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第 5章 ソーシャルアクション
決議・会長声明・アピール1

安心して在宅生活・介護が営めるために

1999（平成 11）年 8月 8日
長 野 県 社 会 福 祉 士 会

　長野市においては、ここ数年の間に在宅介護を巡る殺人や心中事件が、マスコミに取り上げられたものだけでも 5件
発生している。超高齢化社会を目前に控え、また介護保険の導入など社会福祉の基礎構造改革が進められるさなか、在
宅介護の実態は悲惨さを増している。
　長野県社会福祉士会では、このような在宅介護の現状に対して、介護者や被介護者の人権が尊重され、安心して在宅
生活が営めるように、会員自らの活動を振り返ると共に、関係機関の協力や市民への啓発を図るため、以下の点につい
て広く社会に対して発言する。
１.　専門的援助を実践する
　�　社会福祉専門職のこれまでの実践を真摯に振り返り、介護者や被介護者の福祉ニーズを早期に発見・把握し、適切
な介入を実践する。なお、その際にケースワークやケアマネジメントなどのソーシャルワークを十分に活用できるよ
う、日頃から研鑽に努めなければならない。
　�　また、これからの福祉はサービス利用者が主体にならなければならない。そのためにも、社会福祉専門職はサービ
ス利用者の代弁的機能を果たして行かねばならない。
２.　個別化した対応をする
　�　介護の問題は極めて個別的である。介護者として一括りにとらえることはできず、介護者の性差や家族関係、価値
観の相違など個別化してニーズを把握し、個別的なサービス提供が必要となる。このことは、単に実践者レベルだけ
ではなく行政や福祉施設、医療施設、在宅サービス事業者にとっても同様である。一人ひとりの命を大切にできない
社会は、安心して生活を営める社会ではない。
　�　また、一時的に入所 ( 入院 ) して介護を受けていても、その被介護者の生活は退所後（退院後）も継続していくこ
とを忘れてはならない。退所（退院）後の生活支援をも図っていくことは、施設ケアの延長として不可欠であること
を確認したい。
　�　さらに、被介護者が他の家族と同居している場合も多いが、同居しているといっても二つの家族が同じ屋根の下で
暮らしているに過ぎず、それぞれの家族が抱える生活上のニーズを的確に把握する必要がある
３.　安心して生活するために権利として福祉サービスを利用する
　�　安心して在宅生活や介護を営むためには、さまざまな公共の福祉・保健・医療サービスを積極的に活用する必要が
ある。今日の福祉は、措置制度から契約制度へと大きな転換が図られようとしている。そして、それは私たち自身が
福祉の受け手として保護の対象にとどまるのではなく、自分らしく生きるために福祉サービスを積極的に活用してい
くといった能動的な姿勢の必要性を意味している。
　　介護に関する制度が変わる今こそ、市民もサービス提供者ともども意識を変えていく必要がある。
４.　福祉や介護サービスの量と質を充実する
　�　福祉や介護サービスが契約を基本とする利用形態に変わっても、選べるだけのサービス量と質が確保されていなけ
れば選択はできない。
　�　最低限の生活保障から個人の幸福追求が図られる生活保障へと、サービス量と質を行政の責任において確保してい
くことが求められる。とりわけ措置制度が契約制度に移行するなかで、新たな公的責任のあり方としてサービス量と
質の確保、そしてサービスを選ぶための情報提供や情報公開、苦情処理の役割が期待される。
　�　安心して在宅生活や介護を営むことは、介護者や被介護者にとって容易なことではないかもしれない。そして、そ
れは介護者や家族の支え、近隣の協力や公的サービスの利用などさまざまな社会資源の活用があってはじめて成り立
つのである。
　�　しかし、その社会資源は最初から利用しやすく設計されているかというとそうではないし、サービスの量的な不足
や質の問題も指摘されている。これらをいかに利用しやすく便利なものにしていくかは、サービス利用者と専門職、
そして行政や専門機関の役割である。
　�　今後、いっそう介護の社会化が図られ、介護者も被介護者も安心して在宅生活を営める社会となるよう本会の社会
的責務を果たしていきたい。



C hapter 5   Social Action

89

孤立死を見逃さない地域づくりに関する声明

2012（平成 24）年�3 月 24 日

　2012（平成 24）年に入り、東京、埼玉、札幌と孤立死の報道が相次いでいます。
　特に、東京都立川市で起きた、二つの孤立死は、要介護高齢者や知的障がいを持つ児童が、介護者や養育者である家
族の死により衰弱死に至るという痛ましいものでした。
　これまで、単身高齢者の「孤立死」の問題が多く取り上げてきましたが、今回のケースは単身介護者や養育者の世帯
で起きた「孤立死」であったことを重く受け止めなければなりません。
　このような世帯は、当事者が自ら声をあげることができなく、家族はひとりで頑張っていたり、抱え込んでいたりす
るため、行政や福祉サービスにつながりにくい状況があります。
　また、地域の支援も「家族がいるから」という理由を見逃れやすく、結果として孤立死のリスクが潜在化してしまう
状況な起きています。
　私たち長野県社会福祉士会は、今回の相次ぐ孤立死の報道を真摯に受け止め、自らの地域にも発生し得る緊急性が高
いものと捉え「孤立死（０）プロジェクト」を立ち上げました。

「孤立死（０）プロジェクト」として以下のことに取り込んでいきます。

　一、実行委員会の設置
　　　事業実施に向けた具体的な検討、調整等を行うための実行委員会を設置します。
　一、孤立死 110 番の実施
　　　孤立死のリスクが高い者への支援を行うため孤立死 110 番を実施します。
　一、孤立死対応チームの設置及び派遣
　　　�孤立死のリスクが高く、支援が困難な事案について、本会会員と関係者によるチームを設置し支援を行います。
　一、孤立死の現状把握、原因分析　　　　及び防止策の検討
　　　県内における孤立死の実態や孤立死防止の取り組み状況を把握した上で、未然防止策を検討します。
　一、取り組みの評価・検証・啓発・報告
　　　本プロジェクト全体の評価及び検証を行い、孤立死を見逃さない取り組みを全県に広げます。

　この取り組みは�一団体で解決するものではなく、各地域の福祉行政をつかさどる自治体と司法や医療、福祉関係者、
更には地域関係者や地域住民などの協力、連携が不可欠です。
　「孤立死」は誰にも、どこの地域にも起こる問題です。
　地域には、孤立死の危険があるのに支援につながっていない方、その危険があることを自覚できない方などがたくさ
んいます。
　私たちは自治体や関係者及び関係機関に呼び掛け、全県で「孤立死（０）」に向けた取り組みを進めていくこと声明
します。

社団法人　長野県社会福祉士会
会　長　　　関　　裕　�一

�
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第 5章 ソーシャルアクション

社会福祉士会宣言及び生活保護基準引き下げ反対アピール

【宣言】　
　われわれは「社会福祉」士です。社会の福祉を護るべき専門職です。では、社会の福祉とは何か。社会を構成する個人が、
自らの生活に幸せを実感できるような社会的役割機能、法制度、実践展開の総体が「社会福祉」であると考えることが
できます。このことは憲法 25条の生存権、憲法 13条の幸福希求権を具現化することです。
　今すさまじい勢いで社会福祉に対するバックラッシュ（曖昧さ回避）が起こされています。その兆候は、社会福祉基
礎構造改革と称された社会福祉の市場化に始まりました。我々のアイデンティティにつながる、国家試験の試験科目か
ら「社会福祉」の文言が抹消されたのもこの流れの中に位置づけて考えることができるでしょう。官から民への掛け声
の元、公的資源が解体されました。これは、介護サービスの一般化には大きく寄与しましたが、消費財としての介護を
購入できない格差も同時に生じさせました。障害者自立支援法も、サービスの多様化を果たしましたが、人間の価値の
換金化という人間の尊厳にふれるような就労継続支援を現出させています。地域福祉の協調の裏に、共助を推進し、公
助は後退させるつまり、公的責任を後退させ、地域の問題にすり替える論理が見受けられます。
　だからこそ、今われわれ社会福祉士は、「社会福祉」を最前線で守る専門職として、アイデンティティを改めて確認
しなければなりません。長野県社会福祉士会に所属する社会福祉士は、やっぱり「社会福祉」士であり、広く生活者の
生存権および幸福希求権を擁護する専門職であることをここに宣言いたします。

【アピール】
　生活保護費は生存権保障の最後の砦であると同時に、その基準は所得水準全般に影響を与えるものです。今、この砦
が壊されようとしています。政府は、2013 年 8月以降、生活保護基準を 3年間で約 8％引き下げる方針を出し、それ
に基づく予算案を提出しました。この中で最も大幅に引き下げられるのは子育て世帯であり、これにより子どもの貧困
化がさらに深刻化されることが心配されます。子どもの貧困化は貧困の連鎖を招く恐れがあり、将来にわたり大きな影
響を残します。
　もとより、不正受給がないように適切な調査をするための体制整備は大切ですが、基準そのものを引き下げることは
不正受給問題とは関係がありません。むしろ、適正な受給者の生活を追いつめてしまい、その社会的自立を阻害してし
まう危険性を生じさせます。また、生活保護基準の引き下げは、最低賃金の引き下げや就労援助の適用の制限を招く恐
れもあり、単一制度の問題にとどまらない国民的な問題に派生していきます。
　社会福祉士は、最前線で一人一人の生活を護る、生存権を擁護する専門職です。長野県社会福祉士会はこの立場から、
生活保護基準の引き下げに反対することをここに表明します。
　仮に引き下げが強行された場合は速やかに以下の対応をとります。

１　「ストップ貧困」プロジェクトを立ち上げる。
２　生活保護引き下げ後の利用者への影響について会員対象に調査を行い、状況を把握する。
３　各地区の学習会において、生活保護に関しての問題提起を行う。
４　年末に行われる貧困にかかわる相談活動に参画する。
５　会の取り組みの中で確認された生活保護の在り方を県行政へ提言する。

　2013（平成 25）年 3月 9日

社団法人長野県社会福祉士会定期総会
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障がい者の権利擁護と適切な虐待対応を求める会長声明

　2013（平成 25）年 10 月 12 日の新聞報道によると、障害者自立支援施設の関係者による利用者への経済的虐待が
発生したことが明らかになりました。また、被害を受けた障害者二人について、市はこの確認をしていなかったという
報道もされました。
　報道によれば被害者二人には身寄りがなく、親族によるチェック機能のない状態での金銭管理が行われており、通報
を受けた市の対応が不十分であったなどの内容でした。
　長野県社会福祉士会はこの報道を通して、親族がいない障害者の金銭管理が不適切に行われやすい実態があり、市町
村福祉行政等においては障害者虐待の早期対応体制が整備されていないのではないかと危惧しています。障害者は生活
や就業場所、市町村等の違いによらず障害者の権利が守られなくてはなりません。
　今回の報道を真摯に受け止め、障害者虐待が障害者に対する極めて重大な権利侵害であるという認識のもと、長野県
及び各市町村等が以下の内容について早急に取り組むよう強く求めます。

　一、身寄りのない障害者に対する金銭管理について
　　�　本来、施設や事業所、法人等が障害者の金銭を管理する事態は避けるべきであることは当然であるが、特に身寄
りがなく、親族等によるチェック機能がない障害者については速やかに成年後見人による金銭管理を検討すること。

　一、施設管理者に対する経済虐待の研修の実施
　　�　施設管理者が利用者からお金を借りる行為自体、経済的虐待にあたる可能性があるという認識を高めるため、管
理者及び職員研修を行い、常日頃から障害者の権利擁護に向けた意識を高めること。

　一、市町村等の虐待対応体制の整備について
　　�　通報後の早期の事実確認の方法、市町村長申立て等の権限行使を適切に図ること等、障害者本人の権利擁護の観
点から、市町村等の虐待対応の体制について再点検すること。

　一、事実確認調査における専門職の活用について
　　�　事実確認調査にあたっては、本人の特性に合わせた面接が実施できるよう必要に応じ、社会福祉士等の専門職の
活用を行うこと。

　現在、国では障害者権利条約批准に向けた法整備を図り、障害に基づく差別を禁止し、労働や教育などあらゆる場面
で排除されない包括的な社会の実現を目指しています。
　人権意識の高揚が急務です。報道からは障害者の人権が広く認められていない実状が伺えます。
　本会では、成年後見制度を始めとした活動を通じ人権擁護を訴えております。県や市町村は今回の報道を重く受け止
め、共に広く人権啓発に努めることを願います。

　2013（平成 25）年 12月 25日

一般社団法人�長野県社会福祉士会
会��長　�三　村　仁　志
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集団的自衛権行使にかかる安全保障関連法案について（会長声明）

　私たちは、「社会福祉士の倫理綱領」を遵守する長野県内の社会福祉士により組織した福祉の専門職能団体です。この倫理綱領前
文には、
　『われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわ
れは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、
社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。』としています。
　この精神は、日本国憲法の「基本的人権の尊重」「平和主義」の基本原理と全く共通するものであります。日本国憲法前文の結びには、
『日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う』としています。

　安全保障関連法案は、平成 27年 7月 16日衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。このままでは、集団的自衛権の
行使の名の下に、我が国が他の国のために戦争をする可能性が出てきてしまいます。

　長野県議会においても、「十分かつ慎重な審議」とともに「国民的な理解が得られるよう、国民の疑問や不安を�真摯（しんし）に
受け止め、分かりやすく丁寧な説明」を求める意見書を可決しました。また、長野県内の５７市町村議会でも「安全保障関連法案の
廃案」や「慎重審議などを求める意見書」を可決しました。

　私たちは、『戦争は人類史上最大の人権侵害であり、人間の尊厳を踏みにじるものである』と確信しています。
　私たちは、社会福祉士の名誉にかけ、全力をあげて「人間の尊厳の保持」「平和擁護」という崇高な理想と目的を追求し続けるこ
とを誓います。

　よって、私たちは、集団的自衛権の行使を可能にする本安全保障関連法案について反対の意を表明します。

　2015（平成 27）年７月 21日

一般社団法人　長野県社会福祉士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�会　長　　�三�　村�　仁�　志

信濃毎日新聞 2015 年 7月23日朝刊
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障がい者・高齢者の虐待防止と虐待を見逃さない地域づくりについて（会長声明）

　平成 27年 11 月の新聞報道によると、障害者虐待防止法に基づき虐待の疑いがあるとして通報した者が、事業所か
ら損害賠償を求められ、あるいは提訴されるという事案が埼玉県と鹿児島県で起きていることが明らかとなりました。
また、高齢者虐待防止法に関わる事案でも同様の事態が生じています。
　障害者虐待防止法や高齢者虐待防止法では、通報者に対し不利益な取り扱いをすることを禁じ、「虐待を受けたと思
われる障がい者や高齢者」を発見した場合は、速やかに通報することを国民に義務付けるとともに、従事者等の専門職
には早期発見に努める義務を課しています。
　厚生労働省の調査によれば障害者福祉施設従事者等や養介護施設従事者等による虐待は増加傾向にあります。また、
都道府県や市町村に指定（取消）権限のない届出による有料老人ホームや法に定めのない施設、無届の施設など、あら
ゆる生活の場で障がい者や高齢者に対する虐待が生じています。
　長野県社会福祉士会は、人々の尊厳を尊重し、安心・安全な場所で共に暮らす社会の実現に努めることを倫理綱領で
定めた専門職団体です。私たちは、「虐待は極めて重大な権利侵害である」という認識のもと、司法関係者をはじめ様々
な関係機関と連携し虐待防止と虐待を見逃さない地域づくりに一層取り組むことをここに表明します。
　併せて、長野県行政及び市町村行政において、次のことについて取り組まれることを強く求めます。
一　施設従事者等に対する通報の促進について
　�　虐待は施設や家庭などの閉鎖的な環境において発生しやすく、施設従事者等による虐待を関知するきっかけとして
は通報に頼らざるを得ない状況にあります。しかしながら、虐待防止法の趣旨に従って、県民が虐待の恐れがあると
して通報をしたことにより損害賠償や名誉毀損等で提訴されることになれば、県民はそのことを危惧して通報を躊躇
し、結果的に虐待防止法の目的を損ないます。
　�　そのため、①県や市町村から施設管理者等に対して、改めて、通報者に対する不利益扱いを禁じること、通報され
たことを理由として通報者に対する提訴をしないことを、周知徹底され従事者等に積極的な通報を促すこと。更に、
②そのような不利益扱い等を行った施設等に対しては、県として毅然とした態度で適切な対処を行うこと。併せて、
③通報者を保護するための法整備について国に働きかけることを要望します。
一　虐待を発生させない施設運営について
　�　施設管理者や従事者は、常日頃から虐待について関心を持ち、互いに虐待をしない職場環境をつくることに努める
とともに、研修等の実施や日常的に民生児童委員や地域住民などの第三者の目を入れることで開かれた施設運営に努
めるなど、未然防止策を講ずる必要があります。
　�　そこで、虐待を発生させない施設運営を実現するため、県や市町村から施設管理者等に対し、これらの措置を講ず
るよう働きかけることを要望します。
一　関係する市町村間の連携について
　�　施設従事者等による虐待は、施設が所在する市町村で対応することが原則ですが、住所地特例により、あるいは住
所地を変更せずに入居している利用者の場合については、その支給決定や保険者である市町村も権利擁護の観点から
連携・協力して対応することが求められます。
　�　そこで、施設が所在する市町村のみに負担が偏らないよう、県が中心となって一定の基準や運用を設け、市町村間
で連携し、迅速かつ適切な虐待対応を図られるよう要望します。
　�　また、生活の場が多様化する中で、届出による有料老人ホーム、無届の施設などに高齢者等が入居し、生活するこ
とが増加していることから、市町村が施設の実態を速やかに把握できるよう、施設からの届出を一層促進する対処を
とるよう要望します。
一　市町村等の虐待対応における専門職の活用について
　�　虐待対応の第一義的責務を担う市町村等を支援し、障がい者や高齢者の安心・安全な生活を確保するため、本会で
は長野県弁護士会と協定を結び（障がい者については年度内協定締結をめざして準備中）虐待対応専門職チームの派
遣を行っています。
　�　養護者や施設従事者等による虐待対応が適切か再確認するためにも、県においては本チームの周知徹底を図られた
いこと、市町村においては本チームの積極的な活用をされることを要望します。

　　2016（平成 28）年１月１５日

一般社団法人長野県社会福祉士会
会　長　　三　村　仁　志
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虐待対応に会長声明の記者会見＆報道記事

１　日　時　　2016（平成 28）年 1月１８日（月）11時 45分～ 12時 30分
２　会　場　　県庁　３階会見場
３　出席者　　三村会長／青柳副会長／宮本理事／小池事務局長
４　マスコミ出席者
　　産経新聞（要望時も取材）
　　長野日報、医療タイムス、ＮＨＫ
　　信濃毎日新聞（事務局に取材）

　
　
長野日報 2016 年 1月 19 日

産経新聞 2016 年 1月 19 日

信濃毎日新聞 2016 年 1月19日朝刊
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津久井やまゆり園の事件について（会長声明）
　

　７月２６日未明、神奈川県相模原市の障がい者支援施設において、入所者１９人が殺害され、２６人が重軽傷を負わ
されるという悲惨な事件が起こってしまいました。

　戦後最悪と言われるこの事件に際し、全ての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを
深く認識している私たち長野県社会福祉士会は、亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、怪我をされた方々の 1日も早
い回復を心から願っております。

　この事件は、障がい者に対する究極の人権侵害であり、虐待であり、生命の尊厳を冒涜するものです。この行為を私
たちは断じて許すことが出来ません。

　福祉の担い手であったはずの男性がこのような事件を引き起したことについて、日本の福祉の脆弱さ・未成熟さを思
わざるを得ません。とりわけ、男性が元職員であるという背景を考えると、労働環境や人材育成までも含めた、日本の
福祉現場の危機的な状況が露呈したものとも捉えられます。　

　しかしながら私たちは、重度の重複障がいを持ちながら懸命に生きる人々のそばにいて、命の素晴らしさ、人間の尊
厳の素晴らしさを深く認識しています。
　障がい者を蔑視する考えは、心のバリア（差別意識）そのものであり、社会的障壁そのものです。人を人とも思わな
い考え方と行動は、障がい者だけでなく、社会的弱者に対するヘイトクライム（差別意識に基づく虐待行為）です。

　殺害された１９人の氏名について、ご遺族からの要望があって非公表となったとの報道がなされました。そこには、
今なお障がい者に対する社会の差別、偏見に苦しむ家族の姿があり、まさに、障がいは社会の方にあると考えます。

　「この子らを世の光に」と言った糸賀一雄先生の思想は、重度の障がい者が社会の中心にいて、その人らしく生きら
れる社会こそが、誰もが幸せに暮らせる本当の豊かな社会であるというものです。半世紀前のこの思想も、先進国と言
われる日本社会において未だ実現に至っていません。

　私たち長野県社会福祉士会は、様々な関係機関・団体等と連携しながら、人間の尊厳を尊重するという意識を、社会
の隅々まで浸透させ共有し、障がいがあっても差別されない共生社会の実現を目指して取り組みます。　

　2016（平成 28）年 7月 29日

公益社団法人長野県社会福祉士会
会　長　　三　村　仁　志

�

信濃毎日新聞 2016 年 7月30日朝刊
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障がい者雇用の水増し問題を契機とした共生社会実現に向けて（会長声明）

　2018（平成 30）年 8月になり、国や地方公共団体等の行政機関において、「障
害者の雇用の促進等に関する法律（以下、「法律」という。）」で定める障がい者の
雇用数の水増しの報道が相次いでいます。
　厚生労働省が公表する「平成 29年�障害者雇用状況」によれば、公的機関につい
ては、法定雇用率 2.3％を上回る 2.50% の報告がされております。民間企業につい
ても依然として法定雇用率を達成する企業割合は半数（50.0％）となっており、実
雇用率も法定雇用率の 2.0％を下回る 1.97％となっています。

　法律では、国や地方公共団体に対する責務として、事業主や国民に対する障がい
者雇用の理解を深め、雇用の促進と職業の安定を図るために必要な施策を講ずるよ
う規定しております。法定雇用率も民間企業より高く設定されています。
　このように率先して、障がい者の雇用を進める立場にある行政機関でこうした事
態が生じていることは極めて深刻な問題であり誠に遺憾です。
　法律の基本理念では、「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一
員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。」
とされており、また日本国憲法第 27条ですべての国民に「勤労の権利」を保障し
ています。

　さらに、国が批准した障害者の権利に関する条約の中では、「すべての障害者に
よるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確
保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的とし、障害者
差別解消法の施行とも関連し、雇用の場面においても障がいを理由とする差別的取
扱いを禁止、事業主に対して障がい者が働くための支障を改善する合理的配慮の提
供を義務付けるなど、障がい者が働く環境を整えていくことを求めています。　
　今回の事態は、法定雇用率の問題として取り上げられていますが、障がい者の働
く環境整備や合理的配慮については焦点化されず、言及されていません。これを契
機に、単なる法定雇用率や雇用人数という数値の問題に留まることなく、障がい特
性にも配慮した働く環境を整え、障がい者が共に社会を築く一員として力を発揮で
きる「共生社会」の実現に向けて、官民一体となって取り組んでいく必要があります。

　社会福祉士の倫理綱領の前文には、「われわれ社会福祉士は、すべての人が人間
としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する」等と
あります。

　私たち長野県社会福祉士会は、倫理綱領に従い、誰もが地域や社会の中で、人間
としての尊厳が尊重されるという権利を有し、たとえ、障がいがあっても差別され
ず、不当に扱われず、職場環境においても合理的配慮のもと働く機会が保障され、
地域に暮らす一人として、生きがいと役割をもって暮らすことができる共生社会の
実現を目指して取り組んでいくことをここに声明します。

　2018（平成 30）年 9月 1日

公益社団法人�長野県社会福祉士会
会　長　　萱　津　公　子

信濃毎日新聞 2018 年 9月 4日朝刊
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高齢者への虐待防止と高齢者の尊厳保持に向けて（会長声明）

　2019（令和元）年 12 月に厚生労働省は、平成 30 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（以下「高
齢者虐待防止法」という。）に基づく対応状況調査結果を公表しまし
た。
　調査結果によれば、養介護施設従事者等による高齢者虐待が大幅
な増加（前年比 21.8％増）となっており、高齢者の生活を支える立
場にある福祉の担い手による虐待が深刻な状況にあることが明らか
になりました。また、長野県内においても、９事業所（施設）での
高齢者虐待が認定されています。
　国は、2006 年４月に高齢者の尊厳保持と高齢者虐待の防止、高齢
者虐待を受けた高齢者に対する保護などを定めた高齢者虐待防止法
を施行しました。
　高齢者虐待防止法では、老人福祉法や介護保険法に規定する養介
護施設又は養介護事業の業務に従事する者による高齢者虐待を定義
づけ、事業者に対し、虐待を発生させない事業所・施設づくりに向
けた研修の実施、虐待防止等の措置を講ずるものとしています。
　しかし、2019 年 12 月の新聞報道によると、長野県内の老人福祉
法に基づく有料老人ホームの要件を満たしたサービス付き高齢者住
宅において定員超過に加え、利用者７人に対する身体拘束による高
齢者虐待が発生したことが明らかとなりました。
　福祉サービスを必要とする高齢者には、身体機能や認知機能の低下により、虐待等の権利侵害を受けても、自ら助け
を求め、または逃げ出すことができない状況にある人もいます。さらに、介護無くして生活できない状況に置かれてい
ることも少なくなく、高齢者への虐待はこうしたサービスを提供する側と受ける側の力関係の差によるところもあり、
許すことはできません。
　一方で、介護分野の有効求人倍率は、全産業と比較して高い水準で推移しており、供給よりも需要が上回る人材不足

※

が生じ、無資格者に頼らざるを得ない福祉現場の実態もあります。人材不足は、従事者等を疲弊させるばかりか、余裕
のない介護や支援に繋がり、不適切な介護の連続から結果的に虐待を誘発する要因ともなります。さらなる福祉・介護
人材の確保に向けた施策に取り組む必要があります。
　また、福祉従事者としての倫理、介護技術や認知症に対する理解などの十分な教育を受けないまま、過重な業務を担い、
精神的・技術的なサポートも受けられない職員にとっては、高齢者との接し方や適切な介護方法などが分からず、虐待
として表面化することもあります。虐待の発生要因は、虐待をした従事者個人の問題のみならず高齢者福祉に携わる法
人や事業者、管理者が施設全体の問題として捉えることが重要です。
　適正な介護サービスを提供する上で、理念や方針を明確にし、利用者に対する虐待防止と尊厳を保持（人格尊重）す
ることは、利用者保護の観点からだけでなく、事業者自身の立場の明確化と保護の観点からも極めて重要であり、この
ことは介護保険法でも規定されています。
　私たち長野県社会福祉士会は、養介護施設従事者等による虐待の発生状況や県内での虐待事案に対する報道を重く受
け止め、社会福祉士の倫理綱領に従い、「高齢者虐待は高齢者への最大の権利侵害である」という認識のもと、高齢者
虐待防止法や介護保険法で規定する「高齢者の尊厳保持」の実現を目指して、高齢者虐待対応研修やキャリア形成訪問
指導事業、長野県弁護士会との協定に基づく虐待対応専門職チーム派遣等の事業に、より一層積極的に取り組んでいく
ことをここに声明します。

（※厚生労働省「福祉・介護人材の確保に向けた取組について」より引用）

　2020（令和 2）年１月 14日

公益社団法人�長野県社会福祉士会
会　長　　萱　津　公　子

信濃毎日新聞 2020 年 1月15日朝刊
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コロナ禍における権利擁護支援に積極的に取組むためのアピール

　新型コロナウイルス感染者数は、本年２月 6日現在長野県内では 2,329 人と発表され、未だ収束が見えない状況が続
いています。
　本会では、昨年 5月会員に対するアンケートを皮切りに、福祉活動委員会を中心に追加のアンケート調査や学習会等
企画・実施し、次のような課題を把握してきました。
◇�　様々に生活に困窮する人や、不安や不調を抱える人が増え、家庭内においては虐待やＤＶ、それに準ずる状況に置
かれている人が新たに増えていることが懸念されます。
◇　外出や交流の機会が制限されることで、自己実現の機会が奪われ筋力や意欲の低下がおきています。
◇��　会員も、情報不足や判断基準のない中で事業の中止等の判断に迫られ、面会制限等により、本人に会えない、話が
できない中、退院や入所の検討、後見活動等を行っています。
　�　このような状況の中「県民福祉の向上と社会福祉士の専門性の向上」を使命とする私たち長野県社会福祉士会会員
は、県民生活の支援と権利擁護を図り、誰もが住みよい社会づくりを目指すため、ソーシャルワーカーとして最善の
努力を尽くすことが求められています。
　�　本日の「新型コロナウイルス時代の地域ケアを考えるセミナー」では、参加者の総意として、権利擁護支援の専門
職団体として、人々の生活の質の権利を守り続けるため、会員みんなで取り組んでいくことを確認するととともに長
野県民にアピールします。

記

１　「新型コロナウイルス感染症に対する正しい知識」と「感染拡大予防に関する正しい知識」を得る努力を続けます。
２�　対象者の権利が阻害されている現状を見逃さず、臨機応変に対応を行う・協議の場を設ける、個別性や多様性を重
視する判断など、最善の努力を尽くします。
３�　面会や交流の機会が制限される中、オンラインの活用等「ＩＣＴ（情報通信技術）」を積極的に取り入れ、新たな
生活様式における福祉現場の在り方を真摯に検討します。
４�　社会的つながりを断たれたままになっている困窮者や子ども、高齢者、障がい者等の存在に目を向け、つながりを
分断している現状を変革するべく会員としてできることを問い続けます。
５　難局を乗り切るため、会員同士が現状の共有を行い、学び合い、お互いに支え合います。
６�　長野県内で起きている新型コロナウイルス感染症拡大に伴う様々な福祉課題に対し、課題解決のための政策提言や
社会活動、学習会等のソーシャルアクションを行います。　

　2021（令和 3）年 2月 7日

公益社団法人長野県社会福祉士会
新型コロナウイルス時代の地域ケアを考えるセミナー参加者一同

�
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1998（平成 10）年度
●　「成年後見制度の改正に関する要綱試案に対する」意見
　◦　提案期日　　1998 年 6月
　◦　意見内容　　�「公的機関の監督を伴う任意代理制度（任意後見制度）」「現行民法改正による法定成年後見制度」

等
　◦　提 出 先　　法務省民事局参事官室
●　人権に対する意見書�提出
　◦　提案期日　　1998 年 7月
　◦　意見内容　　「人権に関する実情（現状）」「今後の人権教育・啓発のあり方」等
　◦　提 出 先　　長野県
●　介護保険認定審査会委員について（要望）
　◦　提案期日　　1999 年 3月 15 日
　◦　要望内容　　「介護保険認定審査会委員に社会福祉士の任命を」等
　◦　要 望 先　　10 広域圏介護保険広域連合長

1999（平成 11）年度
●　社会福祉施設等における身体的暴力の防止について（要望）
　◦　要望期日　　1999 年 6月 10 日
　◦　要望内容　　「施設の運営管理体制の改善」「行政監査・指導の徹底」「苦情処理の仕組みの確立」等
　◦　要 望 先　　長野県知事　

2001（平成 13）年度
●　福祉施設長に福祉専門資格者の積極的な登用等について（要望）
　◦　共同要望　　�長野県介護福祉士会／長野県精神保健福祉士協

会
　◦　要望期日　　2001 年 4月 17 日
　◦　要望内容　　�「福祉の専門性を高める長野モデル」（提言書）

に基づき、「施設長や相談員への専門職起用」「研
修など職員の資質向上に必要な支援」「宅老所や
グループホーム等小規模・多機能ケアのモデル
事業の実施」

　◦　要 望 先　　長野県知事　

2003（平成 15）年度　　　　　　
●　「介護認定審査会に関する提言」
　◦　提言期日　　2003 年 5月 9日
　◦　提言内容　　���「審査時の医療・保健サイドへの偏りを是正」「全ての審査会委員に対する “生活の視点 ”に焦

点を」「公平な審査のための平準化システム構築」等
　◦　提 出 先　　長野県社会部高齢福祉課
●　「県民参加の政策作り推進事業に関わる提言」

第 5章
政策提言・要望・パブリックコメントに対する意見提言2

ソーシャルアクション
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　◦　提言期日　　2003 年 8月 7日（2004・2005 年度も提出）
　◦　提言内容　　「みんなで支え合う福祉社会づくり」「地域における障がい者の自立した生活の促進」
　◦　ヒアリング先　�長野県社会部企画課・厚生課・高齢福祉課・障害福祉課、長野県教育員会義務教育課・自立

教育課

2005（平成 17）年度
●　地域包括支援センターへの社会福祉士配置について（要望）
　◦　要望期日　　2005 年 6月
　◦　要望内容　　「地域包括支援センターへの社会福祉士配置」
　◦　要 望 先　　長野県知事、長野市長
●　児童家庭相談の在り方に関する要望
　◦　要望期日　　2005 年 10 月
　◦　要望内容　　「児童家庭相談の在り方」等　
　◦　要 望 先　　長野県知事
●　障害者認定審査会委員推薦及び相談支援事業運営協議会への参画について（要望）
　◦　要望期日　　2005 年 12 月
　◦　要望内容　　「障害者認定審査会委員、相談支援事業運営協議会への社会福祉士の任命」等
　◦　要 望 先　　市町村長

2007（平成 19）年度
●　社会福祉士の登用の要望
　◦　共同要望　　日本社会福祉士養成校協会長野県支部、日本社会福祉教育学校連盟長野県支部　　
　◦　要望期日　　2008 年 2月
　◦　要望内容　　「社会福祉士の登用の要望」
　◦　要 望 先　　�長野県知事、長野市長、市長会長、町村会長、長野県社会福祉協議会長、長野県社会福祉施設

経営者協議会長、81 市町村長には郵送

2008（平成 20）年度
●　社会福祉士実習指導者講習会への職員派遣について（要望）
　◦　共同要望　　日本社会福祉士養成校協会長野県支部、日本社会福祉教育学校連盟長野県支部
　◦　要望期日　　2008 年 10 月 8日
　◦　要望内容　　社会福祉士実習指導者講習会の周知と協議会所属会員の担当職員を研修に派遣を要望
　◦　要 望 先　　長野県社会福祉施設経営者協議会長
●　スクールソーシャルワーク事業の継続に関する要望
　◦　共同要望　　長野県精神保健福祉士協会、社会福祉士養成校協会長野県支部
　◦　要望期日　　2009 年 3月
　◦　要望内容　　「スクールソーシャルワーク事業の継続」等　
　◦　要 望 先　　長野県教育委員会教育長

2009（平成 21）年度
●　成年後見の市町村長申し立て等に関する要望
　◦　共同要望　　�長野県弁護士会／長野県司法書士会／長野県介護福祉士会／長野県精神保健福祉士協会／関東

信越税理士会長野県支部連合会／長野県行政書士会／長野県介護支援専門員協会
　◦　要望期日　　2010 年 2月 2日
　◦　要望内容　　�「成年後見制度普及及び成年後見の市町村長申立て、成年後見等の相談体制拡充強化の積極的

な取組み」等
　◦　要 望 先　　長野県知事、市町村長（市長会長、町村会長）郵送
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2011（平成 23）年度
●　スクールソーシャルワーカー活用事業に関する要望
　◦　共同要望　　長野県精神保健福祉士協会、社会福祉士養成校協会長野県支部
　◦　要望期日　　2011 年 1月
　◦　要望内容　　「スクールソーシャルワーカー活用事業」等　
　◦　要 望 先　　長野県教育委員会

2014（平成 26）年度
●　社会福祉士の任用及び 2015（平成 27）年度福祉関係予算拡充等の要望
　◦　提案期日　　2014 年１1月１９日
　◦　要望内容　　�「社会福祉士の任用拡大」「福祉関係の審議会、計画策定委員会等の委員に社会福祉士の登用」

「2015（平成 27）年度福祉関係予算の増額」
　◦　要 望 先　　長野県知事
●　社会福祉士の任用及び 2015（平成 27）年度福祉関係予算拡充等の要望
　◦　要望期日　　2014 年 11 月 19 日～ 12 月 24 日
　◦　要望内容　　�「社会福祉士の任用拡大」「2015（平成 27）年度福祉関係予算の増額」「各種審議会、運営委員

会等への社会福祉士の登用」「福祉計画策定に係る長野県社会福祉士会の活用」
　◦　要 望 先　　７７市町村長
　◦　要望方法　　役員・委員が市役所、町村役場に出向き市町村長、関係部課長と懇談・手渡し

2015（平成 27）年度
●　成年後見支援センター未設置市町村長に設置要望
　◦　要望期日　　2015 年１1月 11 日
　◦　共同要望　　�長野県弁護士会／成年後見センター・

リーガルサポートながの／長野県介護
福祉士会／長野県精神保健福祉士協会
／関東信越税理士会長野県支部連合会
／コスモス成年後見サポートセンター
しなの／社労士成年後見センター長野
／長野県介護支援専門員協会

　◦　要望内容　　成年後見支援センターの設置要望

　◦　要 望 先　　未設置の 25 市町村長

2016（平成 28）年度
●　高齢者・障がい者の虐待対応についての要望
　◦　共同要望　　長野県弁護士会
　◦　要望期日　　2016 年 4月 15 日
　◦　要望内容　　�「市町村支援の虐待対応専門職チーム派遣の積極的な活用」「高齢者虐待防止法、障害者虐待防

止法の普及」「高齢者及び障がい者虐待対応等の研修会」「虐待対応・権利擁護のために成年後
見制度の活用等

　◦　要 望 先　　長野県知事

2017（平成 29）年度
●　市町村高齢者 ( 老人 ) 福祉計画・介護保険事業計画等の要望
　◦　要望期日　　2017 年 12 月 25 日
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　◦　要望内容　　�「我が事・丸ごと、地域共生社会の実現」「高齢者等の権利擁護、虐待防止・対応体制の整備」
「高齢者等の権利擁護、成年後見制度利用促進の体制整備」「高齢者の住まいと日常のくらしを
支援するための体制整備」「地域実状に応じ、2025 年を見据えた持続・実現性のある計画策定」
等

　◦　要 望 先　　長野県知事、市町村長
●　しあわせ信州創造プラン�への意見・提言
　◦　提案期日　　2018 年 1月 15 日
　◦　提案内容　　「多様性を尊重する共生社会づくり」「福祉を支える体制の充実」等８項目
　◦　提 出 先　　長野県企画振興部総合政策課
●　第７期長野県高齢者プラン（案）�への意見・提言
　◦　提案期日　　2018 年３月２日　
　◦　提案内容　　�「地域包括ケアシステム構築」「高齢者虐待の防止・対応」「成年後見制度の利用促進」等 11

項目
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部介護保険課
●　長野県障がい者プラン 2018（案）�への意見・提言
　◦　提案期日　　2018 年３月２日
　◦　提案内容　　「障がいへの理解と権利擁護の推進、虐待防止対策の推進、虐待防止対策の推進」等 11 項目
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部障がい者支援課
●　長野家庭裁判所佐久支部に関わる要望
　◦　提案期日　　2018 年３月 10 日
　◦　要望内容　　�長野地方・家庭裁判所佐久支部の調査官の常駐、及び少年審判の取扱い、庁舎の建て替えにつ

いて
　◦　要 望 先　　�最高裁判所長官、東京高等裁判所長官、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、財務大臣、長野

地方・家庭裁判所長、長野地方・家庭裁判所佐久支部支部長、検事総長、東京高検検事長、長
野地方検察庁検事正

2019（平成 31）年度
●　「障がい者共生社会づくり条例 ( 仮称 )」検討報告書 ( 案 ) に関する意見・提案
　◦　提案期日　　2019 年 12 月 27 日
　◦　提案内容　　�「条例の目的・目指すべき姿」「条例の基本理念」「権利擁護、障がい者差別の禁止を担保する

仕組み」等 28 項目の提案
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部障がい者支援課

2020（令和 2）年度
●　「社会福祉士が安心して社会的課題に対応できる保証と『特別手当』の支給」について（要望）
　◦　要望期日　　2020 年 5月 21 日　
　◦　要望内容　�①�　�国が予算化した「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービ

ス継続支援事業」の予算化の要望
　　　　　　　　�②�　当サービス継続支援事業に実施にあたり、衛生用品の購入を進める他、「（割増）賃金・手当」

の対象として相談援助従事者である社会福祉士等を含めることを要望
　◦　要 望 先　　長野県知事（日本社会福祉士会の要請で全国一斉に）
●　名刺作成におけるガイドライン一部改正について（要望）
　◦　要望期日　　2020 年 8月１６日　
　◦　要望内容　①　名刺作成におけるガイドライン第 3条第 7項の一部改正の要望
　　　　　　　　②　名刺に「社会福祉士会・会員番号」を入れ会の周知促進の取組みの提案
　◦　要 望 先　　日本社会福祉士会・会長
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●　成年後見制度利用促進について（要望）
　◦　要望期日　　2020 年 8月 24 日　
　◦　要望内容� �①　成年後見制度利用支援事業の制度改善について
　　　　　　　　②　成年後見人等の担い手の育成・活用の促進
　◦　要 望 先　　塩尻市長及び塩尻社会福祉協議会長
●　成年後見人等候補者の推薦について（要望）
　◦　提案期日　　2020 年 11 月 13 日
　◦　要望内容　①　成年後見利用支援事業の助成制度活用の依頼
　　　　　　　　②　成年後見制度利用支援事業の報酬補助は、市町村長申立限定の撤廃
　◦　要 望 先　　�77 市町村長（長野県健康福祉部県地域福祉課を通じて）�

成年後見支援センター設置法人代表者（長野県社会福祉協議会を通じて）
●　新たな長野県高齢者プラン（第８期老人福祉計画・介護保険事業支援計画）策定の意見・提言
　◦　提案期日　　2020 年 11 月 30 日　
　◦　提案内容　　�「2035 年問題を踏まえた中長期目標設定」「地域包括ケアシステム推進」「高齢者等の権利擁護」

等 18 項目
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部介護保険課
●　「第５次長野県男女共同参画計画（素案）」に対する意見・提言
　◦　提案期日　　2021 年 3月 11 日
　◦　提案内容　　�「男女共同参画を推進する教育・学習の充実」「女性に対するあらゆる暴力の根絶」「困難な状

況に置かれている者への支援と多様性の尊重」等 12 項目の提案
　◦　提 出 先　　長野県県民文化部人権・男女共同参画課
●　「長野県第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 ( 案 )」に対する意見・提言
　◦　提案期日　　2021 年 3月 16 日　　
　◦　提案内容　　�「相談支援体制の充実・強化等に関すること」「障がい者・児の支援の質の向上のために」「地

域生活支援事業」等 25 項目の提案
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部障がい者支援課

2021（令和 3）年度
●　新たな長野県高齢者プラン（第８期老人福祉計画・介護保険事業支援計画）策定の意見・提言
　◦　提案期日　　2021 年 5月 27 日　
　◦　提案内容　　�「市町村の重層的支援体制整備事業の推進」や「身寄りのない高齢者が介護老人福祉施設の入

所を拒否されない仕組みづくり」「市町村成年後見利用促進基本計画の策定支援」はじめ３０
項目の具体的意見・提案を提出　

　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部介護保険課
●　長野県住生活基本計画（素案）への意見・提案
　◦　提案期日　　2021 年 10 月 13 日
　◦　提案内容　　�「身寄りが無いことで身元保証人を確保できない人も排除されない共生社会を目指す」ことや

県が独自に規定する住宅確保要配慮者に「犯罪をした者等」及び「身寄りがなく身元保証人が
確保できない者」の追加提案をはじめ、3７項目の具体的意見・提案を提出

　◦　提 出 先　　長野県建設部建築住宅課宛
●　�長野県障がい者共生社会づくり条例（仮称）骨子案への意見・提案
　◦　提案期日　　2021 年 12 月 22 日　
　◦　提案内容　　「障がいのある人もない人も、ともに生きる社会づくり長野県条例」名称の提案他 21 項目
　◦　提 出 先　　長野県健康福祉部障がい者支援課
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