
平成１９年度 第５回北広島市男女平等参画懇話会 会議概要 

日  時 平成１９年９月２８日（金）午後２時～午後４時 

場  所 中央会館１階集会室 

麻生委員 遠藤（隆）委員 遠藤（智）委員 蕪木委員 菅野委員 北

委員 引地委員 藤本委員 松永委員 八町委員 

 委 員 

（１１名） 欠席：柄澤委員 

事務局 

市民部三熊部長 市民生活課武田課長 同課秋葉市民生活担当主査

同課土山男女平等参画担当主査  同課村上主任 同課宮川主事 

出

席

者 

傍聴者 なし 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 報告事項 

（１）第４回懇話会会議録の確認 

４ 協議事項 

（１）男女平等参画プラン検討項目について 

  配偶者からの暴力や高齢者に対する虐待の根絶について意見交換 

５ その他 

６ 閉会 

 

 

 

配布資料 

・第５回懇話会会議次第資料（検討項目について） 

・第４回懇話会会議概要 

・配偶者暴力・高齢者虐待についての資料 

・男女雇用機会均等法についての資料  
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■ 会議の概要  

 

１．開会 

・事務局から配布資料の確認を行った。 

・会長が議長を務める。 

 

２．会長挨拶 

（会長） 

皆さん、どうもお忙しい中ご苦労様です。今回は意見交換を活発にしていきたいと思い

ますのでお願いします。 

 

３．報告事項 

（１）第４回懇話会会議録の確認 

・事務局より会議録概略について確認し承認を受ける。 

・前回質問のあった学校給食費の未納率について説明。 

 

４．協議事項 

（１）男女平等参画プラン検討項目について意見交換 

 ・ 配偶者からの暴力や高齢者に対する虐待の根絶について意見交換 

 

・事務局から配偶者からの暴力について説明。 

 

（会長） 

 ただいま事務局の方から説明していただいたことに関して何か質問がありましたらお請

けしたいと思いますが。どなたか口火を切ってお話をしていただけますでしょうか。 

Ａ委員。 

（Ａ委員） 

 配偶者の暴力があっても、法的にすんなり離婚が成立して同じ町に転居することができ

る人はいいのですが、配偶者から逃れたくて他市に移住する時に、その段階で子どもの学

校の関係等で法的な手続きが必要になる場合、今、住民票は簡単に取れるので、配偶者に

分かってしまうのではないかと思います。もちろん「保護命令」というものも発生してき

ますので、配偶者が追ってこられない状況にあるとは思うのですが、逃げたくても中々逃

げられない、という人が多いのではないかと思います。 

（Ｂ委員） 

 住民票の件に関して、住民票は配偶者の方が追いかける恐れがあるので、事情がある家

庭については住所を入力すると「公開しない」と出るようになっています。ですから今は

そういう情報は出ていないと思います。 

（会長） 

 そういうことを皆さんがきちんと知っているかどうかなのですよね。今Ｂ委員の話を聞

いて初めて「そうなんだ」と感じます。普通、住民票であれば誰でも簡単に閲覧できると

考えがちですから、おそらく一般には知られていないのではないかと思います。そういう

ものをどういう風にして知らせていくかということですね。 

（事務局） 

 学校の点なのですが、昔は住民票の閲覧をして配偶者が追いかけたということがあった

ので、「教育的配慮」ということで、今は学校の方に相談していただければ、住民票がなく
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ても転校手続きがスムーズにいくようになっています。 

また、保険証等も「DV」ということが「証明書」等で分かれば発行できるようになって

いますし、住所について「どうしても移したい」という場合には「DV で暴力を受けている」

という証明書を警察や援助センター、市の福祉事務所等から受けて出せば住所の公開を制

限する、というものがあります。 

住所がなくても相談していただければ大丈夫だということと、先ほどお話しにもあった

ように、住所を移した場合についても DV ということが証明されれば住民票発行にも制限を

設けることができるということです。 

（会長） 

 その他に何か、感じていることはありませんか。 

DV であることの証明がされていれば、色々なことに適用できるということですが、そのこ

とを皆さんが知っていらっしゃるかどうかいうことがあると思いますが。 

（Ａ委員） 

悩んでいる人は分からないと思います。私も何件か過去にそういう電話を受けたことが

ありましたが、私達も専門的なことになると分からないですから「まず市の方に相談して

みてください」と振ってしまうのです。 

（Ｃ委員） 

 今の学校の件ですが、相談を受けて実際に困るのは校長先生なのです。シェルターに行

ったのだろう、ということが分かっていても、父親が授業中に学校にきて、校長に「知っ

ているのではないか、教えろ」と、来られた例が実際に市内でもあります。 

 校長先生から私に「本当に行ったところは分からないのですが、どうしたらいいだろう

か」という相談がありました。校長先生でもどうすれば良いのか分からないので、それが

一般の方であったらなお悩むのではないか、と思います。 

（会長） 

 その他に何か、どうでしょう。 Ｄ委員。 

（Ｄ委員） 

 昔、「寺内貫太郎一家」というテレビ番組がありましたよね。あの番組は、お父さんがち

ゃぶ台をひっくり返して家の中を滅茶苦茶にして、子どもと取っ組み合いのけんかをして

いるような場面がテレビからダイレクトに入ってきたのですが、視聴率はとても高かった

ですよね。もしその内容を「DV」という言葉で表現するとしたら、昔はあれを観ていても

DV だと感じなかった時代だと思います。昔は父親・母親と子どもの上下関係や、父親のな

すべきこと、威厳があることが前提で、子どもにしつけをすることができる、という時代

だったと思うのですが、今の時代は、30 歳代の人たちに DV が多い、というデータが出てい

ますが、暴力をふるう原因がどこにあるのか、ということですよね。カッときて感情的に

見境なく、自分の感情を抑えるために暴力をしてしまうのか、それともちゃんと子どもや

奥さんにも説明できるような理由があって、結果としてそうなってしまっているのか、と

いうことが不透明ですよね。まず「なぜキレるのか」というところを解決しないと解決さ

れない問題だと思います。どういった風に暴力が発生しているのか、というデータがある

かないかですね。 

（会長） 

 どうでしょう、事務局の方でお願いします。 

（事務局） 

 配偶者間における暴力の調査書というものが内閣府から出ているのですが、受けた人に

対する調査なので、暴力についての原因は中々出ないのです。暴力を受けた方が別れなか

った理由、という形では出ているのですが。 
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参考になるかどうか分かりませんが、最初に被害を受けた時期というものがありまして、

配偶者から何らかの被害を受けたことがある人女性 426 人、男性 180 人にその行為を初め

て受けた時期を聞いたところ「結婚してから」「同居してから」という回答が、女性が 56．

5%、男性が 58.2％と最も多く、以下「育児中」が女性 9.9%、男性 7.7%、「交際中」が女性

7.3%、男性 5.5%、という状況になっていて、さらに女性の 3.1%は「妊娠中」という答え方

をしていますが、その原因というものは出ていません。 

（会長） 

 原因を書類として上げていただきたい、となるとすごく難しい部分があるのではないか

と思います。暴力をした方の違いがはっきり上がってくれば、そこで色々な話し合いがで

きると思うのですが、そこまで市で調べられるかどうか分からないですよね。 

（Ａ委員） 

もう少し個人的に話したいのですが、昔はどんなお父さんにもお父さんの権威がありま

したので「お父さんの言うことは絶対だが、お父さんは家族を守る」ということが前提で

子どもや奥さんに対して多少の暴力があった。でも裏腹に愛情がふんだんにあったので、

認められていたのだと思います。ですが、今はストレスや家族構成、社会の仕組みが変わ

ってきた中で、人間自体の耐えられる力が弱くなってきて、男の人が家族を守る、という

認識がなくなってきていると思います。受ける方も、耐えられなくなる前に話し合いたい

と思っているのですが、すぐ暴力を振るわれるから話し合いも何もできなくてただ逃げる

だけ、というようになってきていると思います。 

（会長） 

 実際に難しい問題ですよね。暴力を受けた経験がある方がこの場にいないですから。 

（Ｃ委員） 

 暴力を受けたことがない人が集まって話をしても、新聞や色々なところで見ていたよう

なことだけで、「こうなのか」という感覚での話になって理解できないのではないかと感じ

ます。親が暴力をしているのも見たことがないですので私には分からないのですが、最近

では毎日のようにニュースに出ているように、親子の間で我慢ができないようなことにな

っているのかな、と感じることが多く出ています。 

 ここは、女性の方に１人１人聞いていくといいではないかと思います。 

（会長） 

 そうですね。では聞いていきましょう。Ｅ委員、どうでしょうか。 

（Ｅ委員） 

 たまたま私の知り合いで、ご自分がおっしゃっているから多分 DV だと思うのですが、ず

っと何年も暴力を受けていて、でもまだ一緒にいらっしゃる方がいます。それで「どうし

て一緒にいるの」と聞くと、まず子どもが３人いらして、子どもが大きくなるまでは、と

思って我慢している。その間警察が来たり救急車で運ばれたり、まだ中学校くらいの子ど

もさんが警察から事情聴取されたり、そういったことを経験して今に至っています。それ

から配偶者のご両親が３年ほど前から同居しまして、でもその配偶者は自分の親なのに全

く構わないので、親御さんはお嫁さんを頼るのだそうです。それで「私が親を見放したら

大変だろう」という意識を持って、親を見送って、自分に年金が出るようになったら子ど

ものところに行こうと思っている。それで「今、夫婦の間はどうなっているの」と聞くと

「家庭内離婚だ」。「会話は」と聞くと、「メモで」。生活費は入れてくれるのでご飯は作る

のですが、部屋は違うし、同居しているより悪い生活をしています。現実に DV を受けてい

るからどこか行こうか、ということではないのですね。 

それで、傍から見ていて「DV だ」と周りの人が言っても、実際に受けられている方がそ

う認識しているか、ということもありますね。ですから難しい問題だと思います。「あなた
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は DV を受けているのだからどこかに訴えれば」と言ってもご本人にそのような意識がなけ

れば、「いつものことよ」で終わってしまうでしょうから。 

（会長） 

 受けた方が「いつものことだ」と感じていらっしゃる方も世の中には結構いるでしょう

から、そこここの感じ方ですよね。 

（Ａ委員） 

 私の知っている人で、配偶者が暴れた時に備えて裏口に小銭入れのお財布と逃げる靴を

用意していて、子ども達も「お母さん、いつでも別れていいよ」と見かねて言っていたの

ですが、配偶者が死ぬまで別れなかったという人がいます。それには、離婚してどこかに

逃げていって自分が生活する時、自分１人だったら何とかして生きていけるのですが、子

どもがいたらそううまくはいかないことでしょうし、先に経済的なことを考えて、それで

「自分だけがある程度暴力に耐えなければ」という考え方になるようです。 

（会長） 

 Ｆ委員、どうですか。 

（Ｆ委員） 

 男の方で「暴力を受けている」というお話をされた方がいたのですが、私の管轄外だっ

たので、その相談には乗れなくて他のところを紹介した、というようなことがありました

が、シェルターを利用する方は、ただ状況を見て保護するだけ、ということなのでしょう

か。ここに統計等が色々出ていますが、暴力を振るう人に対する対応はどうでしょうか。 

（会長） 

 暴力を振るう方の対応というのはどうなっていますか。 

（事務局） 

 シェルター自体は暴力を受けた方を守るところですので、加害者、相手の方への対応と

してはシャットアウトする、というものです。相手の方に対しての再教育、対応というも

のが今問題になっていて、「暴力さえ振るわなければいい人なのだけれど」という方や、「自

分も治りたい」という方のために、再教育というようなものも必要だ、と言われてはいる

のですが、具体的に何かをしている、という事例はあまりないのではないか、と思います。 

（会長） 

 Ｇ委員はどう思いますか。 

（Ｇ委員） 

 Ｃ委員やＢ委員といった方の親が元気のいい時はちゃぶ台をひっくり返していたかもし

れませんが、私の時代ではもうそういう元気もなかったですね。私の周りでは離婚してい

る方は結構いますが、「DV で別れた」という話は聞かないです。新聞等を読むとどこかにそ

ういう記事はありますが、私の周りではいないですね。 

（会長） 

 Ｈ委員、どうでしょうか。 

（Ｈ委員） 

 私も DV についての話はとてもよく聞くのですが、自分の周りにはそういう方がいないの

で、実際の状況についてはあまりよく分かりません。先ほどＥ委員がおっしゃったように、

周りから見て明らかに「DV ではないか」と思った時でもご本人が平気ならばそれは DV では

ないと思うし、１回受けただけでもそれを大きく受け止めて「暴力だ」と思えば、その方

にとっては DV なのですよね。ですから、幼児の虐待の場合では地域の方が目を見張らせて

保護することができるのですが、この DV の場合は受けている本人に「そうだ」という意識

がない限りは DV ではないのかな、と今の話を聞いて思ったので、ご本人が DV だと思って

相談に行く、という過程ができるようになれば、防止できるのではないでしょうか。です
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が「どこに行ったらいいか」「すごく大きなことになるのかな」と先のことを考えると、き

っと皆さん中々踏み出せないで、自分だけで抱えて最終的に大きなことになってしまうの

ではないかと思います。だから相談する人がいる機関が身近にあれば良いと思います。私

だと相談する場所がすごく遠い気がして、もし自分が悩んでいたとしたら、「市役所に行く

のか」「何を話せばいいのか」「恥ずかしい」といったように思うので、それをもう少し身

近に、買物のついでに行ける、というようなものにできればいいと思いました。 

（会長） 

 今、福祉課では電話相談というのも受けていらっしゃるのですか。 

（事務局） 

 そうですね。電話相談を受けています。 

（Ｂ委員） 

 母子自立支援員という相談員がいますので、電話でもいいし、直接来庁くださってもい

いです。 

（会長） 

 それが周知されているかどうかですね。皆さんが暴力を受けていたとしても、電話をか

けたり、そこに行くことができるかどうかが問題ですね。 

（Ａ委員） 

 中々できないと思います。もし電話をかけてすぐに逃げられるのならいいのですが、逃

げるまでの間に配偶者に知られたらまた配偶者から暴力を受けるのではないか、という恐

怖が先に立ってしまうわけです。だから事件になった時に「どうして逃げなかったのか」

と第三者は思うのですが、そういう恐怖が先に立っているからだと思います。 

（会長） 

 Ｉ委員はどうですか。 

（Ｉ委員） 

 よく、公共施設の女性化粧室に行くと、DV についてのカードが置いてありますが、意外

と減っています。生協のトイレ等でも、私の周りではそういった話は聞いていないのです

が、そのカードが減っているということは明らかで、持っていく人がいるのだな、と感じ

ました。でも、それには電話番号程度しか載っていないので、電話をかけたその先はどう

なるのか、という不安があると、電話をかけるまでには至らないのではないか、と思いま

す。なので「電話をしたらまずこういった人が対応し、必ずあなたの力になりますよ」と

いう力強い一言があれば、ちょっと電話をしてみようかな、と思うようになるのではない

かと思います。何か一歩を踏み出す、背中を押してあげる一言がそのカード等に載ってい

ればもう少し表に出てきて、自立に一歩近づけるのではないかと思いました。 

この表を見ていると、例えば「保護命令になるまでは一体どのくらいの期間を要するの

か」「一歩踏み出したことを加害者や夫が知った場合、知られてから自分が保護されるまで

の期間が半年もあるのであれば、その半年間どのように生きていけばいいのだろう」と思

ってしまって踏み出すのは難しいと思います。「素早く対応します、お守りします」という

ような一言があれば本当に相談をしやすいのではないかと思います。 

（Ａ委員） 

 それと、配偶者に暴力を振るわれて、いつかはこの配偶者の下から逃げようと思って蓄

えている、というように蓄えられる人は相談に行くまでには至らないのです。どうにもな

らない人は、日常の経済能力も切羽詰まっているから蓄えるものもないのですね。だから

逃げ出す一歩を踏み出せないのだと思います。だから「逃げてしまった後自分も生活でき

るだろうか」という不安もありますし、先ほどのお話のように「経済的には何とか食べら

れる」ということで我慢している人も多いと思います。 
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（会長） 

 もし、何か問題があって市の方に行って対応した後場合、その後の支援センター等での

経済援助はありますか。 

（事務局） 

 この後もし経済的に自活していく余裕がない、という場合には、生活保護等の福祉の援

助を受けられるように対応していくということになります。 

（会長） 

 そういうことがきちんと、もし行こうか行くまいか電話相談しようかしまいか、という

ときに分かるかどうかですね。すぐ対応してくれて、経済的にどうなのか、ということが

相談した時だけに教えてくれるだけではなく、そのことを前もって周知されていれば安心

して子どもを連れていても出られる、ということが分かるわけですよね。 

（Ｅ委員） 

 相談した時に DV の度合によって「あなたはここまでの状態だからシェルターに行きまし

ょう」といったようにする基準はどうなっていますか。 

（会長） 

 Ｂ委員、どうでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 相談窓口はあるのですが、ケースバイケースですね。夫婦の関係ですから、それぞれの

夫婦のあり方が違うので、相談の内容も千差万別です。ですから「逃げなさい」「離婚しな

さい」「戻りなさい」という明確な基準はなく、やはり本人の意向によります。本人が「一

刻も早く逃げたい」と言えば、すぐ道立女性支援センターに保護されます。そこで自立の

道や就労等を探るのですが、ここのデータにありますように、平成 18 年度でいえば、３件

が保護されましたが、２件が配偶者のもとに戻っています。これが夫婦の不思議なところ

でやはり戻るのですね。それで戻ってからまた暴力を繰り返すという例もあります。そこ

は何とも立ち入れない領域です。それから先ほどからお話があるように、経済的な問題や

子どもをどちらが引き取るかというところにこそ、男女平等参画懇話会のテーマがあるわ

けで、現実的には女性に負担がかかる仕組みになっていますね。だから奥さんはそういう

ことがあっても、配偶者が会社に勤め続けることができるか、ということを考えます。そ

のことが世間に出たら、配偶者の会社が経済的にダメになる、と否定的に考えれば今の方

がいい、という例もありますし、そのあたりに社会の構造があるのではないでしょうか。

31 件の相談がありましたが、実際に動いたのは３件です。そういうように日々我々は色々

なケースで相談を受けています。 

（会長） 

 我々にとっても暴力ということは難しいですね。その方が暴力として受けとめて行動を

起こしてくださればいいのですが、先ほどＥ委員がおっしゃったように、やはり子どもの

こと、経済的なことを考えれば、今は我慢して、ということが往々にしてあるのではない

かと思います。 

（Ａ委員） 

 私が聞いた話だと、ものすごく暴力を振るわれて一旦逃げたのですが、その後配偶者が

謝ってきて、それが「優しい」ということで、暴力を振るわれたことよりも優しい方が大

きくなってまた戻ってしまうのです。そして同じようにまた暴力を受けて、と繰り返しに

なってしまうようです。 

（Ｅ委員） 

 加害者の状態、ということもありますよね。 

（Ｄ委員） 
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 暴力を振るう人はその時はすごいらしいのですが、普段はすごく優しい方が多いらしい

のです。それで暴力を振るわれたことを忘れてしまうようです。例えば自分が実家に戻る

時に配偶者が追いかけてきて、「暴力を振るわれてもいいの」と聞くと「いい」と答えるこ

ともあるようです。先ほどおっしゃっていたように、配偶者の暴力がひどくて家を出られ

た方がいらっしゃったのですが、１年ほど経って配偶者から「戻って来い、もう暴力しな

いから」と言われて戻ってきて、しばらくはうまくいっていたが今はうまくいかない、と

いうこともあります。ですから第三者から見ると、夫婦の間は「夫婦喧嘩は犬も食わない」

というように理解できないですね、離婚をしてしまえば完全に他人なのでいいのですが。

だからここに出ている数字の人は自分にとっての限界を越えた人だと思います。限界寸前

の人は一杯いると思うのですが、それこそ夫婦ですし、家族なので我慢していられる状態

の人はいるのではないでしょうか。だから第三者から見て「ひどい」と言っていいものか、

ということもあります。第三者は傍観者で、表に出てきて初めて助ける準備をしてあげて

いくしかないのではないでしょうか。 

（Ｅ委員） 

 本人が一歩踏み出せる、踏み出しやすい状況を作らなければなりませんね。 

（会長） 

 国が今やっていますがこれは大きな課題ですよね。そういう社会情勢にきちんとできる

かどうか、ということに尽きるのではないかと思います。 

（Ｄ委員） 

 そして簡単に人を殺してしまうというのも問題ですよね。皆寝る時に内鍵をかけなけれ

ばならない家庭もおかしいですよね。 

（Ｉ委員） 

 断酒会というものがありますよね。あのように「あなたは加害者です」と言われた人が

月に１回講習会に参加する、というものを DV 法に組み込んでもらうのはどうでしょうか。 

（会長） 

 暴力を振るう方への指導や勉強ですね。 

（Ｆ委員） 

 暴力を振るう方は正常な状態で振るっているのか、覚せい剤やアルコールの影響で振る

っているのか、という問題もありますね。 

（Ａ委員） 

 アルコールであれば断酒会で、覚せい剤は取り締まりの関係で対応できるのですが、正

常な状態の人が会社のストレスを抱えて家族に暴力を振るう、それが明るみに出て、会社

を解雇されたりするということがある。ですから、そういった男性は社会的な面では良い

人間ではないのでしょうか、ただ家族に対してだけは悪いのですが。 

（Ｅ委員） 

 「DV の加害者だ」と分かっただけで社会的にレッテルを貼るということが問題ですね。 

（会長） 

 社会的に考えれば、普通に職場には行っていますからね。 

（Ｅ委員） 

 あと、境界性人格障害という誰もが持っているといわれる病気があって、病気としては

見えないのですが、そういったもので自分をコントロールできなくなっている方が、ＤＶ

をする人に病気の度合こそ違うけれどもいらっしゃるのではないかと思います。 

（会長） 

 今、DV について皆さんから意見をいただきましたが、やはり DV については、被害者が一

歩を踏み出す後押しをするようなことができればいいのではないか、という感じを受けま
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した。「DV だ」と周りが受け止めたとしても、本人はそう感じていないかもしれない。ただ

いつでも相談に行きたい時に手軽に相談に行けるという体制を作っていくという形が一番

良いのではないかと感じますね。 

では、時間がありますので次の議題に入りたいと思います。これもやはり虐待というこ

とで色々な形で関係してくるのではないかと思いますので、事務局の方で高齢者虐待につ

いて説明をお願いします。 

 

・事務局から高齢者虐待について説明。 

 

（会長） 

 今、事務局の方からご説明いただきましたが、これに対して何かご質問がありましたら

請けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 ないようでしたら、意見交換に入らせていただきます。高齢者虐待の現状について今説

明していただいて、北広島市の取組み方としては平成 17 年度からやっているということで

すが、ここにあるのは平成 18 年度、昨年の状況です。皆さんの周りでそのようなことが行

われているということはありますか。 

（Ａ委員） 

 高齢者虐待は今のところ耳にしていませんが、昔は２代、３代同じ家の中で家族が一緒

に生活していたのですが、今はどちらかというと２世帯住宅が多いですね。ある一人暮ら

しのお婆さんがいらっしゃって、ある時孫が「今日、家族揃ってお食事に行く」と言って

いたので自分も行けるように準備をして待っていたのですが、とうとう息子も嫁さんも声

をかけずに食事に行ってしまったそうです。これは２世帯住宅ではなく離れて暮らしてい

たら全然分からなかったのに、なまじ上と下で暮らしていたから淋しい思いをしたという

こともありますね。他に、例えばお爺さんが住んでいて、息子は何も言わないものだから、

お嫁さんに遠慮して、老人クラブ等があってもコンビニでおにぎりを買っていく、結局お

嫁さんに一度も「おにぎりを作ってくれ」とは言わずに亡くなったそうです。今は便利な

ので簡単におにぎりも買えますし、嫁さんに手を掛けさせないで、という配慮もあると思

うのですが、同じ家に住んでいてそのようなものなのかな、と私は思います。 

このように自分で動ける場合は良いのですが、だんだん足腰が弱って来た時に本当に世

話をしてくれるのかな、世話をしてくれても３度の食事が２度になったり、お風呂が１週

間に１回になったりするのか、と不安になりますね。昔の人は何代も同じ家に住んでいて、

高齢者は死ぬまでにいくつか病気をして、それを世話するのはお嫁さんだったりしたので

すが、今は子ども達はそのことを知らないで育ってきて、介護が自然の成り立ちだという

ことが分からないのだろうと思います。ですからたまたま親と同居している子どもだけが

世話をすることになり、「遺産を分ける時は平等なのに、なぜ私だけが世話をしなくてはな

らないのか」と思ったりするのではないでしょうか。 

（会長） 

 では、順番に意見を聞いていきたいと思います。Ｉ委員、お願いします。 

（Ｉ委員） 

 通報相談者のところを見ると、ケアマネージャーやホームヘルパー、支援センターとい

った例が多いですね。何かと関わりのある方は表面化するのですが、特に外部の人と関わ

ることがないと、あっても表面化しないのかな、という感じですね。それを考えると、つ

らい思いをされている人が多いのではないでしょうか。 

（会長） 

 これが氷山の一角だ、と書いてらっしゃるのですが、これはまだ虐待を受けている高齢
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者の方がいらっしゃるということを意味していると思います。それをどういう風にして皆

さんに伝えるかですね。 

（Ｉ委員） 

 そうですね。やはり家にこもらずにどんどん外に出て行っていただいて、周りの人と交

流できるような受け皿を多様化させることができたらいいかもしれないですね。 

（会長） 

 介護センターでは車で迎えに行って、「今日１日お預かりします」と連れて行ってくれる

のですが、やはりお金がかかりますから、費用の面で、息子さんや娘さんが出してくれる

場合はいいのですが、それこそギリギリの生活をしている家庭であれば、当然そういうと

ころに行くことに対して嫌な顔をするでしょうし、そうすると、結局お年寄りも外に出な

くなってしまうのではないでしょうか。 

（Ａ委員） 

 老健施設で働いている職員さんが、ストレスが溜まっても当たるところがなくて、結局

施設にきている高齢者に当たってしまう、という話を聞きます。初めは軽かった「当たる」

行為がエスカレートすると、新聞に出るような暴力に繋がっていくのではないでしょうか。

また、高齢者を介護する 20 代の人は将来の遠い話なので気にせずに介護できるのですが、

40 代、50 代の人が高齢者に携わる時は自分の将来が見えてくるからつらい、だから素直に

介護をする人は若い 20 代の人が一番いい、という話も聞きます。 

（会長） 

 Ｈ委員、いかがですか。 

（Ｈ委員） 

 私は虐待を聞いて、介護する側の人も、とても大変だからこういう風になるケースが多

いのではないかと思います。それが軽くなればそういった虐待も減るのではないか、と思

って、まず家庭で、例えば認知症の高齢者を見るとなると、１日中誰かが見ていなければ

ならないといったように、本当に大変だと思うのですね。そういった方ができるだけデイ

サービス等を活用して外に出ることができるようにしたり、経済的に大変であれば市の方

で少し援助する、相談をしたらデイサービスや老人保健施設に入所できるということもあ

ると思うので、加害者の方の方をケアをしてあげられると良くなるのではないか、と思い

ました。毎日死ぬまで介護しなければならないという家にいる方はイライラするのではな

いかと思うのです。色んなパンフレット等でそういった市の経済的援助を宣伝していると

思うのですが、それをさらに増やすといったことをするといいのではないでしょうか。 

あと施設での虐待というお話も今あったのですが、以前私がパートで北広島にあるデイ

サービスに参加していたことがあったのですが、これ以上ないというほどとても高齢者の

方に優しく、私が働く分にはとても気持ちのいいところだったのですが、そういったとこ

ろでは何ヶ月かに１回高齢者の方にアンケートをとって、この施設はどうなのか、食事は

どうなのか、何か改善するところはあるかどうか、ということを聞いていたのですね。で

すから利用している方の意見を聴いて改善できるところは改善するというようにして、そ

の情報を常にオープンにしていけば、施設内の問題も改善できて、さらに外部に公開でき

るような仕組みがあれば、もっと改善できるのではないでしょうか。 

（Ａ委員） 

 そういう施設は社会福祉法人の管轄でしょうから、道や市の監査が入って全部チェック

されているので、良い施設は把握できていると思います。ただ、そこまで至れり尽せりだ

ということを一般の利用する側に伝える手段は口コミ以外ないのではないでしょう。 

（会長） 

 Ｂ委員からは何か。 
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（Ｂ委員） 

 私の父もグループホームにいまして、夫婦両方で見に行ってあげよう、という話をして

いたのですが、実際に足繁く行くのは妻の方です。父を見に行くのは妻の役割というよう

になっています。これがもし在宅介護だったらどうなのだろう、と考えた時に、やはり私

は仕事があるので接する時間が少なくて、結局妻の仕事になると思うのです。それが先ほ

ど言われたように毎日朝から晩までになると時には気持ちの続かない時間ができますよね。

極端に虐待になるかどうかは分からないのですが、やはり扱いや対応が変わることがある

と思います。そこには男女間の分業の問題があって、どうしても見るのは女性、というよ

うな社会通念みたいなものがありますよね。一筋縄では変わるようなものではないですが、

それがある限りは、この懇話会のテーマもそうなのでしょうが、虐待はあり続けるのでは

ないかと思います。 

（会長） 

 まだ介護は女性が、主婦が、お母さんが、という部分が社会に残っていますからね。Ｃ

委員、お願いします。 

（Ｃ委員） 

 これを見て、昨年の４月に施行された防止法等、新しく規制しなければどうしようもな

いという悲しい世の中だ、と思いました。規範意識や生活のモラル、規律といったものが

家庭内でも崩れていっている現状を見ると、色々な面で、家庭も社会も出直しのようなこ

とはできないのかな、と思います。この資料を見ると、役所は昨年からやらなければなら

ないということでやっていますが、市町村で進めなければならないということを考えると

大変なのではないか、と思います。本当は地域の中で支えあう、ということからやってい

かないといけないのですが、たくさんやることが多くて大変なので、市役所だけに任せて

いる現状ではないか、と思います。私の母は 98 歳で亡くなるまで元気でしたが、それでも

介護保険料は払っていて世の中どうなっているのかと思います。法律もできてくるからそ

ういったようにしなければいけないのですが、『お年寄りを大事に』ということが成されて

いないという現状が悲しい、と思って話を聞いていました。人の情けや規範意識がなくな

って、我々にとっては困りますね。 

（Ａ委員） 

 今は風潮として年寄りを汚い等と除け者にするような感じになっているのではないでし

ょうか。昔は今以上に年寄りは汚かった、ハイカラではなかったのですが、年寄りの知恵

やそういうものがあって、どんな家でも厳然と生きていたと思います。でも、今はそうい

うことはないですよね。 

（会長） 

 結局核家族化で、周りの高齢者は子どもがある程度年齢が高くなってから入ってくるの

で、その時に排除しようという気持ちを持ってしまうのでしょうか。ですがきちんと家庭

教育をされていれば全くそういう気持ちにはならないと思います。今Ｃ委員が言ったよう

にそういった世の中づくりをやっていかなければ、全部法律にしなければ守られないのか、

ということになりますね。これをどういった風にしていけばいいのか、というのが最大の

問題であって、その答えは家庭教育にあり、地域教育にある、と思います。 

 Ｇ委員はどうでしょう。 

（Ｇ委員） 

 高齢者虐待といっても、元気なうちは 70 歳、80 歳でもそういう虐待はないとは思うので

すが、介護が必要になった場合、介護をする方も大変だと今までの話を聞いていて思いま

す。特別養護老人ホーム等の介護施設もありますが、本当お金がかかるでしょうし、多分

年金だけでは足りない、という感覚はあります。 

 11 



（会長） 

 Ｆ委員、どうでしょうか。 

（Ｆ委員） 

 私も現状を考えると簡単には施設には入れないだろう、と感じています。その対策を市

の方でやってくれるのではないか、とも思いますが、見守り等の小さなところで『認知症

の人たちに対する理解』といったような地域でできるようなこと、普通の生活の中で周り

の人たちが変化していることに気づくことができる、という私達になっていくということ

が必要ではないかと思います。例えば町内会費等を集めていくと、その集めた家の中のこ

とやお金のことも見えてきますよね。それとともに高齢者のことも分かったりすると思う

ので、地域で見守っていくということが必要ではないかと思います。 

（会長） 

 Ｅ委員、どうぞ。 

（Ｅ委員） 

 うちも今介護している最中で、うちの場合は親の希望もありまして夫が仕事を早期退職

して介護に専念しているのですが、家の周りを見ると老老介護が多いですね。70 歳近い方

が 90 歳を越えた方の介護をしているので、ひょっとしたら、虐待ではない部分も虐待とし

て見えるのではないか、というのが１つです。また、虐待をする人のトップが息子となっ

ているのですが、主人を見ていて思わず「それ、虐待じゃないの？」と子ども達と言うこ

とがあります。といいますのも、母は耳が遠くなっているので大きい声でないと聞こえな

いので、叱りつけるように見えると思うのです。父は少し力を入れると骨が折れてしまう

ので、洋服を引っ張って立たせたり座らせたりすることがあるのですが、見ていると優し

く見えないのです。命がかかっているから真剣なのですが、介護していること自体が娘や

息子には虐待に映るのかもしれないですし、それからネグレクト、介護放棄も老老介護で

はやむを得ない部分もあるのではないかと思います。夫はまだ 58 歳なのですが、ビックリ

するくらい痩せまして、精神的にいかに大変かということが分かります。ですから精神的

な大変さが昂じた時にふと虐待になってしまうという可能性があるのではないだろうか、

と思います。 

ですから北広島市には子育ての方では母子推進委員がいますが、そういった形でケアマ

ネージャーほど専門的ではなくても、気軽に話ができる『高齢者見守り委員』のような方

がいれば、もっと表に出て来る部分もあるのではないかと思います。確かに地域でできる

ことが重要だ、という気持ちもあるのですが、今我々の世代はあまり地域と関わり合わな

いで生きている世代なのですね。町内会にしても、町内会を大事にしていかなければなら

ないということは頭では分かるのですが、実際皆さんどうですか、と聞くと町内会の事業

をしても全体の何分の１しか人が集まりませんし、そうなった時にそれに代わる手段とい

いますか、町内の見守りのような形で高齢者を見守れる方がいてもいいのではないでしょ

うか。そういった風にしないと「皆さんで見守りましょう」と言っても実際問題として家

庭の中までは踏み込んでいけませんし、ドア開けて入っていくことはとても難しいですか

ら、１つの仕事としてそういう方がいると、実際寝たきりの方が虐待されているかどうか

も分からないですし、そういった部分が見えてくるのではないでしょうか。 

また、資料では 65 歳以上が高齢者と年齢付けしていますが、この間の虐待防止ネットワ

ークの会議では参加者の皆さんが高齢者というようになっていて、ですからもっと若い人

に働きかけていく必要があるのではないかと思います。 

（会長） 

 はい、Ｄ委員。 

（Ｄ委員） 
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 うちの町内会でも同じなのですが、若い世代が多いものですから地域の関わりについて

は全くの無関心だと思います。先ほど言ったとおり確かに年配の方もいると思うのですが、

窓口になるような人がいないのですね。ですが、町内会としての相談室のようなものがあ

りますよ、という呼びかけだけは常にしておくことは大事かな、と思います。いずれ私た

ちも 70、80 になるわけですから、それを踏まえると、他人事ではなくて、自分のことにな

りますよね。ですから、そういったことを前提に町内会で意識していかなければならない、

と感じます。 

（会長） 

 今、皆さんからご意見をいただきました。最大の問題は、「高齢者の気持ちが分からない」

ということではないでしょうか。私も年を取った両親を抱えていまして、別々に住んでは

いるのですが、自分の親だから当然だと思って接するわけですよね。それが高齢者の感覚

では「冷たい」ということになるのではないでしょうか。先ほどＥ委員が言ったように「高

齢者推進委員」というような方がいらっしゃって、高齢者に対してだけではなくて、それ

を支える家族に対する指導、サポートをしていくということも必要ではないでしょうか。

今は、どうしても息子、お嫁さんも高齢者がどのような感じだというのは分からなくなっ

ていると思います。 

（Ａ委員） 

 分からないですし、親だからある程度認めたくない部分があって、「できる」と思ってし

まうわけです。今までの自分が育つ過程の中で親を見ていて、親だからできると思うこと

とそれができないことのギャップが自分自身で埋められないこともあるわけですし。 

（会長） 

 だからそういうものを、きちんと支援して、分かっていただくためのものは必要ではな

いかと思います。 

（Ａ委員） 

 また、24 時間介護を受けている人もいますよね。車椅子で実際には散歩に行ったりして

いるのですが、夜中も介護をする人が交代で来ていて、自動車のドアを静かに閉めたりも

するのですが、ライトの光が当たったりすると、隣近所の人には「今玄関に入ったのだな」

というのが分かるわけです。なぜ 24 時間詰めなければならないのか不思議に思うことがあ

ります。 

（Ｅ委員） 

 うちの場合ですが、親にはトイレの時間があって、自分で行きたいので私達も行かせて

あげたいのですね。だからトイレの時間に合わせて夜中の１時や２時に起きることになる

のです。本当に介護しようと思うと、自分の生活は置いておいて、まず介護される方がど

うして欲しいか、というところから考えますから、24 時間介護が必要、ということは目の

離せない状態だということだと思います。介護する側に精神的にも余裕がないとダメです

よね。 

（Ｄ委員） 

 介護される人は無意識のうちにわがままになってしまいますよね。例えばトイレの話を

すると、どうしても行きたいから、というと周りに迷惑をかけるから、ということではな

くて、自分が行きたいから、というようになってしまいますね。 

（Ｅ委員） 

 それが人間らしく生きるためだ、という意識があるからだと思います。きっと我慢はし

ていると思うのですが、最低限のところは守ってあげたいな、ということがあるので、だ

から夫は仕事をやめて介護についたというのもあるのではないですかね。 

（Ｆ委員） 
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 仕事をしながら介護をするというのも厳しいですね。 

（Ｅ委員） 

 その部分がたまたまうちは介護をするのが夫でしたが、通常は女性側に負担が大きくな

って、介護プラス日常の生活のこともしなくてはいけなくなる、ということですからね。 

（会長） 

 だから家族でどのくらい支えあえるのか、ということで、市や色々なところでやってい

るものを上手に利用して家族が介護をすることをできるか、ということがこれからの課題

だと思いますね。介護に関する制度は始まったばかりですから、色々な取り組みをしてい

ただければと思います。 

時間がほぼ２時間になりましたが、事務局の方からこの件に関して何かありますか。 

（事務局） 

 大変難しい問題について討議していただきまして大変ありがとうございます。これまで

の意見をまとめまして、懇話会意見としてまとめたものを次回見ていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

（会長） 

 それでは、ちょっと早いですが第５回の懇話会を終わらせていただきます。次回には北

広島の今後の男女参画の取り組み方としてまとめが上がってくると思いますのでよろしく

お願いします。 

 

５．その他 

・事務局による次回日程の確認 

（事務局） 

 予定では 10 月 26 日の金曜日ということでお話しているのですが、都合の悪い方も出て

きているので、10 月 24 日の水曜日、皆様のご予定はいかがでしょうか。 

・Ａ委員から 14:00 からでは間に合わないということで、15:00 から開始と調整 

・Ｅ委員は別件のため欠席 

（会長） 

 それでは、10 月 24 日の 15:00 からということでよろしくお願いいたします。それでは、

皆さんどうもありがとうございました。 

 

６．閉会 

 

 

 

 14 


