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「平成３０年度 帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議 議事録」 

 

 

  開催日時：平成 31 年 1 月 25 日（金）１９時 

  開催場所：帯広市役所 １０階 第６会議室 

  出 席 者：帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議構成員 ２４名 

               〃         事務局  ７名 

  会議資料：別紙のとおり 

  終了時間：２０時２０分 

 

１ 開 会 

司会：障害福祉課（以下、司会） 

本日はお忙しい中ご出席頂き、誠に有難うございます。 

只今から「平成３０年度帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議」を開催させて頂きま

す。 

それでは会議の開催にあたりまして、帯広市保健福祉部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

帯広市保健福祉部長 

皆様、こんばんは。 

本日はご多用の中、更には寒さが厳しく、お足元が悪いにもかかわらず、「平成３０年度

帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議」にご出席頂きまして、誠に有難うございます。 

また、日頃より本市の福祉行政、とりわけ虐待防止をはじめとする障害者福祉にご理解、

ご協力を頂いておりますことに、心より感謝を申し上げます。 

さて、平成 24年 10月の障害者虐待防止法の施行後、本市においても、数多くの通報等

を受理しています。後程、担当の方からも報告させていただきますが、虐待の発生要因は、

離婚や再婚等による家族関係の変化や障害者に対する理解不足等が挙げられ、その要因が

複数絡むことで、複雑化する事案も発生している状況にあります。 

これまでも、本市におきましては虐待通報専用の携帯電話の設置により、２４時間相談

できる体制を確保する等、障害者虐待の未然防止の対策を行い、迅速な対応を心掛けてい

るところでありますが、今後につきましても、本日お集まり頂きました皆様方との連携や

ご協力がより一層必要となるものと考えております。 

本日は、ご出席の皆様と様々な意見交換や情報交換を行い、有意義な会議としていきた

いと考えております。 

結びになりますが、今後ともより一層の連携体制の構築に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、障害者理解の促進や障害者の虐待防止に向け、本日お集まり頂いた皆様

の更なるご理解、ご協力をお願い申し上げ、開会にあたりましてのご挨拶とさせて頂きま

す。本日は、どうぞよろしくお願い致します。 
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司会 

会議に入ります前に、本日配布いたしました、お手元の資料の確認をお願い致します。 

はじめに会議次第がございます。次に議事資料として、資料１「議事内容」、資料２「平

成２９年度障害者虐待の状況（全国、全道、帯広市）、資料３「平成２９年度障害者虐待の

状況（帯広市）、通報等件数届出者内訳（帯広市）」、資料４「平成３０年度障害者虐待の状

況（帯広市）」、資料５「帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱」となっており

ます。 

以上でございますが、資料等に不足はありませんでしょうか。 

 

それではこの会議について、ご説明致します。 

この会議は「障害者虐待防止法第３５条」による市町村における関係機関、民間団体等

との連携協力体制の整備を目的に、平成２４年１２月に設置されたものであり、要綱第３

条に規定する１８の関係機関、民間団体等と帯広市の関係する９課を構成員として毎年こ

の時期に開催しております。 

本日は資料１「出席者名簿」にございますとおり関係機関、民間団体等の皆様を含めて

２４名のご出席を頂いております。 

なお、十勝サポートネット様、帯広身体障害者福祉協会様から事前にご欠席のご連絡を

頂いております。 

 

会議に先立ちまして、初めての方もいらっしゃることと思いますので、本日ご出席の皆

様から自己紹介をお願い致します。それでは、マイクをお渡ししますので、こちらの釧路

地方法務局帯広支局様より所属・お名前等を時計回りにお願い致します。 

 

３ 出席者全員の自己紹介 ～ 座席表により時計回り     【敬称略】 

釧路地方法務局帯広支局 

十勝総合振興局社会福祉課  

帯広警察署生活安全課 

帯広公共職業安定所 

帯広労働基準監督署 

北海道民生委員児童委員連盟帯広支部 

帯広市医師会 

帯広市社会福祉協議会 

帯広人権擁護委員協議会 

十勝障がい者総合相談支援センター 

つつじケ丘学園 

相談支援センターけいせい会 

帯広はちす園 

光り園 

十勝障がい者就業・生活支援センターだいち  

帯広市手をつなぐ育成会 
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ほっとぷらっと 

帯広市市民活動部男女共同参画推進課 

帯広市保健福祉部社会課 

帯広市保健福祉部保護課 

帯広市こども未来部こども課 

帯広市こども未来部子育て支援課 

帯広市学校教育部学校指導室 

 

司会 

次に議長でありますが、本会議の議長は要綱第４条の規定に基づきまして帯広市保健福

祉部長となっておりますことから、以降の議事については、この要綱に基づき、部長の進

行で行わせて頂きますので、よろしくお願い致します。 

 

４ 議事 

帯広市保健福祉部長（以下、議長） 

只今の説明にありました設置要綱第４条の規定により、議長は帯広市保健福祉部長とあ

りますことから、私の方で議事を進行させて頂きますので、円滑な議事進行につきまして、

本日ご出席の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

それでは、早速、次第の「３ 報告」に入らせて頂きます。 

報告事項であります「会議録の公開について」を事務局より報告させて頂きます。 

 

障害福祉課（以下、事務局） 

会議録の公開について報告させていただきます。 

帯広市では、平成２７年４月１日より「付属機関等の設置及び運営について」指針を策

定し施行しております。この指針により市民に開かれた公正な行政を執行するため、付属

機関の会議については、透明性の確保を図るため、原則公開することとしています。 

このことから、本日開催の平成３０年度帯広市障害者虐待防止ネットワーク会議の会議

録につきまして後日、帯広市のホームページで公開したいと考えております。 

 

議長 

只今の報告について、皆様の方から何かご質問等はございませんか。 

他になければ、報告については終わらせて頂きます。 

それでは、次に次第「４ 議事」の（１）「平成２９年度事業報告について」、事務局よ

り説明をお願い致します。 

 

事務局 

議事（１）平成２９年度事業報告について 

お手元の資料１をご覧下さい。先ず、ネットワーク会議でございますが、昨年度につき

ましては、平成３０年１月２６日に開催しておりまして、構成員２３名のご出席と事務局
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６名の２９名により、事業報告及び虐待通報等の状況報告のほか意見交換を行っておりま

す。 

次に、障害者虐待防止に関する啓発として昨年２月１４日に開催された「十勝圏域障が

い者虐待防止・権利擁護研修会」において、「帯広市虐待防止センターの取組み報告」とい

うテーマで市の虐待通報時の対応、虐待通報の受理状況、対応事例の他、障害者虐待防止

のため早期の通報や未然防止についてお話しさせていただきました。 

なお、この研修会には十勝管内の行政機関、相談支援事業所等から４９名の方が出席さ

れております。 

 

議長 

只今の説明について、皆様から何か、ご質問等はございませんか。 

無いようですので、次に（２）「平成２９年度全国・全道・帯広市における障害者虐待の

状況について」事務局より説明願います。 

 

事務局 

議事（２）平成２９年度全国・全道・帯広市における障害者虐待の状況について 

お手元の資料２をご覧下さい。 

平成２９年度の障害者虐待の状況について説明します。なお、平成３０年度は国、北海

道とも公表されていませんので、参考に帯広市の件数のみを記載しています。 

（１）の相談・通報件数及び虐待件数は障害者虐待全体の数字になりますが、全国では、

相談・通報件数は前年度と比較し増加していますが、全道、帯広市は減少しています。虐

待件数は全道、帯広市はほぼ横ばいとなっていますが、全国では前年度と比較し９８件の

増と大きく伸びています。 

次に、（２）虐待区分別の状況になります、はじめに、養護者による障害者虐待について

は、全国では、相談・通報件数、虐待件数ともほぼ横ばい、全道の相談・通報件数は減少

しています。帯広市の相談・通報件数は１８件で、前年度と比較し１２件の減となってい

ます。１８件中、虐待と判断された件数は１件となっております。 

虐待内容につきましては、全国、全道ともに、身体的虐待が最も多く、次いで心理的虐

待となっています。帯広市の１件は性的虐待となっています。 

次に、障害者施設従事者による障害者虐待については、全国では相談・通報件数、虐待

件数ともに増加しています。全道では相談・通報件数はほぼ横ばい、虐待件数は減少して

います。帯広市の相談・通報件数は６件で前年度と比較し１件の減となっています。６件

中、虐待と判断された件数は１件となっています。 

次のページをご覧下さい。虐待内容につきましては、全国では、身体的虐待が最も多く、

次いで心理的虐待、全道では心理的虐待と身体的虐待がほぼ同数となっています。帯広市

の１件は心理的虐待となっています。 

使用者による障害者虐待については、全国では、相談・通報件数、虐待件数ともに増加

しています。帯広市の相談・通報件数は４件で、前年度と比較し１件の減となっています。

４件中、虐待と判断された件数は３件となっています。 

虐待内容につきましては、全国、全道ともに、経済的虐待が最も多く、各々全体の約８
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割を占めています。帯広市の３件についても経済的虐待となっています。 

帯広市の平成２９年度障害者虐待の状況の詳細について説明します。通報総件数は３０

件、うち虐待と判断された件数は５件となっています。 

通報件数の内訳ですが、（２）相談・通報件数の種別に記載のとおりとなっています。な

お、その他２件につきましては、市町村が扱う虐待通報に該当しないため、通報総件数３

０件からその他２件を除いた２８件が市が対応した虐待通報件数となります。 

その他の通報内容は、下宿の世話人への不満、医療機関への対応の不満となっています。 

次に、（３）の虐待内容、これは虐待の疑いを含む件数ですが、１件の通報で複数の虐待

内容に該当する場合があるため、この件数は虐待通報件数２８件と合致していません。 

（４）の虐待者につきましても、虐待の疑いがある人を含む件数ですが、配偶者がもっ

とも多く、次いで施設従事者となっています。 

 

次に、通報等件数 届出者内訳をご覧ください。 

こちらは、通報された方を分類した資料になります。 

平成２９年度、３０年度について説明させていただきます。 

平成２９年度は、本人からの通報が３件、家族２件、住民・知人２件、北海道５件、警

察 11件、相談事業所等 3件、施設従事者 2件、不明 2件となっており、前年度と比較しま

すと、本人、家族からの通報が減った一方で、警察、北海道、相談支援事業所等からの通

報はほぼ横ばいとなっています。 

次に、平成３０年度になりますが、１２月末現在の数字です。本人からの通報が２件、

家族１件、市関係課１件、北海道 1件、警察４件、相談支援事業所等２件、施設従事者１

件となっています。 

 

議長 

只今の説明について、皆様から何か、ご質問等はございませんか。 

 

帯広市医師会 

以前も同様の質問をしたが、虐待の判断の基準について伺いたい。 

 

事務局 

虐待の判断については、虐待通報があった場合に課内に設置されておりますコア会議で

対応を検討し、事実確認を行い、虐待のマニュアルによる具体的な事例に照らし合わせて、

コア会議で複数の職員で虐待の判断をしています。 

 

議長 

他にございませんか また、後ほど、３０年度の状況についても議事にございますので、

その際に合わせてご質問があればお願いします。 

次に（３）「平成３０年度事業について」事務局より説明をお願い致します。 
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事務局 

（３）平成３０年度事業について資料をご覧下さい。 

１点目は、障害者虐待防止に関する啓発事業として、昨年７月１１日に開催した帯広市

地域自立支援協議会 就労・社会活動部会」において「障害者虐待防止法と帯広市の取組

みについて」というテーマで、法の概要、法で定める虐待の対応、帯広市の取組みについ

てお話しさせていただきました。この部会には市内、十勝管内の就労系福祉サービス事業

所、相談事業所、行政機関、企業等から９１名の方に出席いただいております。２点目は、

本日のネットワーク会議の開催となっています。 

 

議長 

只今の説明について、皆様から何か、ご質問等はございませんか。 

無いようですので、次に（４）「平成３０年度障害者虐待通報等の状況」について、事務

局より説明をお願い致します。 

 

事務局 

次に、資料４をご覧ください。平成３０年度障害者虐待の状況、１２月末現在の状況に

ついて説明します。通報件数は１２件、うち虐待と判断された件数は２件となっています。

通報件数の種別については、（２）相談・通報件数の種別に記載のとおり養護者による虐待

が９件と最も多く、障害者福祉施設従事者による虐待が２件、使用者による虐待が１件と

なっています。 

（３）の虐待内容、これは虐待の疑いを含む件数ですが、１件の通報で複数の虐待内容

に該当する場合があるため、この件数は虐待通報件数１２件と合致していません。（４）虐

待者につきましても、虐待の疑いがある人を含む件数ですが、配偶者が最も多く、次いで

施設従事者となっています。 

参考として、これまでの障害者虐待件数の推移を記載していますので、ご参照いただけ

ればと思います。 

 

議長 

只今の説明について、皆様から何か、ご質問等はございませんか。 

 

帯広市医師会 

資料４の平成２９年度全国・全道の虐待件数の推移をみると、過去４年間の認定された

割合が２５～３０％ですが、帯広市はそれと比べて虐待の認定件数が少ないのは何故か、

検証結果を教えてほしい。 

 

事務局 

事案毎に事実確認し、本人の申し立てと事実確認した結果に相違があり、事実と違うこ

とがあったということで、帯広市が特に少ないとは考えていません。 
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帯広市医師会 

それは、早期に対処できているからと考えられるということで良いのか。 

 

事務局 

相談支援事業所から、未然に防止するための相談や通報があることも一因と考えられま

す。早めに市に相談していただく事で、早めに芽を摘み取ることになっています。 

皆さんの協力のもと、虐待につながる前の対応が出来ていると考えています。 

 

議長 

ただいまの説明について、何か、ご質問、ございませんか。 

他になければ以上で（４）を終わらせていただきます。 

つぎに（５）「意見交換」に移らせて頂きたいと思います。全体を通してでも構いません

し、この機会に、ご出席の方にお伝えしたい事項や関係機関等へお尋ねしたい事項その他、

特に内容は問いませんので、ご発言をお願い致します。 

 

帯広はちす園 

昨年に引き続き出席しているが、帯広市障害者虐待ネットワーク会議設置要綱第５条に

専門ミーティング機関を置くことができるとされているが、コア会議を示しているのでし

ょうか。 

 

事務局 

コア会議は障害福祉課内に設置されており、虐待があった場合の対策・対応を協議する

会議で、設置要綱にある専門ミーティング機関とは違います。 

 

帯広はちす園 

実際にその会議を行ったことはあるのか。 

 

事務局 

ケースごとに専門性ということで参集範囲を検討した上で、弁護士や相談支援専門員等

にお集まりいただき、その都度決めて開催しています。今まで活動した経過もあります。 

 

帯広はちす園 

コア会議は要綱上どのような位置づけとなるのか。 

 

事務局 

コア会議は、要綱上は位置付けられておりませんが、帯広市の虐待マニュアルによるも

ので、要領上の運用となります。虐待通報を受理した都度、参集しています。 

 

帯広はちす園  

開示する、しないは別として、コア会議の議事録はあるのか。 
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事務局 

議事録は、残しています。担当者一人ではなく管理職を含めて複数の者の検知から虐待

の判断をすることとしています。 

 

帯広はちす園 

虐待の判断の最終的な決定機関はコア会議にあると位置づけられているのか。 

 

事務局 

要領（マニュアル）には記載されています。これは全国共通で、帯広市もこの要領に沿

った取扱いをしています。 

 

議長 

虐待の判断の拠り所が解りにくいとご意見を頂戴しましたので、今後は国の判断も資料

として提示していきたいと思います。他にはございませんか。 

帯広警察署での障害者虐待通報の受理状況について情報提供をお願い致します。 

 

帯広警察署生活安全課 

障害者虐待につきましては、警察の認知は、先程の市の報告より多い状況です。その中

でも身体的虐待、ＤＶ事案、親族間のトラブルによるものが多い。警察なので、暴行等あ

れば事件にできるものは検挙している。警察だけで対応できないものは、関係機関の方と

連携させていただきたい。何かあれば、警察にもご相談いただきたい。 

 

議長 

ありがとうございました。次に、十勝障がい者総合支援センターより何か情報提供はご

ざいませんか。お願い致します。 

 

十勝障がい者総合相談支援センター 

相談支援事業所のケアマネとして対応している、実際にあった話としては、障害福祉サ

ービスの事業所の職員から「説教された。仕事に飽きたのか」との発言があったと相談が

あった。本人としては上から目線でバカにされたと受け取りをした。事実確認すると本人

が仕事に集中できないためであったが、事実としてあった。事業所の方に本人の受け止め

として説明をして、理解いただいている。 

もう１件は施設入所していた方で、施設を本人が希望しているので介護するとの名目で、

お金の搾取を目的で退所させ、自宅に連れて帰ってきたケースで、金銭の方は成年後見人

に手伝っていただき、家族と話しをしている。長いかかわりの中で、その都度、助言など

の支援をしており、事業所については、本人の受け取り方や障害特性に配慮した関わり、

職員自身も常に見られているという自覚で関わっていくことが必要と考えています。 

 

議長 

様々な事例の報告をありがとうございました。障害者理解の難しさがこういった事案で
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浮き彫りとなり、施設側でも適切な対応をしていただくために、今後共役割をお願いした

い。次に、相談支援センターけいせい会より、お願い致します。 

 

相談支援センターけいせい会 

自分の担当している方を、今回、市に虐待通報した。生活の状況等、日常生活の支援の

中で気が付いたが、本人は虐待を受けているという認識はなかったが、本人は自分のお金

を使わせてくれない、困りごととして相談してきた。いろいろな人に相談し、虐待に近い

状態だったと思うが、本人がそこまで意識がなく事実の確認は難しかった。何度も市と会

議を行い、状況を共有し何に困っているのか将来のために何が必要か考えて支援をしてき

ている。その結果、現在は本人が望む支援に繋がり生活出来ている。本人が言葉にできな

い、理解できないことをフォローしながら、相談を受け、間に入って「疑わしい」「一般的

におかしい」となった時に対応していきたい。 

 

議長 

障害特性を受け止めることも、求められると考えられる事案だと思います。各々の機関

が抱えることなく、色々なところに繋がる、行政に相談していただく事で派生していくこ

とになります。このような事案がありましたら相談していただきたいと思います。それぞ

れの得意分野があると思うので、今後も協力していきたい。 

これをもちまして、議事については終了と致します。 

 

議長 

それでは、議事の最後になりますが、次第（６）「その他」と致しまして、事務局から、

何か連絡事項等はありますか。 

 

事務局 

ヘルプマークについて説明させていただきます。昨年、この会議で配布をさせていただ

いていると説明していますが、外見から障害が分かりにくい方に対して意思表示の支援、

周囲の人から支援を受けやすくする有効なツールとして、ヘルプマークを配布しています。

５００個用意していましたが、平成３０年１２月末までに、４８４個配布し、再度、予算

の中で購入しています。新年度については、目立つところへのポスター等の提示で、市民

の皆様にヘルプマークを周知し障害者理解を進めていきたいと考えています。 

 

議長 

最後に、皆様の方から、本日の会議全般にわたって、何かございませんでしょうか。 

 

特になければ、これをもちまして、「平成３０年度帯広市障害者虐待防止ネットワーク会

議」の全ての議事を終了させて頂きます。皆様におかれましては、ご協力頂き大変有難う

ございました。 


