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令和 2 年度第 1 回 

甲州市高齢者虐待防止・地域見守りネットワーク運営委員会  

 

日時  令和 2年 7月 3日(金)午後 1時 30 分～午後 3時 30 分 

場所  本庁第一会議室 

出席  中村（文）・中村（功）・小林・深澤・依田・甘利・大木・久保田・齋藤・保坂・守

屋・佐藤・雨宮・名取 【委員】 

    小林・古屋・前田・雨宮・姫野・村田・日原・武藤【事務局】                                                                                                                             

 

1.開 会 

 

2.委嘱状の交付 

中村文雄委員、中村功委員、小林一三委員、深澤リカ委員、依田博俊委員、甘利公男委

員、大木美由喜委員、久保田正春委員、齋藤順一委員、保坂一人委員、守屋英一委員、佐

藤光正委員、雨宮良一委員、名取建治委員 

計 14 名 

 

3.市長挨拶 

  本日は、甲州市高齢者虐待防止・地域見守りネットワーク運営委員会にお集まりいただ

き、厚くお礼申しあげます。また、委員を引き受けていただき再び深く感謝いたします。 

  本市では、虐待防止法が平成１８年から施行されて以降虐待を受けた高齢者に対する支

援について積極的に取り組んでいるところであります。高齢者虐待は、介護する方が悩み

を抱え込んでしまう事が大きな要因とも思われます。このため、市では介護する方が地域

で孤立してしまう事がないように、様々な団体や機関と連携を図り見守りの体制つくりを

強化していきたいと考えております。本市における高齢者率は県内でも高い水準にありま

す。このため、高齢者を支える地域で見守りするための体制作りは喫緊の課題となってお

ります。今後も、本運営委員会におきましては高齢者の方々が住み慣れた地域で安心した

暮らしが続けられるように、高齢者虐待防止法の取り組みや認知症の方を地域で見守るネ

ットワーク作りを引き続きご協力いただくとともに、委員の皆様には各方面からご意見を

頂けるようお願い申しあげます。 

 

4.委員紹介（自己紹介） 

  

5.委員長挨拶(中村文雄委員) 

  皆さんこんにちは。皆さんの力を頂きながら務めさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。今年度に入りまして、新型コロナウイルス感染拡大によりまして生活

環境や行動様式が一変いたしました。その中で、やはりいろいろなしがらみが高齢者のと

ころにきまして、虐待の疑いの通報ですとか全国で急増しているという報告をいただいて

おります。その中で、高齢者の命・権利・生活を支える、また家族や介護者の方々をどう

ゆう風に支えるかが最大の課題となっております。本日、委員の皆様は様々な分野から委

嘱を受けておりますので、それぞれの立場からのお考えをいただきまして本運営委員会に

反映できていければと思っております。是非、委員の皆様のご協力をお願いいたします。 



6.議事 

（１）本委員会および部会の説明 

（２）令和元年度実績及び令和２年度の取り組みについて 

・権利擁護について   

・認知症対策について  

（３）地域課題の検討 

  ・想いのノートの普及啓発について 

  ・高齢者虐待の早期発見における体制づくりについて 

  
 質疑応答（意見） 
 

（２）令和元年度実績及び令和２年度の取り組みについて 

・権利擁護について 

 

名取委員 

  ・私は成年後見人の観点から、私自身この会に１０年くらい参加しているのですが、非

常に相談の件数が多くなったなという印象があります。内訳を見ていくと相談者という

のが、ケアマネジャーさんとかソーシャルワーカーさんがメインになるのかなと思って

いたが、前年度は親族からの相談が多いことが意外に感じました。先ほど事務局が言っ

たように、銀行の方から成年後見制度を利用してくださいと案内されたのが４件という

数字があって、銀行としては本人の金融機関で、本人の口座があって、本人が通帳と銀

行印を持ってきて払い出しをしたいと言われて払えば、民法上は準占有者に対する弁済

で有効にはなるんじゃないかと思うんですけど、そこがもう一歩踏み越えて企業内のコ

ンプライアンスや法令順守みたいな形でご本人であっても判断能力がないなら引き出せ

ないですよとなっているので、金融機関の方でも成年後見制度が普及して認知していっ

ているのかなと感じました。これから、もう一歩二歩進んでいくという面では金融機関

さんと連携して、直接金融機関さんから地域包括支援センターの方に相談がくるような

関係とかやり方が構築できれば色々な方々の支援に繋がるのかなと感じました。 

 

Ａ事務局 

  ・郵便局の職員の方からの相談で、たびたび利用される高齢の方で、色々説明しても理

解が難しい状況であり身内の方の連絡先等もわからないので何か市の方で手を打っても

らう事ができないでしょうかという話もあり、数は多くはありませんが金融機関さんか

ら相談していただくこともなくはない状況です。ただ、いま名取委員さんがおっしゃっ

たように今後金融機関の方でも成年後見制度を承知されているとは思うんですが、ひと

つ市の方では地域包括支援センターが窓口になっていて、ご本人さんあるいは身内の方

からの相談の対応、それから場合によっては申立ての手続きについて一緒にお手伝いさ

せていただいているという周知はまだ十分にできていないと思いますので取り組んでい

きたいと思います。 

   

 

 



・認知症対策について 

 

 Ｑ雨宮委員 

  ・昨日ちょうど検索しましたら昨年 2019 年は、認知症高齢者の行方不明の方が全国で

１万７千何百人と出ておりました。大半の方は発見されているという記事でした。自治

体の機関の GPS 端末の貸し出しをしたり、甲州市さんのような SOS ネットワークという

形で対応しているところがあると思いますが、昨年度甲州市の SOS ネットワーク活用は

ありましたでしょうか、教えていただきたいです。 

 

 Ａ事務局 

  ・ありがとうございます。昨年度活用したという実績はございません。登録は何件かご

ざいました。 

 

（３）地域課題の検討 

・想いのノートの活用について 

 

甘利委員 

  ・想いのノートを紹介する機会が最近ありました。その方は独居の方で割と元気な方で

す。中々家族の方とこういった事を話す機会がなかったんですが、想いのノートがある

ということで紹介させていただいて、お渡しして書いていただいて今利用しています。

元気な方や持病がない方にはケアマネージャーから勧めることもできるんですが、ター

ミナルの方には主治医の先生からターミナルの話ができているかということもあるの

で、介護度の低い方、介護の必要がない方、持病がない元気な方に使っていただくのが

いいんではないかと考えています。 

 

名取委員 

  ・経験談になりますが、私も補助人の方に就任していた方がいまして、保佐と補助とい

うのは成年後見よりも判断能力が軽い人のことを言います。後見よりも判断能力がある

ので、ある程度説明すれば書ける人です。補助についていた方なんですが、その方は婚

姻歴もなく子もいない、兄弟もいない独居の方でした。その方について、将来が不安だ

とおっしゃっていて、元気な方なんですがケアマネージャーさんと一緒にこの想いのノ

ート書いておこうと話しになりまして、書いておきました。その方は、急に脳梗塞でも

う言葉も話せなくなってしまい、本人の訴えや希望を聞き取る事ができなくなってしま

いました。でも、この想いのノートを書いておいたので、本人の 100％の意志とは限ら

ないですが書いた当時はそう思っていたということもあり、身寄りがないのでケアマネ

ージャーや僕らや市の担当者がある程度支援していかなければならないという中で、血

のつながった親族でもなく、医療同意もできない、重たい責任も負えない中で、この想

いのノートがあると例えば命に係わる病気にかかった際に一つの指針になるという面で

はすごく助かると思います。それは同じように医療機関さんは命に関わる病気に対し

て、後見人が就いてない場合でも一つの指針となることを経験しました。 

  あと、最近ですと社会福祉協議会の法律相談の担当もさせていただいているんです



が、当初遺言としての相談受けましたが、話を聞いていくと遺言まででもないという相

談で今後不安だから何か残しておきたいという方がいて紹介させていただきました。後

日市役所に行って想いのノートをもらい書いたという報告をもらっております。比較的

そういった今後将来が漠然として不安という方にご紹介していくというのも一つありか

なと思います。 

 

中村（功）委員 

  ・とくに社協としては、権利擁護のセンターを立ち上げて色々な相談を受けているとこ

ろと、日常生活の自立支援の方たち市長の申し立てによる後見の方ではなくてこれから

そちらに移行する方たちが結構ございます。現在後見が 19人、自立支援が 19 人くらい

担当させていただいているところなんですけど、自立支援の方との対応の回数が相当多

い、自立支援の場合は４月５月で 130 回～140 回行っている。職員一人当たり月に７回

程度になる。想いのノートにしても自立支援を担当している職員と話をしています。な

かなか一度見ただけでは書ききれないという話です。もちろん説明書の中には全部書く

必要がないとはあるが、なかなかこれをすすめても書ききれないというか難しいところ

があります。特に自立支援の方に記入の方に協力いただくようつとめています。 

 

雨宮委員 

  ・病院での医療相談の仕事をしていまして、いろんな患者の方がいらっしゃるんです

ね。身寄りのない方、がんのターミナルステージの方、あるいは状態が落ち着いている

方でも具合悪くなってしまう方もいる。万が一の時に患者さんの想いが明確になってい

るものがあると非常に心強いし、把握しやすい。わかりやすくまとめていただいている

ので、上手に活用していきたい。これを一回書いたからずっと続くということではない

でしょうし、患者の想いも変化することだって当然ある。そういったときには見直しを

していくというなかで患者さんにとって残された時間をいかにお過ごしいただくかの一

助になるかと思いますので、ぜひ活用させていただきたいと思いました。 

 

・高齢者虐待の早期発見における体制づくりについて 

 

中村（文）委員 

  ・民生委員の立場からお話させていただきます。今甲州市には、197 名の民生委員がお

ります。虐待するのはどうしても閉鎖性のある家庭で起きるのが大きな一因となってい

ます。民生委員もいろいろとアンテナをめぐらせて情報収集をするようにしているが、

閉鎖性の中で起こる虐待は表面化しません。少しでもやっぱり多くの目を家庭の中に入

れることが大切だと思っている。昨年度民生委員の改選がありました。塩山地区に関し

ては約半数以上の方が退任しました。その退任された方に、民生委員のサポーターにな

ってください。地域でなにかありましたら民生委員に声を上げてください。民生委員だ

けでなくて民生委員を経験した方、あるいは地域の組長や区長そういった方は地域で目

を光らせ情報収集していただければもっと情報があがってくるのではないかと思いま

す。ですから、東京では民生委員補助人制度みたいなものがありまして、民生委員を退

任した方、今後民生委員をやっても良いという方、あるいはボランティアとして関わり



たいというその三種類の方に分けてそれぞれの立場で民生委員さんをサポートしたりあ

るいは自分が考える中で高齢者あるいは家族をサポートしたりするそういう考え方もあ

るようです。そういったエリアの中で多くの目で高齢者の見守りをしていくのも重要だ

と感じています。 

  

Ｑ齋藤委員 

 ・気づきのポイントのツールの作成ということなんですが、包括さんの方でたたき台み

たいなものを作って頂いたほうがこういう場で決めていくには作りやすいのかなと思い

ます。 

 

Ａ事務局 

  ・気づきのツールを作りたいにあたっては、アンケートを取る中で気づきのポイントが

各機関で違うので、包括でも気づきのポイントのマニュアルも実はあるんですが、痣が

あるとか、直接なポイントが多いので、皆さんの気づきのポイントの意見を頂きながら

こういうところで気づけるんだということ一緒に考えていきたいと思いますので、また

素案のようなものはこちらで考えていきたいと思うので、入れる視点というのは皆さん

のご意見をいただきたいと思います。 

 

Ｑ中村（功）委員 

 ・市全体でどうしていくかときちんと決めるのがケアシステムのケア会議ではないのか

と思う。従って、ケア会議では丸ごとわがごと、高齢者だけではなくありとあらゆるこ

とを一つの事にしていく。今年から多機関協働の相談事業というのが始まっているわけ

で、高齢者、こども、障がい者、色んな相談関係を全部一つにまとめてやるということ

をやり始めている。従って、今委員長から話があったように民生委員さんだけでは非常

に人数も少ないし目も届きにくい。じゃあそれに例えば老人クラブや社協の組織があ

り、いきいきサロンの組織があり、色んな組織がいっぱいあり、こういうものをどうい

うふうにまとめていってそういう人からどういうふうに情報をあげてもらうか、意識的

にシステムとして作っていくものがケア会議だと思う。その辺が市として進んでいない

と思うのでもう少しケア会議というものが全体としてどういうふうにまとめていくか、

基盤として作っていく会議にぜひしてほしい。ここの会議では高齢者虐待について話し

てますが、子ども虐待、障害者虐待も一緒くたにやったり、会議の種類があるわけです

から、みんな一緒になっていろんな知恵を出していけば進んでいくんじゃないかと思い

ます。 

 

Ａ事務局 

  ・多機関協働という話をいただきましたけども、今年度から新しく始まることで、さっ

そく第一回目が個別の実務者会議、相談支援包括化推進会議が７月に行われるというこ

とで委員として呼ばれております。中々組織を全部一つにまとめるというのは難しいと

思うのですが、人と人とが一緒に会に参加しながら課題になる世帯の方に対応していく

ような仕組み作りを今までもやってきているつもりではあるんですが、またさらに進ん

でいくことができそうだということがあるようなので、また情報を集めていきながら包



括支援センターも介護支援課としても取り組んでいきたいと考えています。 

大木委員 

  ・今までの話を聞いていて、色んな部会や取り組みがあることは常に感じている。民生

委員さんのお話で、いいことばかり言わなくて申し訳ないんですけども、民生委員さん

が昨年 11月に代わられて、だいたい３年間で終わる方も多いと聞きます。長年就任さ

れている方もいると思いますが、代わる代わらないに関わらず民生委員さんとしての考

えがあると思うのですが、一期で終わる方が何もなくて良かった。面倒な事がなくて良

かった。という意見を聞くことも多い。それと、一生懸命やってくれる方もいて、私も

民生委員さんに何人もお世話になっているのですが本当に素晴らしい方に出会うことも

ありました。あとは、こういったボランティアしていますので、ある集まりの中に参加

しましたら、認知症の事について認知症の人を支援したいのでどういうことに注意した

らいいのか教えてほしいとのことで、女性のボランティアの団体の中でお話ししました

が、その方たちに感じたのは何かしてやっているという上から目線。全て。へーって感

じで聞いていたのですが何か話をしているけど難しいねという感じでした。これはなか

なか理解してもらえないな。認知症というのがほど遠い存在なんだなという印象を受け

ました。あとはサロンを地元で 17年くらいやっているのですが、高齢者が多いんです

が、その家族はお茶を飲んだりしてるだけという認識のようだ。そして、あとは認知症

の発見ですね。家族が全然理解していない。本人に対し蔑視的態度がみられる。そうい

う家族に声をかけてもどうせ言ったってわからないと理解しようとしない。そういうこ

とが何件かあることに自分の力のなさも感じているところ。早期発見のため包括支援セ

ンターに連絡して初期集中支援チームがきてまとめてくださるんですが、それでも家族

が理解しないから前に進まない。そういう例をいくつか見ている。ですから地域包括支

援センターがまとめるというのはとても難しい事だと感じたことです。社会がそういう

状況にあるということでご苦労多いと思います。 

 

Ｑ中村（文）委員 

 ・ご指摘があった民生委員の件ですが、今回は時間がありませんので次回話すというこ

とで申し訳ありません。 

  ・この会議は年２回の開催ということで、課題について深めていくことが非常に難しい

と感じております。事務局として何か考えはありますでしょうか。 

 

Ａ事務局 

 ・今委員長さんからのお話がありまして、先ほど齋藤委員さんからもお話があったよう

に、この会議で議論を深めることは難しくて包括の方でたたき台などがないと何回も同

じ話をしていかないととご意見いただいたんですけども、この会が年に２回の会議で、

１回の会議が１時間半程度の中で課題をいくつか出していただいてご意見をもらうとこ

ろまでは毎回行っていますが、その先の具体的に議論を深めていくことは時間の制約が

ございまして現状難しいと感じております。また全ての委員さんに何回もお集まりにな

ってもらうのも現実的でありませんし非常に負担にもなってしまうので、現在の高齢者

虐待の地域見守り体制をどんな風に確立するのかですとか、あとそれから想いのノート

の活用の促進と合わせて次年度の市民公開講座に向けていくつかの課題があると思うん



ですがそれらの個々の課題につきまして特に関係の深いと思われる委員さんには、また

後程事務局の方から個別にご相談させていただきまして、次回の運営委員会は、通常で

すと２月ごろに開かれると思われるんですがそのころまでに少人数で具体的な課題の解

決の仕方を相談させていただける場が作れたらと思います。もし、それが可能ならば委

員さん方だけでなく実際に実務のレベルで仕事に当たられている地域の方にも事務局か

らあたらせていただきまして一緒に議論に入っていただけたらと思っています。その時

に小さい話合いのグループを作る事が可能であれば事務局としてはそんな風に考えてお

ります。 

 

名取委員 

 ・良いと思います。年に２回の会議では時間が限られてしまいますし、どうしても業務

化してしまいますし、突っ込んだ議論をするには少人数にして、ある程度何度か議論し

た方がいい話し合いができるのではないかと思います。 

 

中村（文）委員 

 ・賛成の意見を頂きました。賛成の方がいらっしゃいますので課題のグループを立ち上

げて少人数で具体的な検討をするという形で行っていくこととします。 

 

7.その他 

 

8.閉 会(副委員長：中村功委員) 

どうもお忙しい時にありがとうございました。虐待ひとつとっても、一つの市の中に子

供の虐待の委員会があり、高齢者の虐待の委員会があり、障害者の虐待の委員会があり同

じ市の中に３つも４つもある。従って横のつながりが非常に大事になってくるのではない

かと思います。今から出来上がりますけど、そういう会を作ることで、横のつながりをし

て、どんどん人口が減っていくわけですから少ない人たちでいかに効率よく政策立ててい

くことがひとつの今年度の大きな課題じゃないかと思っていますので、是非高齢者を扱っ

ているこの委員会として先駆けができるようにしていけるとありがたいなと思います。よ

ろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


