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　日頃より、本会事業に対しまして御協力をいただき誠に感謝申しあげます。

　さて、本会では随時必要なテーマに基づき、機能強化委員会を立ち上げ調査を実施してきまし

た。平成21～22年度機能強化委員会では「地域包括支援センターの機能強化に向けて～考察と

提言～」を取りまとめ、５つの道内地域包括支援センターにセンター機能全般にわたるヒアリン

グを実施し、そこから見える現状と課題についてまとめさせていただきました。

　その調査結果や本会セミナーの際に実施したアンケート結果の中では、地域包括支援センター

における権利擁護に対する取り組みに苦慮している実態が見えてきており、このたび地域包括支

援センターの権利擁護に関する調査を実施し、本報告書を作成いたしました。

　この調査においては、道内全地域包括支援センターの８割を超える217 ヶ所の事業所からデー

タを集めることが出来たことは大変貴重であり、より正確な数値となっていると考えています。

　最後に、本調査報告書が各センターで更なるサービスの質の向上・改善に向けた一助となれば

幸いです。業務多忙の中、会員事業所のみならず多くの非会員の事業所にも御協力をいただきま

したことを深く感謝申し上げます。

平成26年３月

北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会

会　　長　　長　　瀬　　　清

はじめに
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Ⅰ　調査の概要

１　調査の目的　　
　地域包括支援センターは高齢者の抱える様々な問題に対応する責務があるが、高齢者及び家族の実態
を適切に把握したうえで、地域の社会資源等のネットワークにつなげる支援が必要である。地域包括ケ
アシステムの構築にあたり核となるべく道内の地域包括支援センターの状況を探り、今後必要とされる
生活支援の仕組みについて提言するために本調査を実施した。

２　調査対象　　　
　　北海道内全地域包括支援センター（平成25年４月１日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　調査対象数　　
　　264事業所

４　調査実施主体と時期
（1）　実施主体
　　　北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会機能強化委員会　　　
（2）　調査実施日　
　　　平成25年10月４日
（3）　回答期日　　
　　　平成25年11月13日
（4）　調査基準日　
　　　平成25年４月１日

５　調査方法　　　
　　アンケート用紙を郵送し、主に権利擁護業務を担当している方に回答をいただいた。

６　有効回答数　　
　　217 ヶ所（回収率 82.2％）

７　報告書における調査結果の見方（数値等について）
（１） （％）の数値は、小数点第２位を四捨五入し、小数第１位までを表示している。このため各回答の

数値の合計が必ずしも100.0％とならない場合がある。
（２） 選択肢の回答は、単数回答と複数回答の２種類がある。複数回答の場合、その回答割合（％）の

合計は100.0％を超える場合がある。
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１　支援が必要な方の実態把握について

（１）実態把握の現状について

①　センターで虐待または消費者被害等の支援をしたケースはありましたか。
　217件中187件（86.2％）が「はい」と回答された。この結果から８割以上の地域包括支援センターが権
利擁護に関する支援を実施している実態が伺え、その中核機関として周知されてきていることが伺える。
　しかし、23件（10.6％）が「いいえ」、7件（3.2％）が「無回答」との回答があり、潜在的なニーズ
把握機能や権利擁護支援など、高齢者の権利侵害に関する地域包括支援センターの視点や姿勢など支援
の質の強化が求められる。その背景には、不適切事例と虐待事例を適切に判断できずに支援をしている
という可能性も考えられる。

Ⅱ　調査結果
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②　①で「はい」と答えた方は、その主たる内容について、下記の「支援欄」に〇を付けてください。
（複数回答）また、権利擁護支援の対応総数を100とした場合、その対応類型の割合を御記入ください。
　権利擁護支援の対応（複数回答）としては、187件中、「身体的虐待」が154件（82.4％）と最も多く、
次いで「経済的虐待」が117件（62.6％）、「心理的虐待」が113件（60.4％）、「介護・世話の放棄・放任（ネ
グレクト）」が109件（58.3％）となっている。厚生労働省より Press Release された「平成24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」
（平成25年12月26日　老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室）（全国調査）においては最も
多い身体的虐待に次いで心理的虐待となっていることを考慮すると、「経済的虐待」の多さは北海道の
特徴とも言える。
　また、権利擁護支援の対応総数を100とした場合の割合は「身体的虐待」が36.2％を占め、最も多い
結果となっている。

〔権利擁護支援の対応総数を 100 とした場合〕
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③　①で「はい」と答えた方は、どのような相談経路でそのケースを知りましたか。該当項目に〇を付
けてください。（複数回答可）

　187件中、「ケアマネ」が145件（77.5％）、次いで「サービス事業所等」107件（57.2％）、「本人」97件（51.9％）
となっている他、「民生委員」81件（43.3％）、「地域住民等」77件（41.2％）など、地域から直接地域
包括支援センターに相談が入っている状況は、「社会福祉協議会」の16件（8.6％）を大きく上回ってお
り、地域包括支援センターが高齢者支援を通じて、地域に働きかけをしてきた活動が地域住民に浸透し
てきているといえる。それは、地域包括支援センターが個別ケースの対応と介護予防事業など地域活動
に取り組んできた結果として評価される。裏返すと社会福祉協議会の機能を理解していない地域住民が
多くなってきている可能性もあることが推測される。
　また、その他の187件中28件（15.0％）内20件が「警察」からの相談となっている状況は、より深刻
な状況として示しているのか、警察との連携が取れているのか等、今回のアンケートでは明確にはなら
ないが、今後の権利擁護支援を考える中で警察とのネットワークも必要と改めて考えさせられた。
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※ その他主な回答　　警察（20件）、消防、消費生活センター、宅配サービス、施設職員、マンション管理人（各１件）
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（２）実態把握の取り組みについて

①　権利擁護支援が必要な方を早期に発見・把握するための取り組みを行っていますか。
　217件中168件（77.4％）が「はい」と回答し、方法として「民生委員、町内会（自治会）、老人クラブ・
ボランティア団体等への参加による啓蒙活動」168件中147件（87.5％）「関係機関・職種を対象とした講
演会や勉強会の開催・参加」98件（58.3％）、「回覧板や広報（リーフレットを含む）等での周知」が89件（53.0
％）、「警察、医療機関、職能団体等との連携強化」が86件（51.2％）と続き、地域包括支援センターが
地域に対して情報を発信している実態が見えてくる。
　その反面、217件中37件（17.1％）が「いいえ」、2件（0.9％）が「わ
からない」との回答があった。発見・把握体制が整備されていて実施
する必要性がないのか、実施の必要性があるのに実施していないのか
など、分析の必要性があるが、町村での社会福祉士の配置状況も含め、
今後の権利擁護支援を推進していくための課題になりうるものと考え
られる。

②　①で「はい」と答えた方は、どのような方法で行っていますか。（複数回答）

※その他主な回答　　防災無線での周知、寸劇、啓発用ポケットティッシュの配布（各１件）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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（３）相談対応について

①　貴センターでは、権利擁護等の相談があった場合、どのように対応していますか。
　217件中139件（64.1％）が「センター内で情報共有し、
担当者を決める」と回答し、58件（26.7％）が「権利擁護
等支援担当者（社会福祉士等）引き継ぐ」と回答しており、
「相談を受けた者の判断に任せている（職種に関係なく）」
の11件（5.1％）を大きく上回っている。この状況は、地
域包括支援センターがチームとして機能しているものと推
測することができる。

②　貴センターでの具体的な対応の流れを御紹介ください。
　支援方針の決定機能については、直営型が中心と思われる「地域包括支援センター内協議を中核に方
針を決定する」もの、委託型が中心と思われる「行政機関を含む外部機関を含む協議を中核に方針を決
定する」ものに分けられた。
　地域包括支援センター内協議の具体的な流れについては、「管理職を含めセンター内で対応について、
協議→事実確認・関係機関や関係者からの聞き取りを実施する」「地区担当（全専門職）で情報共有、支
援の方針を協議。支援の実施は担当者が行うが、進捗状況を随時、専門職及び管理職に報告、支援方法
を協議しながら、支援を行う」「相談を受けたものが内容を聞き取り、社会福祉士に引継ぎ、その後セ
ンター内で情報共有し、解決に向けて支援を開始する」「センターに相談が寄せられた段階で、センタ
ー内で情報共有、協議して担当者を決める」等の地域包括支援センター内でのケース会議を中心にする
方法と「社会福祉士会作成の帳票を起こし、コアメンバー会議で虐待の有無、緊急性の判断、事実確認
の方法の協議。虐待と判断した場合、支援計画を作成する」「高齢者虐待対応支援マニュアルに基づき、
相談受付者が受付票（状況等）をまとめ、地域包括支援センター（直営）の担当職員と対応について話
し合う」などコアメンバー会議を中心に実施するなど、権利擁護支援の流れを具体化しているセンター
が多い状況が見られた。

・　管理職を含めセンター内で対応について、協議→事実確認・関係機関や関係者からの聞き取
りを実施する。

・　地区担当（全専門職）で情報共有、支援の方針を協議。支援の実施は担当者が行うが、進捗
状況を随時、専門職及び管理職に報告、支援方法を協議しながら、支援を行う。

・　相談を受けたものが内容を聞き取り、社会福祉士に引継ぎ、その後センター内で情報共有し、
解決に向けて支援を開始する。

・　センターに相談が寄せられた段階で、センター内で情報共有、協議して担当者を決める。
・　社会福祉士会作成の帳票を起こし、コアメンバー会議で虐待の有無、緊急性の判断、事実確
認の方法の協議。虐待と判断した場合、支援計画を作成する。

・　高齢者虐待対応支援マニュアルに基づき、相談受付者が受付票（状況等）をまとめ、地域包
括支援センター（直営）の担当職員と対応について話し合う。

・　社会福祉士が相談を受け、行政担当者に報告。関係者で役割分担をし、訪問・カンファレン
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ス等必要な対応をとっている。
・　主任介護支援専門員と情報共有し、対応について検討する。その都度センター管理者に指示
を仰ぎながら対応をすすめている。

・　相談を受けた者が担当者全体で情報を共有し、課内全体及び権利擁護担当者と必要性につい
て検討していく。

・　ケースはセンター内で早急に情報共有し、対応を判断する。（緊急性など）判断は、いつまで、
誰が、何を担当するか具体的に決めておく。

・　初回相談は、受付職員で対応し、センター内で検討会議を実施し、担当を決める。経過につ
いても、センター内で報告・共有するようにしている。

・　通報・相談を受けた職員が専門職（３職種）と内容を協議し、高齢者虐待または権利擁護、
もしくは、包括的継続的ケアマネジメント支援の対応が検討。

・　相談受理した者がわかる範囲で情報収集し、センター内（場合により行政関係他部署）でカ
ンファレンスを行う。対応の方向性を決めたあとで社会福祉士が実際対応にあたる。

・　常に社会福祉士が相談があった時にいるわけではないので、相談受付票を作成し、引き継ぎ
を行う。

・　高齢者虐待対応支援マニュアルに基づき、相談受付者が受付票（状況等）をまとめ、町役場
地域包括支援センターの担当職員とで対応について話し合う。

・　相談を受けた後は、センター内で支援方法等を検討する。担当者決定後も随時情報は共有し、
担当者外も対応できる体制づくりをしている。

・　相談、通報等があった場合は、まず早急に事実確認をした中で、関係者と協議をした上で、
緊急性の有無に関係なく調査等を実施する。その中で判断し、行政としての対応を含めでき
るだけ早く関わるように心がけている。

・　通報や相談を受け、情報の確認等を早期に行ない、ネットワーク会議の必要等の判断を、コ
ア会議として、地域包括支援センター、保健福祉課、高齢化対策等、福祉等で構成する会議
を早急に行なう。

・　通報等があった場合は、できるだけ早く（48 時間以内）実態把握する様にしている。その
状況に合わせ、予め決めている対応フロー図等に基づき対応している。

・　相談受理し、複数で緊急性の有無を確認。緊急性のある場合はその場で担当者を決め、対応。
必要に応じて複数の職種、男女のペアなどケースにあわせて動く。

・　総合相談として受け付け、内部協議し、権利擁護ケースか虐待ケースか、ケアマネ支援ケー
スかの包括として見立てと支援方針を定め、区役所保健支援係へ報告すると共に意見をいた
だく。

・　虐待対応に関しては、市高齢者福祉課と連動して対応する。消費者被害は消費生活アドバイ
スセンターと連携することもある。
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③　虐待、消費者被害等の対応策としてどのような対策が効果的だと思いますか。（複数回答）
　「地域の関係機関等とのネットワークづくり」が217件中183件（84.3％）、「地域住民とのネットワー
クづくり」が168件（77.4％）、「地域住民に対する教育・啓発」が139件（64.1％）などが上位にあげられ、
顔の見える関係づくりに代表されるネットワークの確立が有効と考えている状況が見られている。
　また、「相談窓口の周知」155件（71.4％）、「相談対応窓口の強化（質の向上）」132件（60.8％）など
地域包括支援センター全体として取り組む必要性がある事項についても有効と捉えられている。

※その他主な回答　　職員の増員（１件）
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④　権利擁護支援の阻害要因は、どのようなものが考えられますか。（複数回答）
　「本人及び家族の拒否」が217件中172件（79.3％）と他の阻害要因と比べ圧倒している状況にある。
本人の意思決定（自己決定）を尊重するが故に阻害要因と捉える事もできるが、権利擁護支援の場合、
緊急性を踏まえて介入の判断の両方の視点が地域包括支援センターに求められる事があげられる。また、
「地域のサービスや社会資源が少ない」79件（36.4％）については、地域によって権利擁護支援を受け
るのに差が生まれる可能性を示唆し、その地域特性に合わせた独自の支援体制や代替サービスを整え、
地域間格差を生み出さない工夫が必要となる。「行政との判断基準の温度差」46件（21.2％）、「行政や
関係機関の協力が得られない」26件（12.0％）等の回答は、虐待ケースの場合、コアメンバー会議の開
催や虐待の判断など行政の担う機能課題を有し、行政や関係機関と距離があるのは、権利擁護支援を行
う上で大きな課題になってしまう事が強く懸念される。また、「地域関係の希薄化」70件（32.3％）「地
域住民の理解が得られない」24件（11.1％）については、その他20件（9.2％）の中に８件で回答があ
った個人情報の壁に関する課題を示唆しているものと推測する事ができる。

※ その他主な回答　個人情報の壁がある（８件）、そもそも本人・家族の被害認識が低い（４件）　訪問
する時間がない（他業務が多い）（２件）、金銭的な問題や制度の煩雑さがある（２件）精神疾患（うつ、
統合失調症、認知症）や発達障害の疾患（１件）、地域関係が強く家庭に介入することへの抵抗感（１件）
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（４）その他（権利擁護支援の早期発見から相談・対応までの独自の取り組みについて）

　権利擁護支援の早期発見から相談・対応までの独自の取り組みについて確認したところ、複数の地域
包括支援センターを設置する市などは「高齢者虐待対応マニュアルを作成し、地域包括支援センターが
統一した対応ができるようにした」「市内の包括（主に社会福祉士）が共同でマニュアルを作成した」「地
域包括支援センター連絡協議会で対応マニュアル（実践版）を作成中」等、複数の地域包括支援センタ
ーがある地域については役割の平準化を図るためにマニュアルの利用が効果的と捉えられている。
　また、マニュアル作成をするのみでではなく「相談受付（電話等）のシミュレーションを職場内で実
施し、対応力スキルアップを図っている」「実際にあった事例を活用し、マニュアルに沿って、包括職
員で勉強会を実施した」といったマニュアルを有効に活用するための自己研鑽に努めているセンターも
あった。
　更に「虐待対応勉強会を市内三包括と行政職員合同で実施、定期的に市民サービスグループ（消費生
活センター）職員と意見交換、地域包括支援センターと消費生活センターと協働による出前講座の開催、
市内、隣市の社会福祉士と法律関係者（弁護士、司法書士）との意見交換」など地域ネットワークの強
化を図ったり「センター内での勉強会の実施、寸劇形式での啓発活動、啓発用オリジナルポケットティ
ッシュの配布」などの方法でＰＲを実施しているセンターもあった。

・　高齢者虐待対応マニュアルを作成し、地域包括支援センターが統一した対応ができるように
した。

・　市内の地域包括包括センター（主に社会福祉士）が共同でマニュアルを作成した。
・　地域包括支援センター連絡協議会で対応マニュアル（実践版）を作成中。
・　相談受付（電話等）のシミュレーションを職場内で実施し、対応力スキルアップを図っている。
・　実際にあった事例を活用し、マニュアルに沿って、包括職員で勉強会を実施した。
・　虐待対応勉強会を市内三包括と行政職員合同で実施、定期的に市民サービスグループ（消費
生活センター）職員と意見交換、包括と消費生活センターと協働による出前講座の開催。市
内、隣市の社会福祉士と法律関係者（弁護士、司法書士）との意見交換。

・　センター内での勉強会の実施、寸劇形式での啓発活動、啓発用オリジナルポケットティッシュ
の配布。

・　虐待、権利擁護のケースは市内の地域包括支援センターで共有し、スキルアップにつなげて
いる。

・　センター独自ではないが、各包括支援センターの社会福祉士と行政担当者との協働により高
齢者虐待対応支援マニュアルを作成。高齢者下宿や住宅型有料老人ホーム、介護保険施設の
有志による施設内虐待防止の検討会議を設置。

・　市独自のマニュアル作成や、地域包括支援センターの権利擁護担当職員向け研修の実施。
・　町独自のマニュアルを作成。虐待の気づき、サインのチェック項目をつけている。高齢者虐
待に関する研修会やマニュアルの説明、虐待防止法の説明等を各種会議（地域ケア会議、高
齢者虐待協力者会議等）で関係機関・包括・行政職員で実施。

・　安心支え合いネットワーク会議の開催をして、地域とともに学習をしたり、家族や警察と事
前連絡書の作成を協力して行い、認知症の徘徊や行方不明等の回避を図っている。

・　「高齢者地域安心ネットワーク」を行政と共に行い、地域住民にも「協力員」として孤立を
防ぐ取り組みをしており、早期発見の役割を果たしている。

・　介護相談員（研修を受けた地域住民）が、介護サービス提供現場や高齢者の自宅を訪問する
ことで、高齢者虐待の早期発見、相談（つなぎ）の役割を担ってもらっている。
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２　地域のネットワークと社会資源について

（１）ネットワーク構築状況について

①　地域の互助機能を高めるために貴センターが行っていることがあればお答えください。（複数回答）
　217件中169件（77.9％）が「地域ケア会議の開催」と回答。互助機能を高める手段として有効と捉え
実践している地域包括支援センターが多かった。地域ケア会議の開催の取組みに関わっている機関をみ
てみると169件中145件（85.8％）と「行政（福祉）」が上位を示しているが、介護保険法第115条の46
－５で示されている「地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介
護サービス事業者、医療機関、民生委員法（昭和23年法律第198号）定める民生委員、高齢者の日常生
活の支援に関する活動に携わるボランテイアその他の関係者との連携に努めなければならない」との規
定から考えると全て市町村が必ず関わることが本来重要である。「介護支援専門員」「介護保険（介護予
防）サービス）事業所」が共に138件（81.7％）、「医療機関」が98件（58.0％）と若干の差異が認めら
れるものの、介護と医療の連携強化に関して地域ケア会議を活用している地域が多くなっているものと
感じる。
　一方、権利擁護に視点から考えると「消費者協会（センター）」６件（3.6％）、「金融機関等」３件（1.8
％）が低い状況を考えると、今後関係の強化を図る必要があると思われる。
　また、217件中149件（68.7％）が「地域向け出前講座・講演会の開催」と回答。関わっている機関を
みてみると「町内会・自治体」が149件中101件（67.8％）、「老人クラブ」が74件（49.7％）と互助機能
を高める手段として情報提供が有効と考え実践しているセンターが多い。

※その他主な回答　　警察との連携（２件）、圏域居宅介護支援事業所巡回支援（１件）
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地域資源マップの作成の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　　介護予防センター（２件）、在宅介護支援センター（１件）
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地域ケア会議の開催の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　　介護相談員（２件）、在宅介護支援センター、障害者施設（各１件）
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地域向け出前講座・講習会の開催の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　介護予防センター（２件）、農協、漁協、人権擁護委員（各１件）
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パンフレットの作成・配布の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　介護予防センター（２件）、在宅介護支援センター、商店、銭湯（各１件）
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地域の専門職等との勉強会の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　介護予防センター（２件）、在宅介護支援センター（１件）
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事例検討会等の開催の取組に関わっている機関（複数回答）

※その他主な回答　介護予防センター（２件）、介護相談員（２件）、在宅介護支援センター（１件）
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（２）ネットワーク構築における課題と工夫

①　地域ネットワークの構築における阻害要因は、どのようなものが考えられますか。（複数回答）
　217件中126件（58.1％）が「地域包括支援センターの他業務が忙しい」、また81件（37.3％）が「職
員の力量不足」との回答があった。他業務の内容が何なのかについて今回のアンケートでは説いていな
いものの、介護予防給付業務があげられるとすると、地域包括支援センター本来の役割について、市町
村や運営協議会などで話し合う必要性があるものと考える。
　また、地域包括支援センター職員としての業務を振り返り再確認することやその専門性をどう発揮で
きるのかを考えることも必要である。更に、78件（35.9％）が長くコミュニティーワークの専門機関と
して活動してきた「市町村社会福祉協議会の機能が活かせていない」と回答しており、社会福祉協議会
の機能、連携等について見直す必要性があるものと推測される。

※その他主な回答　阻害要因はとくにない（５件）、目標とする地域ネットワークの姿がはっきりしない（２件）
地域全体として介護保険サービスに頼る風潮が強い（１件）
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② 関係機関との連携強化に向け、日常的に取り組んでいることはどのようなものですか。（複数回答）
　217件中134件（61.8％）と「地域ケア会議の開催」を上げたセンターが多かった事から、地域ケア会
議の実践がネットワーク構築に向けた活動になっていることが示されている。今後、何をするための地
域ケア会議なのかを明確にし、意図的な展開をしていくなど、更なる実践が求められる。

※その他主な回答　現状特にない（２件）
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③ ②の取り組みにおいて工夫していること。（記述式）
　「地域ケア会議では参集者が地域課題として考えている事例について積極的に事例検討を行う様努め
ている」などの事例を用いて地域課題の掘り起しをしたり、民生委員や老人クラブの役員総会等の機会
を用いて「顔の見える関係づくり」に努めているセンターが多いことから、地域づくりは、人と人との
つながりを大切に考えている機関が多いといえる。

・　地域ケア会議では参集者が地域課題として考えている事例について積極的に事例検討を行う
様努めている。

・　民生委員や老人クラブの役員総会等の機会を用いて「顔の見える関係づくり」に努めている。
・　定期的に地域づくり活動の広報を発行して訪問している。
・　地域の定例会に参加したり、地区の福祉計画策定から一緒に準備し企画する。その地域の５
カ年計画を作成し、地域作りに（ネットワーク構築）力を入れている。

・　施設内虐待防止のための施設職員等有志による検討会議を設置し、定例的に開催している。
現在は、各事業所で職場内の研修を実施するためのマニュアルづくりを検討していくことと
している。

・　金融機関で年金支給日に相談会を開催（消費税被害防止と後方活動のため）。
・　民生委員・児童委員協議会の例会に時間を頂き、連携した活動の報告や、事業等への参加協
力など顔の見える関係づくりをしている。

・　支援困難ケースをお願いした支援事業等は情報の共有、包括支援の必要性の確認などのため、
包括実績提出の機会に、言葉をかけるようにしている。

・　民生委員総会か老人クラブ役員総会、団体役員総会の時等に、時間を取っていただき、周知・
ＰＲした。

・　近隣町会とは、広報紙の配布や町会行事参加をして、連携をとっている。
・　地域を見ている民生委員との連携を強化するために民生委員協議会で地域に入る事業（実態
調査、見守りネットワークなど）の説明をさせてもらう。会議の前後で情報交換を行なえる
ように声をかけるようにしている。地域で相談ごとがあれば担当民生委員に報告する（内容
にもよる）・住宅介護支援専門員と月１～２回定期的に連絡会を行なう。
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（人口１万以上・未満の比較）

３　判断能力を欠く常況にある人への支援

（１）成年後見制度について

①　当該市町村における「成年後見制度利用支援事業」がありますか。
　市町村における「成年後見制度利用支援事業」の有無については、217件中162件（74.7％）が「ある」
と回答された。人口規模の多い市町村では委託型の地域包括支援センターが複数配置させているため、
市町村数との比較には調査の限界があるが、約７割の実施率で、全国、全道調査結果とほぼ同率であっ
た。生活保護者や低所得者など資力のない人の利用を促進するためには、未実施市町村の早期の体制整
備が求められている。
　また、実施要綱の有無については「ある」が145件（89.5％）、「わからない」が15件（9.3％）であり、
権利擁護を基本業務としている地域包括支援センターとしては、当該市町村における要綱の有無につい
ては、当然知っていなければならないため、市町村は地域包括支援センターへの周知徹底が求められる。
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②　 （①の設問でア　あると答えた方）当該市町村における「成年後見制度利用支援事業実施要綱」はあ
りますか。

③　 （①の設問でア　あると答えた方）当該市町村において成年後見制度利用支援事業のための予算措置
がされていますか。

④　第三者後見が可能な専門職団体等がありますか。
　第三者後見が可能な専門職団体の有無については、217件中86件（39.6％）が「ある」、「なし」は120
件（55.3％）と回答あり、北海道の現状として、専門職団体の無い市町村が半数を超えていた。さらに
人口規模で見たところ、人口１万人未満の市町村98件中86件（87.8％）が「なし」と回答されており、
後見が可能な専門職団体の不足は小規模町村での課題の１つと思われる。
　後見業務を進める上で困難ケースの対応は、専門職との連携が不可欠なため、近隣に所在する専門職
との関係を築き、連携する体制を整備する必要がある。
　後見が可能な団体がある86件の内訳では、社会福祉士等の専門職後見が70件（81.4％）と大半を占め
ており、次いで法人後見が27件（31.4％）市民後見が16件（18.6％）であり、法人後見及び市民後見に
ついては現在体制整備を進めているところも増えてきているので、今後も期待したい。特に市民後見に
ついては、平成24年度から３年間、北海道事業による市民後見人養成事業が展開されており、今後各
地における第三者後見の担い手として大きく期待されるところである。
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（人口１万以上・未満の比較）

⑤　（④の設問でア　あると答えた方）それはどのような形態ですか。（複数回答）

（人口１万以上・未満の比較）

専門職
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⑥　成年後見制度につないだケースはこれまで何件ありますか。
　つないだケースの件数では「５件未満」が89件（41.0％）、「５～ 10件」は30件（13.8％）、「10 ～ 30件」
は12件（5.5％）、「30件以上」は４件（1.8％）であり、「なし」は78件（35.9％）だった。
　さらに人口規模別で見たところ、人口１万人未満の町村97件中「なし」が57件（58.8％）と半数以上
を占め、「５件未満」が38件（39.2％）、「５～ 10件」は２件（2％）であった。また、人口１万人以上
の市町村の内訳では、116件中「５件未満」が51件（44％）、「５～ 10件」が28件（24.2％）、「なし」は
21件（18.1％）の回答だった。「なし」の中には必要だがつなげることができなかったのか、つなぐケ
ースがなかったのかの分析は必要となるが、この数値が大きいことは課題のひとつと考えられる。
　つないだケースの数は、第三者後見が可能な受け皿不足とも関係しており、必要なケースをつないで
いくための受け皿を増やす必要性についても示唆された。
　つないだケースのある135件の内の内容については、「本人・家族への制度を説明し、家庭裁判所を紹
介する」86件（63.7％）が一番多く、次いで「診断書や鑑定に関する地域医療機関との連携」「推薦で
きる専門職を紹介し、連携をとる」がそれぞれ74件（54.8％）「地域包括支援センター内で利用の判断・
支援方針を継続支援する」が64件（47.4％）と多かった。つないだケースの内容については、紹介のみ
の対応は少なく、必要な支援がなされていると思われるが、さらなる支援の充実が求められている。

（人口１万以上・未満の比較）
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⑦　つないだケースがある場合（⑥のなしと無回答を除いた方）、それはどのような内容ですか。
　　なお、制度利用の有無は問いません。（複数回答）

※その他主な回答　申立書類整理のための助言、直営のため町長申立のケースは包括職員が手続をする（各１件）
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⑧　これまで成年後見制度利用を検討したが、利用に至らなかったケースはありますか。
　これまでに成年後見制度利用を検討したが、利用に至らなかったケー
スは217件中132件（60.8％）の回答があった。その理由は「制度内容や
手続きの煩雑さのため」が78件（35.9％）と最も多く、近年は手続きの
簡素化が進められてはいるものの、手続きの煩雑さのイメージが根強く
あることが伺えるため、制度を理解するための啓発や利用にあたっての
手続き支援の体制を整備することが肝要と思われる。次いで「費用負担
等により本人及び家族が承知しない」が70件（32.3％）、これは手続き
のため負担なのか、または後見開始後の報酬の負担なのかは明確でない
が、低所得者等の資力のない人の費用負担感の表れと考えられる。今後
は、市町村における成年後見制度利用支援事業の更なる周知及び積極的な運用が望まれる。「日常生活
自立支援事業で対応しているため」が27件（12.4％）「事業者が財産管理をしているため、成年後見制
度を利用しなくても対応可能」が25件（11.5％）など、様々な理由の回答があった。

※その他主な回答　後見人候補者の受け手がいなかった（３件）、精神科の受診が困難だった（２件）
　　　　　　　　　調整に時間がかかりすぎて対象者が回復、行政書士が事務委任契約で金銭管理対応をした（各１件）

⑨　⑧で「ある」と答えた方～成年後見制度の利用に至らなかった理由は何ですか。（複数回答）
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⑩　成年後見制度の利用支援の課題と思われることは何でしょうか。（複数回答）
　［利用検討段階］では、「第三者の後見人等は報酬を要する」が119件（54.8％）と最も多く、次いで「医
療を受けることに同意する権利がない」が103件（47.5％）、「後見人等は身元引受人になれない」が97
件（44.7％）であった。これは、制度に対する一般論的な評価であるものと推測され、個別ケースにお
いては、実情に応じた制度の運用が実施されることから、今後研修等を通じ、一歩踏み込んだ理解を求
めることによって課題を解決する必要があるものと考えられる。
　［説明段階］では、「本人の理解・同意が得られない（得られそうもない）」が128件（59.0％）と最も多く、
次いで「家族の理解・同意が得られない（得られそうもない）」が113件（52.1％）、となっているが、こ
れもやはり分かりやすい制度の説明や当事者間の信頼関係の構築が必要とされる。さらに家族からの理
解・同意の部分では、虐待ケースに該当していないかどうかなどを見極めることも必要になる。「どのよ
うな状況で、どのような時期に制度を利用したらよいかわからない」が64件（29.5％）であった。
　［申立段階］では、「申立の手続きが煩雑である」が156件（71.9％）と最も多く、次いで「申立費用
や報酬など申立者が負担できない」が117件（53.9％）、「申立から審判までに時間がかかる」が87件（40.1
％）、「後見等受任者の報酬額が不明であり、利用に踏み切れない」66件（30.4％）であった。
　これらの課題の中には、担当職員への制度の周知や研修を重ねることにより解決出来ることも含まれ
ており、個別の事例検討を重ねる等、今後も課題解決に向けた検討を継続していく必要がある。

[ 利用検討段階 ]



－31－

[ 説明段階 ]

[ 申立段階 ]

※その他主な回答　精神鑑定の受診を本人が拒否、法律家でないので判断ができない（自信がない、力量
不足）、離島であり交通が不便、裁判所が成年後見の資料を出してくれない（各１件）



－32－

⑪　成年後見制度の活用が必要と思われる方の人数は今後どうなると思いますか。
　今後、成年後見制度の活用が必要と思われるかたの人数については「かなり増える」と「増える」を
合わせて189件（87.1％）が回答している。
　また、市町村においての市民後見人の養成については「早急に養成が必要」と「養成が必要」を合わ
せて164件（75.6％）が回答されている。
　このことから市民後見人の養成のみならず、成年後見制度の活用が推進される体制整備の必要性が伺
われる。

⑫　今後市町村において市民後見人の養成に努めることとされていますが、どう思いますか。
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（２）日常生活自立支援事業について

①　日常生活自立支援事業につないだケースはこれまで何件ありますか。
　日常生活自立支援事業につないだケースは、「５件未満」が103件
（47.5％）「なし」が84件（38.7％）と成年後見制度と比較しても、
あまり活用されていない状況と思われる。
　これは、北海道における本事業の実施体制そのものに課題があった
ためであり、今後は各市町村社協レベルでの事業実施へ移行すること
によって活用が促進されるものと想定される。
　つないだケースがある場合の内容は、「本人・家族へ制度を説明し、
社会福祉協議会（市町村社協、地区地域福祉生活支援センター）を紹
介し、連携をとる」が123件（96.9％）と最も多く、次いで「地域包
括支援センター内で利用に関する判断・支援方針を検討し、継続支援
する」が31件（24.4％）だった。
　これまで日常生活自立支援事業の利用を検討したが、利用に至らな
かったケースは、「ある」が120件（55.3％）と約半数が回答されており、その理由は「本人の利用意思
がない」が67件（55.8％）と最も多いが、これは、利用の必要性について本人に理解を求めるアプロー
チの手法、方法などをあらためて検討する必要があるものと感じられる。次いで「利用契約までに時間
がかかる」が53件（44.2％）、次いで「利用料負担（１時間1,200円）が大きい」が50件（41.7％）が多
かったが、担当者の知識不足や説明力不足の回答もあり、職員向けの周知についても課題と思われる。

②　つないだケースがある場合（①のなしと無回答を除いた方）、それはどのような内容ですか。
　　なお、事業利用の有無は問いません。（複数回答）
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③　これまで日常生活自立支援事業の利用を検討したが、利用に至らなかったケースはありますか。

④　③で「ある」と答えた方～日常生活自立支援事業の利用に至らなかった理由は何ですか。（複数回答）

※その他主な回答　金銭を他人に管理してもらうことの拒否感（精神障害者は特に）（２件）、財産管理制度
のほうが利用価値あり、支援員が女性のみのため男性利用は困難と断られた、視覚障害
者は対象外といわれた、財産が50万円以上あり対象とならないといわれた（各１件）
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⑤　日常生活自立支援事業の窓口が、今後道社協１４地区事務所から市町村社協となり地元で相談体制
が整備されていく予定ですが、その場合の事業利用者は今後どうなると思いますか。

　「かなり増える」「増える」を合わせると112件（51.6％）の半数以上が「増える」と回答している。
　その理由については「より身近な相談体制となり、連携も容易となる」（54件）「単身高齢者（地元に
家族がいない）の増加」（27件）「市民後見人の養成など、権利擁護支援が少しずつ啓発されてくるため」
（４件）などの回答があった。
　「かわらない」と回答したのは58件（26.7％）で、その理由は「社会福祉協議会の体制整備、マンパ
ワーの課題があるため」（８件）、「周知不足のため」（６件）、「利用者負担」「基準が曖昧」「時間がかか
る」等の理由の回答があった。
　「わからない」と回答したのは37件（17.1％）で、その理由は「市町村社協の力量不足」「実績が少な
く解らない」「周知不足」などの回答があった。
　実施体制が、市町村社協へと移行されることによって、利用が増えるとの認識が多数を占めているこ
とは、やはり従前の実施体制での問題や課題が背景にあることから、今後の利用が飛躍的に改善される
ことが期待される。しかし、市町村社協への実施体制移行された後の次の課題としては、支援内容の質
の問題があり、マニュアルでは対応できない個々のケース課題に対して、対応できる職員及び体制の整
備が急務と考えられる。

⑥　⑤についてその理由。（記述式）
「かなり増える」「増える」の理由
・　より身近な相談体制となり、連携も容易となる。
・　単身高齢者（地元に家族がいない）の増加。
・　市民後見人の養成など、権利擁護支援が少しずつ啓発されてくるため。
・　高齢者の情報を持った地域包括支援センターと各市町村社協が連携することで、現状よりニーズ
発掘が進むと考える。

・　今現在でも支援が必要と思われるケースは複数いるため。
・　相談担当者（市町村社協）の意識・相談力が向上すると思われる為。

「かわらない」の理由
・　社会福祉協議会の体制整備　マンパワーの課題があるため。
・　周知不足の為。
・　利用者負担。
・　基準が曖昧。
・　時間がかかる。
・　現在も地元に道社協地区事務所があり連携がとれている。
・　利用決定まで時間を要するが、今でも必要な方は利用している。
・　役場で解決。
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・　本人の意思や契約が課題。
・　全く親族らが不在というケースはレアだから。
・　成年後見制度のような同意権や取り消し権がない。
・　人口減少で活用が進まない。
・　事業全体の見直しが必要。
・　１市町村社協がどれだけ需要に対して受け入れられるか未知数。

「減る」の理由
・　地元で相談体制が整備されないと利用希望者がいても、利用できないことが想定されるため。

「わからない」の理由
・　市町村社協の力量不足。
・　実績が少なく解らない。
・　周知不足。
・　相談体制の具体的な内容がわからないため。
・　担当者次第。
・　本人、家族が理解し同意になるかは、わからず、予想できない。
・　有効性の確信が持てない。
・　利用負担。

＊ 　回答から出された多くの課題から、今後の対策について「住民への制度の周知」「関係職員へ
の周知」「関係機関間の連携」等の示唆が得られるものもあり、参考にしていきたい。
　判断能力が不十分な人への支援制度として、今回調査をした成年後見制度及び日常生活自立支
援事業については、それぞれにメリット、デメリットがあり、これは本人や家族の状況によって
使い分ける必要がある。ケースに応じた適切な利用のアプローチや利用手続き支援などができる
体制整備がいかに進められるかが課題とされる。
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４　市町村行政との連携の状況について（自由記述）

連携が図れている意見
・自治体直営の包括支援センターである為、実際の対応は包括職員が担い、虐待の判断等、リスクや
責任が問われる案件には、行政管理職との協議・対応の検討を行っている。
・直営包括であるため、情報の共有や指示、判断を仰ぐ際には迅速な対応が可能です。地域づくり、
ネットワーク形成についても、行政と包括がだいたい同じ方向を向いて進めていくことができると
感じ、動きやすさもあります。
・相談受付の時点で、必要性に応じて行政と速やかに情報共有しながら支援方針を検討している。
・虐待ケースにかぎらず、権利擁護のケースについても市町村と情報を共有しながら、場合によって
は一緒に対応するケースもある。ケースに応じて行政を含めた様々な機関と連携しています。
・市の担当者は事例の相談をすると、一緒にすばやく対応してくれており、とても助かっています。
・虐待対応において、連携して動いている。特に市のマニュアルができてからは、以前より対応の流
れが明確になり、会議などの回数が増えた。
・本町は直営の包括支援センターで、権利擁護の窓口も含め、社協とも連携しやすい体制にあるため、
比較的スムーズに対応できている。
・通常の相談支援業務には包括単体で実施しているが、困難事例が生じた際は行政と連携（共同）す
る体制は整っている。行政も協力的で、連携に関する問題はないと考える。
・虐待や支援困難などの事案があれば、随時相談したり、虐待対応マニュアルに基づいたりして連携
は図れている。
・行政、家庭裁判所、法テラスを交えた懇談会があり、意見交換している。
・市町村直営のため特に問題がない。逆に社会福祉協議会と目的が一部バッティングするので、一体
的に行っていく必要性を感じている。

連携が不十分な意見
・月に一度、定例会議を開催、実績報告等実施しているが、行政として向かっている方向性やそれに
向けて包括が担う具体的な役割についてビジョンが不明確。
・権利侵害への対応は行政責任であることを、行政は重く受け止めていないように見える。すべて「予
算」という枠組みで捉えられ、市民を権利侵害から守っていこうとする姿勢は感じられない。
・虐待対応での判断のための訪問調査が遅くルーズである。また、虐待に対する専門的な研修（行政
としての判断含む）など、研修参加や専門職員育成が必要である。
・市が高齢者虐待の第一義的な責務を負っているという認識が薄い。虐待及び市町村申立など主体性
に欠如している。
・市町村の権利擁護に対する方針も明らかになっていないため、委託包括としての対応も不十分であ
り今後のあり方について検討が必要な状況です。
・行政は制度についての理解をもう少し深めていただき、早い対応できるような体制を作って欲しい。
・専門的に判断できるプロ職員を充実させて欲しい。
・委託包括のため、行政との連携は不可欠である。そのため権利養護のケースは行政との情報共有と
支援策を検討する場を作っているが、行政側に人事異動があるため担当する職員によって考え方、
対応に違いがある状況である。
・行政担当者が替わると、虐待対応等も変わってしまう。これまでスムーズに連携していても、連携
しづらくなることもある。
・市町村申立があまり積極的にかかわってもらえない。
・直営ではあるが、建物が離れているため、連携が難しいと感じることがある。
・市長後見が今後多くなってくると考えられる事から、対応職員増を期待したい。今後は市民後見セ
ンターが設置される為、相談窓口としても期待したい。
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・高齢者虐待対応について、虐待対応の第一義的責任は市町村にあり、それに基づいた適切な役割分
担（行政と包括との）対応が必要であるという共通認識を行政側と持って、具体的な対応の仕組み
を整備していくことの難しさがある。
・市長後見制度を申請するも、担当者の人数が不足しているように見受けられ、後見開始迄時間を要
する。
・日常的に意見交換できる環境にあるが、担当者レベルの会話であり、行政全体としては権利擁護に
対する福祉的な姿勢が見られない。（市町村長申し立て要項の不整備など）

・虐待において、市の保健師、相談員と協議をしながら、対応しています。実際には、虐待と認定さ
れることは少なく、疑問を感じることもあります。
・虐待対応の時、市が独自に対応しており情報共有できていないときがある。また、介護認定の申請
など行政と包括を利用者・家族が行き来してしまうことがあり、負担にならないような対応が必要
だと考える。

５　地域包括支援センターの行う権利擁護業務について（自由記述）

職員体制についての意見
・社会福祉士の資格取得だけでは権利擁護業務はできないと思う。地域包括支援センターの社会福祉
士の力量をアップさせていくことが課題です。
・他の業務で忙しく、利用につなげるための継続した支援が困難。
・センターの置かれる事業主体にもよると思われるが、基本3職種で実施する、業務の範囲が広すぎ
る。また、兼務業務もある為、本来事務に重点的に実践できない現状もある。
・当包括支援センターは社会福祉士を配置していない為、専門的見地での相談、対応が難しくなって
いる。
・予防的な活動をしたいが、相談のあったケース対応、支援の継続だけで時間をとられてしまう。直
営包括のため、包括以外の業務もあり、取り組みがむずかしい。
・サービス事業所から権利擁護の相談を受けているが、その人（担当）の感じ方によって同じケース
でも虐待と感じる人（事業所）、虐待と感じない人（事業所）があり、温度差を感じている。毎年
事業所（現場職員）を対象に研修会を開催し、温度差をなくすよう働きかけているが、効果があま
りみられてない状況である。
・介護予防支援業務に追われてしまい、権利擁護支援を含めた本来業務に、時間を十分割けていない。
次期改正での、要支援者の地域支援事業への移行に伴って、状況が改善すればと思う。
・社会福祉士のみで行う業務でなく、３業種の十分な連携が必要。地域、関係機関との日頃からのネ
ットワークづくりも問われる。
・高齢化率の高い町なので、これからますます増えていくと予測される。そのためにも地域の基盤づ
くりをしておく必要がある。早期発見、介入のためのネットワークの構築、市民後見人の養成、後
見実施機関の設置が急がれるが、専門職やボランティア等の人材不足・関係機関との温度差もあり
難しい。
・社会福祉士の権利擁護業務に対する理解不足が目立つ。
・社会福祉士が配置されていないため、業務に対し、知識不足を感じる。
・認知症や障がいにより本人の意思表示が難しく、自己決定が難しい方を支援していく場合、本人の
最善の利益とは何かを考えていくと判断に迷う事がある。単純に後見人をつければよい、介護保険
サービスにつなげればよいという事で、本人にとっての専門的な立場かの必要性だけで（支援者側
だけの判断になりかねない）、対応してしまうケースもあるように思われる。支援者側も当然、ア
ドボカシーの視点で対応していかなければならないが、そのあいまいな状況を包括の権利擁護業務
としてどこまで対応できるか、疑問。
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・人口が少なくても、社会福祉士の配置を必須（法的）にしてもらった方が設置が進み、権利擁護業
務を進めやすい。
・特に権限があるわけでは無い為、どこまで深く関わっていけば良いのか、いつも疑問が残る。
・大切な業務であるのは理解できるが、年々、増加する包括の業務を考えると、職員の資質・体制・負
担などをどうするのか課題が山積している。
・低所得者への対応等、書類作成等の支援を含め、行政より委託を受けられれば、より早期対応が図
れるものと考えます。一方で、予防支援事業所としての業務内容が多大であり、権利擁護業務につ
いては、相談時対応のみにとどまっているのが現状です。
・専門性に基づいた支援が必要なため、包括支援センターだけではなく、市町村にも専門職配置が必
要と考える。
・件数が常にあるわけではないので、担当者の知識や対応の一貫性を維持するのが大変である。専門
家や相談できるところの情報をもって、最新の紹介ができるような体制を広域的にとれるようにな
ればと考える。
・件数自体が少ないため、また職員の入れ替わりもあるため、ノウハウが蓄積されず権利擁護に関す
る相談スキルが向上していかない。
・成年後見制度利用へつなぐための支援や、経済的虐待ケース対応時に、司法書士や弁護士など司法
関係の機関とのネットワークができているとスムーズに解決できると思われる。気軽に相談できる
事が包括の職員の負担も少なくなる。
・予防プラン作成に時間を取られ、地域に対する啓発活動に時間が取れない。
・本来、地域包括で担当となる社会福祉士を人口による職員配置からおいていない現状で、積極的に
取り組んでいない。が、今後重要な課題のため、取り組みを開始したばかりである。
・高齢者人口が増加し、なおかつ、虐待の相談の増加とその要因が複雑化する中で、虐待事案が発生
すると通常業務がストップしてしまうため、児童・高齢者・障害者・ＤＶの専門支援係があった方が
良いのではないかと感じます。また、家族と分離する場合に、ショートステイの空きが不足してい
るため困っています。

制度（成年後見制度、日常生活自立支援事業）についての意見
・今後、当市に設置されるであろう成年後見センターと包括がそれぞれ、どのような役割を担ってい
くのか、先が分からず、今後の業務がみえないでいます。
・成年後見制度利用については、利用費用が高額となる可能性が高く、月々の報酬を考えると本人・
家族が消極的になってしまうケースがあります。市民後見人養成について学び、地域に市民後見が
誕生する事を望みますが、一方で予防支援ケースに時間をとられ、市民後見との調整等ができるの
かが不安であり、どこでそれを担うのか、社協との連携（温度差）なども課題だと感じます。
・成年後見人、日常生活自立支援事業、消費者被害ともに直接包括支援センターが実施する事業では
ないため、制度説明や実際の制度利用にあたってあいまいさの残る説明になりがちな部分がある。
・当町高齢者は、国民年金受給者が多く、申立費用捻出が困難、また、家族がいても、その援助に消
極的（成年後見制度申立）・成年後見制度の必要性について、もっと周知していく必要性がある。
・成年後見制度は来年度より社協が法人後見を担う予定。また日常生活自立支援事業も市町村社協業
務になることから、より住民に身近な制度になると思われる。そのため包括としても適切・円滑に
制度が利用できるような支援が求められてくると考えている。
・成年後見、虐待などの窓口とはなっているものの、実際の支援としては何の権限も持っておらず、
ただのつなぎ役となってしまっているケースが多い。連絡調整、事前調査の点での役割は、重要性
が高い事を認識しているが、自治体によってはさらに多くの役割を期待される場合もあり、境界が
曖昧で、果たすべき業務と考えられた権限の解離があるように思う。
・成年後見制度については今のところ相談はないが、今後必要となる人は増えてくる。制度活用が必
要な時にすぐにできるように町として整備しておくことが必要。とくに、診断書作成に必要な受診



－40－

費用や精神科は遠方であるための負担が大きい。また、本人を普段から診察している医師に依頼し
たとしても、作成したことがない医師が多く協力が得られない場合もある。
・後見人候補者の推薦団体は近くにないので連携しにくい。市民後見人養成は必要だが、なり手がど
れくらいいるのか、養成後のフォローアップ体制などわからないことが多く勉強が必要。
・成年後見制度等の必要とする前の状況で施設利用（認知症状が現れると）に移行してしまうことが
多く、相談として上がってくることが少ない現状である。
・どの段階で制度に結びつけるのかの判断力を身につける必要性ある。制度を熟知できるよう学習の
機会を積極的に持つ必要性ある。
・成年後見制度の活用支援も業務内容として明確になっているかと思うが、家裁によっては対応に温
度差があり、包括職員が介入しづらいこともあるときく。家裁の対応について、統一化が図られる
ようなアプローチをしてほしい。
・成年後見制度については、相談や普及啓発が主となっており、実際に申立てされたのか、利用され
ているのか、不明な事例もある。
・虐待の種別としては仕事をしていない子どもからの経済的虐待が増えているように感じる。子ども
がいない方の金銭管理の相談が増えており、実際に後見申立を支援する件数も増えている。
・制度説明や、各専門機関へつなぐことが業務の中心だが、それだけで、相談者にとって包括へ相談
した満足度としては不足しているのでは、と感じることがある。
・実際、申し立てが出た時に、地元に裁判所や利用可能な司法書士はいないので、動き始めれば、出
張も増える可能性がある。制度が周知され、利用者が増えるといい。
・近年、身寄りのない（身元引受人のいない）親族はいても、絶縁状態となっているケースがみられ
る。成年後見含め、それらを身近な地域で支える体制や仕組みが求められていると感じられる。
・日常生活自立支援事業の利用条件が厳しくなかなか利用につながりません。もう少し利用条件（通
帳の預りや利用料の軽減など）の間口を広げていただけたらと思います。
・小規模の町だと後見人のなり手がいない。後見人が必要な状況がなんとなく見える時に相談できる
専門家がほしいと思う。
・制度が必要な人はいるが、町内に後見人になり得る人が少なく、後見人を探すのに苦労している。
・専門家への繋ぎ役と思い関わるも、成年後見等の申し立てという土台にさえ載せられないケースが
ある。日頃、信頼関係を築いているケアマネ等にも一定の知識と行動をスキルとして身につけてい
ただく勉強会の企画を行う必要性を感じている。虐待や権利侵害が絡むケースは、包括として権利
擁護業務を率先して行えるよう、センターとしてもスキル・実践力を付けて行かなければならない。

・後見制度や自立支援事業などについて、制度内容やアセスメントの力量不足を感じています。生活
像をイメージしながら、どの制度を、どのタイミングで、どのように説明すべきか、を適切に行え
るようにしたいと思います。
・虐待対応に関しては、居宅介護支援事務所のケアマネジャーからの相談が少なく、周知活動が必要
だと感じる。成年後見制度に関しては、対象者のスクリーニング、紹介、申請の支援など十分に行
うことができていない。

関係機関・行政等との連携についての意見
・地方の小規模町村での虐待対応において、判断に私事・主観が強く反映されたり、対応段階におい
ても、積極的介入が難しい場面が生じている。客観性をしっかり担保し、高齢者の保護等、目的が
達成されるよう、児童相談所のような、広域連携機関が高齢者虐待対応にも必要と感じる。（単な
る市町村からの相談窓口ではなく、実働専門職配置機関）。

・高齢者以外にも、障がい（精神・発達・依存症等）やＤＶ、児童も絡む相談が近年増えてきているた
め、関係機関との更なる連携強化が必要と感じる。
・身体的虐待等よりは潜在的なものも含め、経済的虐待のケースが増えてきている印象を受けていて、
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法的な相談窓口等との連携をとれる体制が必要。
・行政側の動きの鈍さ。（対応会議開催を再三促すことや訪問調査など）
・頼れる身内がいないことで通常の支援の範囲を越える場合もあり、どこまでの関わりが必要なのか
迷う時がある。本人だけではなく、家族にも何らかの病気・障害があり、支援が必要なケースが必
要に増えており、様々な機関と連携しているが、対応に苦慮している。
・包括対応では不十分な事例が多々あり、関係機関との連携は必要不可欠と感じている。包括の機能
としてワンストップを目指しながら、マネジメントされたプランを実施するためにも、今後の連携
強化が必要と考える。また、地域とのネットワーク充実を図り、アウトリーチも実施していきたい。
・今後、独居高齢者世帯の増加、認知症高齢者の増加は言われている所にある。その中で、消費者被
害や虐待の問題が増えてくることは予想されるため、地域包括としては地域の中核機関として権利
侵害にあっている方への支援に、行政や法律家、サービス事業所等との連携強化が強く求められる
と思う。
・つなぐ支援が中心になっていて、最後まで関わることが少ないです。権利擁護に関するネットワー
クが形成されていないので、そのとき時々の対応になっている。
・委託の包括が単独で支援できることは少ないため、他業務が多忙になると関係機関との調整に困難
さを感じる。
・早期に関わることができる体制として、関係機関（在宅ケアマネやサービス事業所、民生委員など）
が権利擁護の理解、必要性をとらえられる学習の積み重ねが必要と感じる。包括支援センターが中
心となりその役割を担う必要がある。

６　北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会への要望事項（自由記述）

・今後、成年後見や虐待等、専門職である社会福祉士の役割はさらに大きくなると思う。小さな人口
規模の町村にも社会福祉士は必須になるように、意見を上げてほしいと思う。
・センター職員の絶対数が少ないため、職員数を増やす取り組みをお願いしたい。
・センター職員のスキルアップの為の研修会等を非常に期待しています。予算等の関係から全員の研
修参加はきびしい為、必要と思われる研修を選定しております。これまでの研修会の参加において、
グループワークのある研修会は学ぶ事が少ない為、私的見解・意見ですが、好ましく思いません。
プロの講師の話や指導の場を多く提供していただければと思います。
・大変失礼ですが、北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会で行われる事業内容が十分に把握
できていない為、周知をしていただけると要望できると思います。
・日常生活自立支援事業がもっとすぐに利用できるようにしてほしい。事業の意味がない。利用でき
る事業になっていない。
・成年後見制度が介護保険制度と同じくらい利用しやすくなると良い。利用者の数が増えて、良い悪
いが考えられる。今のままで制度として成り立っていない。
・市町村担当者向けの権利養護業務に関する研修会を行って欲しい。
・介護予防事業に関する研修の充実を望みます。Ｈ27の制度改正にむけ、指針となるような情報発
信を期待しています。
・委託型は低予算多忙で本来の機能が果たせず、その結果センターへの不評となるという悪循環から
抜け出せない状況にあるので、協議会として、改善への取り組みを期待します。
・地域包括支援センターの役割もだんだんと増えてきている。地域包括ケアシステムの構築、市民後
見人の養成、地域ケア会議の業務化等、やはり地域包括支援センターの各地域の実情がどういう状
況か知りたい。また、地域包括支援センター職員のための学習会、勉強会がもっとあってもよいと
思う。
・小規模市町村では、３職種はそろっておらず、特に社会福祉士を配置していない現状が、権利擁護
の取り組みが積極的に推進されていない背景にあるように感じます。また、兼任のため、他業務も
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あり、包括的支援事業への稼働時間も十分とれていない状況です。協議会で、体制確保に向けた意
見等を市町村宛にだしてほしい。
・制度を活用していくための対人援助スキルアップ、研修の実施。（ロールプレイ、ＳＳＴ等）
・地域でのネットワーク、地域で支え合うことを具体的に取り組める研修のつみ重ねを希望します。
北海道の場合、町の規模により取り組み方がかわってくると思うので、同じような規模や特徴のあ
る市町村の場合の取り組み方など同じ視線での研修もあればよいかと考えます。
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考 察 と 提 言

藤女子大学人間生活学部人間生活学科　　　
教授　若　狭　重　克　　

（H24－25年度　北海道地域包括在宅介護支援センター協議会機能強化委員長）

１　支援が必要な方の実態把握について

　地域包括支援センターで虐待または消費者被害等の支援を行うことになった相談経路について、「ケ
アマネジャー」や「サービス事業所」だけでなく「本人」「民生委員」「地域住民等」などに広がってい
る傾向がみられた。このことから地域包括支援センターの活動が次第に周知されていることが窺える。
　また、権利擁護支援の対応状況についての対応総数を100とした場合の対応類型の結果は、「平成24年
度の高齢者虐待防止法に基づく対応状況の結果1）」と傾向が同じである。具体的には、「身体的虐待」
が最も多く、次いで「心理的虐待」「経済的虐待」「ネグレクト」の順である。いずれも対応の傾向であ
るため、実態を示しているものではないが、顕在化している虐待の傾向として把握できるものであろう。

〔再掲P5. 権利擁護支援の対応総数を100とした場合〕

　実態把握の取り組みについては、「いいえ」が17.1％あった。地域包括支援センターによる権利擁護
の意義を考えれば、見落とせない現状である。

〔再掲P8. 早期に発見・把握するための取り組み〕

　相談対応については、「センター内で情報共有し、担当者を決める」との回答が6割以上であった。と
りわけ初期の相談対応は当然のことながら相談内容を選ぶこともできず、内容によって担当者を決める

１） 厚生労働省『平成24年度高齢者の虐待防止、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に関
する調査結果』13
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ことも難しい。外部から見れば誰がどの職種かもわからない。そうであるとすれば、相談対応について
はどの職種であっても一定程度の水準の対応をすることが求められる。そのうえでチームとしていかに
機能させていくかを検討する必要がろう。したがってこの結果は、妥当な結果と考えられる。

〔再掲P9. 権利擁護等の相談があった場合、どのように対応していますか〕

　権利擁護支援の阻害要因として「本人及び家族の拒否」が約8割と圧倒的に多い結果となった。外部
の介入を望まない私的な事情を抱えている場合も多くあると考えられるが、今回のアンケートでは把握
できていない当事者への情報提供を積極的に展開し、支援を受ける前提条件に係る関与も必要と考えら
れる。さらに、早期発見に関する自由記述の「支え合いネットワーク会議を開催して地域とともに学習」
「高齢者地域安心ネットワークに地域住民が協力員として位置づけられている」などのように、地域の
状況に応じた工夫が今後より一層求められるのではないだろうか。

〔再掲P12. 権利擁護支援の阻害要因〕
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２　地域のネットワークと社会資源について

　地域の互助機能を高めるために地域包括支援センターが行っていることについての回答を見ると、約
8割が「地域ケア会議の開催」、約7割が「地域向け出前講座・講習会の開催」であり、従来からのネット
ワーク構築との違いはあまり見られなかった。一方で、「地域ケア会議の開催」で約4割、「地域向け出
前講座・講習会の開催」で約7割が「町内会・自治会」を巻き込んだ実践を展開している。地域の互助機
能という場合、既存の専門団体等によるネットワークよりも当事者の周辺にいる住民への働きかけによ
るネットワークの広がりを意識した実践が求められ、そこに従来からのボランティアや民生委員、諸団
体を融合していくことが指摘されている2）。したがって、ネットワーク構築の手法として住民中心のネ
ットワーク構築についての検討が必要であると考えられる。自由記述では、「定期的に地域づくり活動
の広報を発行し訪問している」「地域の定例会に参加したり、地区の福祉計画策定から一緒に準備し企
画する」との回答があった。今後はこうした取り組みの広がりが期待される。
　このようにネットワーク構築は、日常的に住民との接点を持つことによりその具現化が図られるもの
である。この点に関して、ネットワーク構築の阻害要因として「地域包括支援センターの他の業務が忙
しい」との回答が約6割あった。2005年の改正介護保険法によって創設されることになった地域包括支
援センターの業務の多忙さの実態にあまり変化がないことが窺える。

２） 社団法人日本社会福祉士会編（2012）「実態把握とネットワーク構築の意義」『改訂・地域包括支援センターのソー
シャルワーク実践』中央法規、64－65

〔再掲P14. 地域の互助機能を高めるため〕
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〔再掲P21. 地域ネットワークの構築における阻害要因〕

〔再掲P16.地域ケア会議の開催の取組に関わっている機関（複数回答）〕 〔再掲P17.地域向け出前講座・講習会の開催の取組に関わっている機関（複数回答）〕
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３　判断能力を欠く常況にある人への援助

　成年後見制度の活用をめぐる北海道が抱える問題の一つとして、第三者後見が可能な専門職団体が少
ないことがある。とりわけ小規模な自治体でこの問題は顕著である。今後、市民後見人の動向を含めた
体制整備が課題である。

〔再掲P24. 第三者後見が可能な専門職団体等〕

　地域包括支援センターが関与し成年後見制度につないだケースの内容では、「本人・家族へ制度を説明
し、家庭裁判所を紹介する」「診断書や鑑定に関する地域医療機関との連携」「推薦できる専門職（弁護
士、司法書士、社会福祉士等）を紹介し、連携をとる」など手続き的な支援から、制度利用に向けての
関係者や関係機関との連携という回答が多かった。地域包括支援センターの機能・役割を考えた場合、
こうした援助に加えて相談窓口的機能がさらに発揮され、アセスメントに基づく支援方針の検討と継続
支援がより多く展開されることが期待されるのではないだろうか。また制度の利用支援の課題について
は、担当職員が制度理解を深めることで対応可能な側面もあることが確認できた。地域包括支援センタ
ーとして、研修等への参加により一層の研鑽が求められる。

〔再掲P27. 成年後見制度につないだケースがある場合の内容〕
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　日常生活自立支援事業の活用援助については、成年後見制度より少ない傾向にある。これは北海道の
事業実施体制の問題が背景にあることが考えられ、今後の事業実施方法の見直しに伴い増加に転じるこ
とが予想されている。

４　市町村との連携の状況について

　大きく「連携が図れている」と「連携が不十分」という2極に分類できる結果となった。
　「連携が図れている」内容としては、情報共有と具体的な対応や支援での連携が多かった。情報共有は、
市町村と地域包括支援センターの連携における基礎的な条件と考えられる。権利擁護実践において具体
的にどのような情報を共有すべきかについて精査し、多くの自治体が実行できるよう努める必要がある。
　「連携が不十分」では、虐待や権利侵害への対応が行政責任であることの認識が行政に不足している
との指摘があった。また、行政内の人事異動のシステムが連携を不安定にしているとの指摘もあった。
権利擁護システムを確立していくためには行政と地域包括支援センターの連携は欠かせないため、人の
問題ではなくシステムの問題としてそのありかたを確立させる取り組みが求められるであろう。

５　地域包括支援センターの行う権利擁護業務について

１）職員体制について
・専門力量問題
　「社会福祉士取得だけでは権利擁護業務はできない」「社会福祉士の権利擁護業務に対する理解不足が
目立つ」という回答があった。社会福祉士を地域包括支援センターに配置する事の意義は大きいと考え
られるが、全体的な傾向として経験が不足する社会福祉士の配置が多いなど配置要件に関する議論が不
足しているのではないだろうか。自治体直営の地域包括支援センターでは採用後すぐに配属するケース
もあると聞く。また、実務経験5年後の介護支援専門員への移行も散見される。したがって、地域包括
支援センターの社会福祉士に求められる専門力量についての議論を行い、その要件や研修システムにつ
いて検討を行う必要があるのではないだろうか。

・業務範囲問題
　地域包括支援センターが登場して間もなく聞かれたのが、「介護予防支援業務に忙殺されて本来業務
が出来ない」という声であった。今回の調査でも「介護予防支援業務に追われてしまい、権利擁護支援
を含めた本来業務に事案を十分に割けない」「予防プラン作成に時間を取られ、地域に対する啓発活動
に時間が取れない」という回答がった。
　そもそも本来業務とは何か。実のところ地域包括支援センターが登場して以降、この問いへの明確な
答えが無いのではないだろうか。おそらく内容が明確でかつ地域包括支援センターすべてが共通認識し
ているのは介護予防支援のみであろう。地域包括支援センターは、「地域包括ケアシステム」を実現す
るために創設された機関である。したがって、その目的を達成するために地域包括ケアのコーディネー
ト機能が求められるとされている3）。
　それは介護保険サービスだけでなく、介護保険外サービス、医療、権利擁護などの諸サービスやイン
フォーマルネットワークの構築など、まさしく地域における支援体制のマネジメントである。上記の専
門力量問題とも関係するが、今後はこうした見地から業務範囲を認識し、その遂行能力を高める環境整
備が必要である。

・専門職間連携問題
　専門力量・業務範囲問題との関連での具体例の一つがこの専門職関連携である。調査では、「専門家や
相談のできるところの情報を持って、最新の紹介ができるような体制を広域的にとれるようになれば」

３）前掲２）15
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「司法書士や弁護士など司法関係とのネットワークができているとスムースに解決できると思われる」
という回答があった。これらは、「地域包括ケアシステムのコーディネート」や「地域における支援体
制のマネジメント」とう業務範囲や役割からすれば、地域包括支援センターの実践基盤にあるものであ
る。未だこうした基盤の整備ができていないとすれば、それは看過できない問題である。他方、専門職
間連携には関係する機関や専門職側の地域包括支援センターに対する理解も不可欠である。そうした環
境整備は地域包括支援センター単独では困難な面もあるため、保険者である市町村の協力や関係機関へ
の働きかけが求められるとともに市町村による主体的な取り組みが必要であろう。

２）制度について
　たとえば成年後見制度活用における地域包括支援センターの業務は、以下のように認識されている。

●制度普及の広報
●相談実態把握からスクリーニング（判断）
●制度概要や手続きの説明
●申立へのつなぎ
●地域の医療機関との連携
●後見人候補者を推薦する団体の紹介・連携

　以上の業務を遂行する際、制度の内容や手続きに関する知識が地域包括支援センターには当然求めら
れる。しかし、スクリーニングについては明確な基準はなく支援においての権限もないことから機械的
なつなぎ役になってしまうことなどへの危惧が調査の回答にみられた。また、後見人のなり手不足を指
摘する回答もあり、制度活用基盤の不安定さが垣間見られた。
　これらへの対応として、スクリーニングの基準を検討し地域包括支援センターの実践における共通基
盤づくりをしていくことも必要かもしれない。たとえば、北海道地域包括・在宅介護支援センター協議
会として検討することも考えられる。このことは単なるつなぎ役としての関わりを、実質的に制度活用
を後押しする支援へと変容させていくことを意味するのではないだろうか。後見人不足については、今
後の市民後見人等の取り組み状況に応じて検討していくべき課題であろう。

６　地域包括支援センターの今後に向けて　―関係機関・行政との連携や要望―

　地域包括支援センターが対応しなければならない問題が多様化したり、高齢者にとどまらない相談が
増加している傾向が調査によって明らかになった。そのようなことから、関係機関との連携強化が必要
であることは共通認識がもたれているようである。特に消費者被害や虐待等の対応においては、行政や
法的な相談機関等との連携が必要であるとの回答があった。
　一方で委託のセンターからは行政の動きの鈍さの指摘があり、連携の基軸となる側面への不満や業務
の多忙さが関係機関との調整の障壁になっているなどの意見もあった。
　また、今後の地域包括支援センターを展望した際の要望には以下のような回答があった。

●社会福祉士配置の必須化
●職員の増員
●研修（スキルアップ、権利擁護、介護予防、ネットワーク構築）
●予算増
●制度利用の簡素化（成年後見制度、日常生活自立支援事業）

　まず指摘しなければならないのは地域包括支援センターの体制に関する回答である。小規模な自治体
では特に社会福祉士の配置がされておらず、権利擁護業務の推進に影響が出ている。また、兼任体制の
ため各種事業への影響が生じているという。反面、制度改正のたびに地域包括支援センターに求められ
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ることは多様化・高度化しており、今後の地域包括ケアシステムにおいても中核的な役割が期待されて
いる。こうした状況の変化にかんがみれば、体制の強化は不可欠といえよう。このことは予算増を求め
る意見とも連動することである。
　次に研修に対する要望である。「対人援助のスキルアップ」「権利擁護業務に関するもの」「地域での
ネットワークや支え合いの仕組み」などをテーマとした研修を望む回答がみられた。これらは地域包括
支援センター業務として必須のものばかりである。つまり本来求められている業務の実施のレベルで現
場は不安を抱いているのである。全道一斉の研修は不効率であり参加者が多くなることから成果が得に
くい。また小規模な自治体は単独での研修には限界があるため、広域の自治体間で連携を図りながらそ
うした機会を確保していくことなども検討する必要があろう。
　最後に制度利用の簡素化についてである。制度の手続きを改めていくことは現実的には困難である。
先述した「制度について」で指摘したとおり、当面は制度活用基盤とその支援基盤を関係機関との協力
関係によって整備していくことが求められよう。
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