員は、地域包括支援センターの高齢者虐待関係業務が十分であると

考える職員が多く、看護師・保健師は十分と考える職員と不十分であると考える職員が同数であっ

た。特に社会福祉士は不十分であるという回答が約４割を占め、「どちらかといえば十分だと思う」

と「十分だと思う」と回答した数の約４倍の職員が、「どちらかといえば不十分だと思う」と「不十

分だと思う」と回答している。

６）平成20年度　地域包括支援センターにおける高齢者虐待関係の予算について（表５）

平成20年度　地域包括支援センターにおける高齢者虐待関係の予算について、全体で約３割の職員

が「予算がない」と回答した。予算の使用目的は、研修会参加費、各種委員会会議等の報酬・会場費、

講師謝礼金、措置費用、チラシの印刷代等の記載があった。

実施されていた内容は、介護予防教室・介護者教室・認知症サポーター養成講座や、市の職員に

よる出前講座等における市民への啓発活動、ケアマネジャー研修会・権利擁護部会等の専門職への研

修費等であった。高齢者虐待防止を目的とした予算の計上はほとんどなかった。地域で予算をかけず

に実施している内容として、「民生委員や在宅介護支援センターとの連携」、「銀行・商店とのネットワ

ーク作り」が記載されていた。

７）受けたい研修内容（自由記述）（表６）

受けたいと思う研修内容について表６のような記載があった。事例を通しての具体的対応について
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の希望がもっとも多く、日々の仕事の現場で役立つ研修を望んでいることがわかった。

８）連携について（自由記述）

＜各センター間の連携＞

「定例部会における意見交換」、「事例検討」、「情報収集」、「情報の共有」、「対応時の連携や協力」、

「直営地域包括支援センターに相談する」などの記載があった。しかし、他センターとの「連携がない」

と約16%の職員が回答していた。

各センター間の連携の課題として、「虐待に対する認識の相違」、「虐待対応に対する差の是正」、「職

員の能力向上」、「虐待のスペシャリストの必要性」、「情報交換の場の設定」、「事例検討会の開催」な

どが記載されていた。

＜自治体担当者との連携＞

「事例報告」、「虐待ケースの通報と確認」、「情報の共有」、「困難事例の相談」、「同行訪問」、「地域

ケア会議への参加」、「事例検討会」、「分離・保護、措置入所」、「対象者の情報提供（生保・所得関係）」

などの記載があった。しかし、行政との「連携がない」と４名が回答していた。

行政と地域包括支援センター間の連携の課題として、「一緒にかかわってほしい」、「迅速な対応をし
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てほしい」、「土・日の対応が頼めない」、「福祉事務所・保健センターなどとの連携ができていない」、

「虐待受付後の対応のシステム化が必要」等が記載されていた。

９）高齢者虐待に関する感想（自由記述欄）（表７）

高齢者虐待に関して表７のような感想が寄せられた。

５．考　察
本稿は、自治体における高齢者虐待防止に関する整備が遅れている要因を探るための基礎資料を得

るために、３自治体地域包括支援センター担当部署と地域包括支援センター職員へ実施した調査の報

告書である。本調査は３自治体のみの調査であるため、ほんの一部の自治体と地域包括支援センター

の関係の現状と課題しか把握できていない。しかし、本調査から示唆された課題には、基本的課題も

含まれていた。

本調査の限界を踏まえたうえで、自治体と地域包括支援センターにおける高齢者虐待対応について

考察を加える。

（１）自治体担当者と地域包括支援センターの基本的事項の認識について

本調査では、３自治体の地域包括支援センター担当者と地域包括支援センター職員に、一部同じ項目

の調査を行った。高齢者虐待に関する基本的内容の質問であったが、両者間に認識の相違が見られた。

統括的な地域包括支援センターの有無や高齢者虐待相談窓口の設置場所、市区町村委託事業内容等

の基本事項に、認識の相違が見られた。これらのことに関しては、自治体と地域包括支援センターの

情報の共有化と、地域包括支援センター内の全職員への基本事項の周知が必要である。

（２）高齢者虐待防止ネットワーク構築の認識について

高齢者虐待防止ネットワーク（早期発見・見守りネットワーク、保健医療福祉サービスネットワー

ク、関係専門機関介入支援ネットワーク）の構築は、厚生労働省の調査においても整備が進まない項
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目の一つである。本調査では自治体職員と地域包括支援センター職員の間で認識の相違が確認された。

H18・19厚労省調査は自治体職員を対象に実施しているので、各ネットワーク構築の調査結果と現場

の状況が異なっている可能性があることも考えられる。従って、ネットワーク構築の有無の認識は、

正確な情報を得るためにも両者で共有されるべきである。

高齢者虐待対応は、社会福祉士のみがすべてを行っているわけではない。３職種が高齢者虐待防止

ネットワークについて理解して、ネットワーク構築に向けて協働する必要がある。

（３）高齢者虐待対応について

「高齢者虐待に関する知識・技術」は、地域包括支援センターとしては29.0%、自分自身については

65.6%が「不十分である」と回答している。職種別に見ると、地域包括支援センター、個人ともに社会

福祉士が不十分と感じている割合が高い。スーパーバイザーは職種に関係なく約７割が「いる」と回

答している。

地域包括支援センターの高齢者虐待業務については、30.1%が不十分と感じている。職種別では、不

十分と思っている社会福祉士が多く44.4%を占めていた。

高齢者虐待対応は、３職種すべてが担当している地域包括支援センターが多い。調査からもわかる

ように、職員は自分の高齢者虐待に関する知識・技術の不十分さを感じながら、スーパーバイズを受

けて日々の事例に対応していることがわかった。希望する研修内容（自由記述）に、「即実践に役立つ

事例を通しての研修」が掲げられていることからも、読み取ることができた。地域包括支援センター

全職員対象の高齢者虐待対応・防止に関する研修会、事例検討会の開催が必要である。

研修会・事例検討会等の開催が必要ではあるが、高齢者虐待関係の予算が計上されていない地域包

括支援センターが約３割あった。予算を計上している地域包括支援センターも、措置費用や委員報酬、

講師謝礼金、チラシの印刷代などの内容であった。地域包括支援センターは委託センターも多く、す

べてのセンターにおいて研修会・事例検討会等を実施することが現状では難しいと思われる。したが

って行政が予算を計上して研修会等の実施を考える必要があると考える。また、予算の有無が高齢者

虐待防止体制の整備に与える影響についても調査する必要があることがわかった。

６．まとめと今後の課題
本研究は、自治体職員と地域包括支援センター職員の認識の相違を批判するものではない。また、

全国の自治体の３ヵ所にのみ実施した調査のため、この結果を普遍化することができないという限界

がある。しかし、第１に本調査から高齢者虐待防止体制の整備を進める以前の課題として、地域包括

支援センターの高齢者虐待対応に課題があることがわかった。地域包括支援センターに配置されてい

る３職種すべての職員が、自分の高齢者虐待に対する知識・技術を不十分であると感じている点であ

る。また、知識・技術の不十分さを自覚しながら、日々の高齢者虐待事例に対応している職員の現状

も把握することができた。

第２に自治体職員と地域包括支援センター職員間、他の地域包括支援センター間の認識に相違があ

ることがわかった。それぞれの連携から考えても認識に相違があってはならないため、その要因を明

らかにして相違点を修正していかねばならない。例えば高齢者虐待防止の３ネットワークにしても、

ネットワーク構築の判断基準を明確にして、さらにネットワーク構築後も実際活用できるネットワー

クなのかということも含めて、明らかにする必要がある。

今後の課題として、高齢者虐待防止体制の整備促進以前に、基本的な地域包括支援センター職員の

高齢者虐待対応の知識・技術の向上を考えねばならない。日本社会福祉士会では、昨年度から「虐待
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対応専門研修・地域包括支援センター現任者コース」・「虐待対応専門研修・アドバイザーコース」の

研修会を実施して、社会福祉士の高齢者虐待の専門家養成に取り組み始めている。今後この研修の受

講生が中心となって、各自治体で勉強会を開催することが望ましいと思われる。しかし、全国の自治

体にこの研修会を修了した高齢者虐待対応の専門職を配置するには時間がかかる。まず、行政が全地

域包括支援センター職員の高齢者虐待に関する研修会を開催し、次に専門職研修を受けた社会福祉士

が中心となり事例検討会の開催や、他の地域包括支援センターとの拡大事例検討会・研修会の開催、

他職種への研修会開催などスキルアップを継続して行える研修システムの構築が必要である。

また、自治体職員と地域包括支援センター職員の認識のずれをどのように是正すべきか、さらに面

接調査を行って詳細な状況を把握して、共通認識構築のシステムを考えねばならない。

今後も今回同様の調査を他の多くの自治体で実施し、地域包括支援センターが抱える課題を見出し、

さらに高齢者虐待防止体制の整備促進を阻む内的要因と外的要因を明らかにして、高齢者虐待防止体

制の整備を促進していきたいと思う。
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【Abstract】

Perception Gap about Elder Abuse
－ From the Findings of the Survey in Three Local Governments －

Nobuko SAKATA

The Ministry of Health, Labor and Welfare has carried out surveys on elder abuse every year

since 2006. The report says there are some items with which the system of corresponding to elder

abuse prevention in local governments has been well maintained while these are others with which

it hasn’t. 

This research covers administrative officers of three local governments and the staff of

Comprehensive Community Support Centers. The survey shows the present situation and problems

of elder abuse in the regions.

According to the survey, there are perception gaps between the administrative officers and the

staff of the Comprehensive Community Support Centers. 

Both sides need to promote cooperation by reconfirming fundamental matters, and by sharing

information. It is important that administrative officers and the Comprehensive Community Support

Center staff share common perceptions about the fundamental matters of corresponding to elderly

abuse. 

60% or more of the Comprehensive Community Support Centers' staff, care workers, nurses and

certified social workers believed that their knowledge and skills for corresponding to elder abuse

prevention are insufficient. The Comprehensive Community Support Centers' staff wished to attend

case study meetings or training workshops where they can master practical knowledge and skills for

corresponding to elderly abuse. 

In order to promote the maintenance of the system of corresponding to elder abuse, it is

necessary to make corresponding to elder abuse and its prevention method widely known to all the

staff of three occupational descriptions of the Comprehensive Community Support Centers.

Moreover, it turns out that it is necessary to standardize the perceptions of all the professionals

concerned with elder abuse. 
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