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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2871 号 2016.2.17 発行
==============================================================================
「日本一住みやすい県に」鳥取県と日本財団、新年度から共同事業
産経新聞 2016 年 2 月 17 日
地方創生の全国のモデルを目指し、日本財団と鳥取県が進める共同プロジェクトの顧問
団会議が１６日、鳥取市で開かれ、初年度となる平成２８年度の事業計画が発表された。
プロジェクトは、人口最少でも県民一人一人の力で豊かな未来を築こうとの意味で「日
本一のボランティア先進県」と命名。日本財団が５年間に３０億円を拠出、
「みんなが支え
合う社会づくり」など３本柱で計９事業を県内で進める。
２８年度事業は７・８億円分を計画。「中山間地域の生活支援」（約１億円）では住み慣
れた地域での生活を守るため、物品販売や看護などのサービスを展開。江府町、岩美町で
は集落訪問により、日南町では道の駅など拠点で実施する。
「働く障がい者を増やす」
（約１・２億円）は、障害者が作る食品を扱う飲食店を鳥取市
などの一等地に出店。こうした施策で障害者の平均工賃を１８年度の３倍、３万３千円ま
で引き上げる。このほか、タクシー２００台のユニバーサルデザイン化（約３億円）▽難
病の子供と家族の地域生活支援（約０・６億円）－などに着手。県も２８年度当初予算案
で、連携事業費計約５億円を計上している。
県内市町村や団体の代表が集まった同会議では、平井伸治知事が「地方創生のリーダー
として動かす壮大なプロジェクトを、地域と連帯で進めたい」と挨拶。日本財団の尾形武
寿理事長は「鳥取が日本一住みやすい県になるため、一緒に努力したい」と述べた。
日本財団はプロジェクト推進へ４月、県庁内に鳥取事務所を開設する。この日は、開設
準備室が設置され、日本財団国内事業開発チームリーダーの木田悟史氏が同室長に着任し
た。

岡山南ＲＣが旭川荘へ桜２本寄贈 「利用者に癒やしと安らぎを」
山陽新聞 2016 年 02 月 16 日
植樹する小松原会長（左）ら

岡山南ロータリークラブは１６日、社会福祉法
人・旭川荘（岡山市北区祇園）にソメイヨシノの
成木２本を贈った。同クラブが同荘に寄贈した桜
は計９０本になった。
知的障害児施設・旭川学園（同所）で贈呈式が
あり、会員ら約６０人が出席。小松原正吉会長が
「利用者に癒やしと安らぎを与える存在になって
ほしい」と述べ、旭川荘の末光茂理事長らととも
に植樹した。利用者を代表し、同学園の男性（２８）が「ありがとうございます」とお礼
を述べた。
同クラブは施設の利用者らに花見を楽しんでもらおうと、１９９７年からほぼ毎年、シ

ダレザクラや八重桜などを贈っている。

マイナンバー汚職、元厚労省職員に有罪

「公正さ害した」
日本経済新聞 2016 年 2 月 16 日
税と社会保障の共通番号（マイナンバー）制度の関連事業を巡る汚職事件で、収賄罪に
問われた厚生労働省の元室長補佐、中安一幸被告（46）＝懲戒免職＝の判決公判が 16 日、
東京地裁であった。入江猛裁判長は懲役１年６月、執行猶予４年、追徴金 100 万円（求刑
懲役１年６月、追徴金 100 万円）を言い渡した。
入江裁判長は判決理由で「担当分野の施策を構想通りに遂行させたいとの思いから（贈
賄側の）会社が受注できるよう取りはからい、少なくない金銭を要求した」と指摘。
「遊興
費目的ではないが、規範意識は低く、国家公務員の公正さを害し、国民の信頼を大きく傷
付けた」と批判した。
中安被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
判決によると、中安被告は 2011 年 11 月、社会保障データを巡る厚労省の調査研究事業
などについて、東京都内の情報関連会社が受注できるよう、企画書の仕様や評価項目を公
示前に教えるなどの便宜を図り、謝礼などの趣旨と知りながら同社の元社長から現金 100
万円を受け取った。

ルポ・
「地獄」の介護現場 ～虐待・セクハラ・逆ギレ……職員の「質の劣化」が止まらな
い 絶望的な負のスパイラル
現代ビジネス 2016 年 02 月 17 日 中村淳彦
〔Photo〕gettyimages

2014 年、神奈川県川崎市の有料老人ホ
ームに入居していた高齢者 3 名が相次い
でベランダから転落死するという衝撃
の事件が報道された。そして昨日（2016
年 2 月 16 日）、同施設で働いていた 23
歳の男性介護職員が逮捕され、殺害の容
疑を認めた。
ほかにも、介護施設内で起こる殺傷事
件や虐待のニュースは後を絶たない。来
たる高齢化社会に向け、国がテコ入れし
たはずの福祉事業の現場で、なぜこんな
にも痛ましい事件が頻発しているのだろうか？
ノンフィクションライターの中村淳彦氏は、以前に自身が運営していた介護施設内で起
きたトラブルを経験し、その「崩壊」の様子を目の当たりにした。
「介護施設」という閉じ
た空間の中でいま起きているのか？ 現場からの渾身のレポート。（文／中村淳彦）
常軌を逸した介護職員の態度
「このやろう、おとなしく座ってやがれ！」
午後のレクリエーションの最中、40 代の男性介護職員 A がフロアを徘徊する 70 代の認
知症男性高齢者に怒鳴った。怒りで目を血走らせて高齢者男性を突き飛ばし、さらに羽交
い絞めにして暴行を加えようとしている。完全な虐待だ。
A はいくら言っても徘徊を繰り返す認知症男性高齢者の行動にキレて、理性が効かなくな
り突発的に手を上げたのだ。ちなみに “徘徊” は、認知症高齢者にとってごく一般的な
行動である。
私と他の職員が慌てて止めに入った。A は、一応ヘルパー2 級の資格を持つ介護職なので、
さすがに“虐待はまずい”ことはすぐに理解した。

もともと A は、自制の効かないキレやすいタイプだった。高校を中退後、職を転々とし、
41 歳の時にハローワークの職業訓練でヘルパー講座を受講して介護職になった。のちに知
ったのだが、前職の広告代理店では社内でトラブルを起こし解雇されていた。
その後も A は、食事介助で認知症高齢者の口に食べ物を詰め込んだり、高齢者を威圧す
るような高圧的な言葉を使うなど、虐待紛いの問題行動を繰り返した。私や他の職員が注
意をしても、一貫して聞く耳を持たなかった。
2000 年に介護保険制度が施行されて以降、介護は延々とした深刻な人手不足が続き、こ
のような問題ある人物にも頼らざるを得なくなった。A がいなくなれば現場は平穏になるが、
人手が足りなくなり業務がまわらなくなる。A もその実情を知っているので、どんなに横暴
な態度をとっても解雇されることはないと分かっているのだ。
介護は人と人とが密になる仕事だ。人に対する態度は知識や経験以前に、人格の問題で
ある。若者ならともかく、中年から人格を矯正できるワケがない。私や他の職員が A に注
意や意見をすれば、
「おい、俺を怒らせたらどうなるかわかっているのか！」と逆にキレて
脅してくる。
事業者にとって最悪なケースは、職員が虐待事件を起こすことだ。このまま放置すれば
大きな事件に発展するのは時間の問題だった。だいぶ悩んだが、人員不足で現場が混乱す
ることを覚悟で、私は A を解雇した。
クビを告げられた A は「てめえ、このままで終わると思うなよ」と恫喝して施設から出
て行き、なんとその日から、私と私の家族のストーカーになった。
その結果、妻の精神は壊れて、普通の日常生活が送れなくなった。妻は精神病院、私は
警察と弁護士事務所に通うはめになり、子どもも A の脅迫のターゲットにされたので、小
学校の担任と校長に事情を説明した。
もはや仕事どころではない。最終的には私が A を提訴して、ようやくストーキングはお
さまった。この騒動で 1 ヵ月以上の膨大な時間と、150 万円ほどの費用がかかっている。
施設開設前からトラブルまみれの毎日
これは、私の身に起きた最も大きな騒動だが、介護にかかわる 7 年間、介護職員たちが
起こすトラブルにふりまわされ続けた。
私が介護にかかわったのは 2008 年。フリーライターとして働いていたが、相次いで雑誌
が廃刊し、このまま仕事を継続するのは無理だろうと判断した。超高齢化社会が目前に迫
るのは誰もが知ること。 “介護” ならなんとかなるかもと、最も参入障壁の低かったデ
イサービスを立ち上げた。
介護保険法施行で「施設運営は誰でも OK」という強烈な規制緩和が繰り広げられ、街の
ラーメン屋から大企業まで介護の“か”の字も知らない異業種参入が現在進行形で続いて
いる。
デイサービスを始めて間もなく、介護という産業の異常さに気づいた。
最初から普通ではなかった。開設前の職員の求人面接に遅れずに来た人は半数程度。来
たとしても「できるだけ楽な仕事をしたい」「すぐに有給休暇を全部欲しい」「朝、起きれ
るかわからない」など、常識を逸脱したことを平気で言う人がたくさんいた。
さらに開設後の現場では、職員たちによるイジメやパワハラ、セクハラが日常茶飯事だ
った。心身ともに疲弊し尽くした私は、2015 年 3 月、運営する介護保険施設（小規模デイ
サービス）の「廃止届」を行政に提出した。書類は受理されて、念願だった介護という地
獄からようやく解放された。
施設の閉鎖と会社の解散を決めた後も、女性の介護福祉士が売春と横領の騒動を近隣で
起こしたり、非常勤で働く介護職員の不倫問題でトラブルになったりなど、最後の最後ま
でめちゃめちゃな状態で幕を閉じている。
どうして「豊かさ」や「幸せ」を提供するはずの福祉施設で、このようなことが起こる
のか？ 私は自分の身にふりかかったトラブルや惨状の原因を深く考えるようになった。
大きな原因の一つは、限度を超える人手不足といえる。

全国的に介護人材の劣化が進んでいる
介護職の人材不足は、本当に深刻だ。
2025 年には 1947 年～49 年生まれの団塊の世代が 75 歳を迎え、人口に対する高齢化の
率が現在の 12％から 30.5％までに膨れ上がるという超高齢化社会となる。現在 240 万人が
従事する介護関係職を、350 万人まで増やさないと破綻すると言われており、国をあげて介
護職を増やすことに取り組んでいる。
しかし、この「介護 2025 年問題」は解決する気配すらない。
介護関係職の有効求人倍率は全国平均で 2 倍を超え、東京都で 4.34 倍、愛知県で 3.96
倍、大阪府で 2.77 倍と目を覆うような状態だ。これから急速な高齢化が進む大都市圏で、
特に人材不足が顕著となっている。
私が介護にかかわった時間は呪われたような悪夢だったが、私自身が介護の素人であり、
超高齢化社会という需要だけに群がった能力が低い経営者だったことを差し引いても、介
護は人手不足、低賃金、重労働、ブラック労働まみれ、人材の異常劣化、子が親を捨てる
姥捨て山化など、負の要素が複雑に絡まりすぎた異常な世界だった。
「人材の確保にはずっと苦戦しましたが、2011 年の震災以降が特にひどい。求人広告を
出しても誰も来ないのが普通、たまに応募があったとしても精神疾患を抱えていたり、読
み書きができなかったり、著しく常識がなかったり。普通の人だと思って採用しても窃盗
するなど、健康な普通の人を採用するのは非常に困難です。
3 年間、我慢に我慢を続けましたが、介護給付金の報酬が大幅引き下げられ求人費用を捻
出することも難しくなった。施設の運営は諦めることにしました」
中部地方でデイサービスを経営する鈴木氏（仮名）は、こう嘆く。
ノンフィクションライターとして介護に関する記事を書いているので、全国から情報が
集まるが、介護職員の著しい人材劣化によってトラブルの絶えない状況に追い込まれた経
営者は、なにも私だけではない。これが全国的な傾向なのだ。
人手不足のおそろしさは、
「現場がまわらない」という目先のことだけではない。今日、
明日を乗り切るために介護職の敷居を低くしたことで、質の劣化が起こる。さらに国の雇
用政策が介護に絡んだことで悪夢に拍車をかけた。
そして介護は破壊された
世界金融危機のあった 2009 年に、厚生労働省は失業者を対象とした「重点分野雇用創造
事業」を行い、失業者や果てはホームレスまで介護職に送り込むプロジェクトを大々的に
繰り広げた。
希望者の全入職だけではとどまらず、人材不足の介護が雇用政策に利用されたことで、
介護という職業は生活保護の代替となり、介護現場は完全に破壊された。
さらに、離職率の高さも問題となっている。3 年で半数以上、5 年でほぼすべての職員が
辞める。しかも介護から逃げるのは、問題を抱える人物ではなく、介護を辞めても他に転
職先があるまともな人々たちだ。
長く介護福祉を支えてきたベテランや、高齢化社会に対して意識がある人たちが、荒廃
する介護現場の現実に絶望し、嫌気がさして辞めてしまう。人材と介護の質の劣化は止ま
ることがなく負のスパイラルに陥っている。
「介護報酬の引き下げがトドメです。我慢するか辞めるか、ずっと迷っていたけど、も
う、どうにもならない」
現在、多くの介護事業所の零細経営者や、施設責任者の管理者が苦悶の表情でこう口を
揃える。
介護職の低賃金は社会問題とされているので、知っている人も多いだろう。介護保険が
施行されてから現在まで “安い・低い” と叫ばれ続ける中、2015 年 4 月に介護報酬が大
幅に引き下げられた。これは審議会で議論が繰り返され、国会にも取り上げられて、社会
全体で問題が共有された状況で出された結論である。
これまで介護職は、普通に働いても生活ができない貧困状態だったが、これからはさら

なる困窮に陥る。これまでの「生かさず殺さず」から「最低限生存できる程度まで下げよ
う」というメッセージが国から送られてしまったのだ。
介護職に対しては、まだまだ善良で優しい人材をイメージする人が大半だろう。しかし
現実はその逆だ。彼らは「経済的貧困」と「関係性の貧困」をダブルで抱える社会的弱者
だ。止まらない人材の質の低下が重なって、現在の介護現場は温かさどころか、常に根深
い不満が渦巻く。
自分が貧しい弱者なのに、他人である高齢者に笑顔で「豊かな老後」を提供できるはず
がない。現在の介護現場は、心に余裕のない貧しい者たちがいがみ合い、罵り合い、奪い
合い、弱者イジメが蔓延する絶望的な風景が日常となっている。
「S アミーユ」の事件は起こるべくして起こった
2014 年、神奈川県川崎市の有料老人ホーム「S アミーユ川崎幸町」
（株式会社積和サポー
トシステムズ）で、86 歳～96 歳の入居者 3 名が相次いでベランダから転落死した衝撃の事
件が報道され、昨日（2016 年 2 月 16 日）3 人が転落したすべての日に夜勤を担当した 23
歳の男性職員が殺害を認めた。
この男性職員は他の入居者女性から財布を盗んだとして逮捕され、懲戒解雇されていた
人物だ。施設ではこの事件の他にも、複数の介護職員の暴力や暴言、日常的な虐待が表面
化しており、川崎市から 3 ヵ月間の行政処分を受けている。
負の連鎖が吹き荒れる中で、介護報酬減が実行され、介護職たちは生涯貧困に近い貧し
い生活を余儀なくされる。介護は現場で働く「人」がすべてで
ある。限度を超えた人材の質の低下で、今、介護という社会保
障は、本当に危険な状態になっている。
将来日本の高齢者の 9 割が生活保護水準の生活となる“下流
老人”
、非正規雇用の蔓延で実家から離れられない現役世代（35
歳～44 歳）が 305 万人に膨れあがり、親子共々で経済的貧困に
陥る“老後破産”など、これからの老後と社会保障が大きな話
題だが、今、本当にヤバイのは「介護崩壊」なのだ。
要介護高齢者たちが「いつ殺されるかわからない」という危
険な最終段階に突入する前に、いい加減に「崩壊する介護現場」
の現実を見つめることが必要なのだ。（つづく）
中村淳彦（なかむら・あつひこ）
東京都生まれ。アダルト業界の実態を描いた『名前のない女たち』
『職業と
しての AV 女優』
『日本の風俗嬢』
『女子大生風俗嬢』
『ルポ中年童貞』など
著書多数。フリーライターとして執筆を続けるかたわら介護事業に進出し、
デイサービス事業所の代表を務めた経験をもとにした『崩壊する介護現場』が話題に。最新刊は 2 月 25
日『熟年売春～アラフォー女子の貧困の現実』
（ミリオン出版）
。
暴力、セックス、洗脳……介護の現場がマジでヤバい！このままだと日本は姥捨て山国家になる。いった
い介護護の現場で何が起こっているのか？ 著者が経験した困難の一部、介護人材の実態を報告しながら、
破綻寸前の介護現場の現状を紐解いていく。

高齢者虐待、九州も倍増 介護施設４１件、１４年度
西日本新聞 2016 年 02 月 17 日
厚生労働省によると、２０１４年度に介護施設で確認
された高齢者虐待は、九州７県で４１件、全国で３００
件に上り、いずれも２年でほぼ倍増した。自治体への相
談や通報を集計した数字だが、厚労省は未把握の虐待が
少なくないとみて、自治体に未然防止策や早期発見を求
めている。
１４年度の高齢者虐待件数は過去最多。被害者は認知

症の人が約８割を占め、介護の必要度が高い人が虐待を受けている実態が浮き彫りになっ
た。九州では福岡の１５件（前年度比６件増）が最も多く、減少したのは大分だけだった。
だが、数字と実態にはずれがあるようだ。九州のある県の担当者は「介護中の高齢者に
抵抗された職員が過剰に体を押さえ付ける事例など、虐待行為が必ず報告されているかど
うか分からない」と明かす。
厚労省は昨年１１月、深刻な高齢者虐待が相次いで表面化したことを受け、虐待の疑い
があった施設は速やかに通報するよう、都道府県や政令市などにあらためて通知した。介
護職員の研修も求めた。
福岡県は新年度から経験の浅い介護職員を対象に、虐待の認識を深め、介護技術を高め
る独自の研修を始める計画。自治体も対策の強化を模索している。
政府は２０年代初頭までに介護サービス利用を５０万人分増やす方針で、介護に携わる
人手不足も課題だ。厚労省高齢者支援課は「特効薬はないが、介護の働き手の確保と質を
高める取り組みの両方を求めなければならない」と話す。

【川崎老人ホーム転落死】視点

急増する高齢者施設虐待

「犯罪の芽」早期に摘む必要
産経新聞 2016 年 2 月 16 日

今井隼人容疑者逮捕を受けて「Ｓアミーユ川崎幸町」の駐車場で
記者の質問に応じる岩本隆博・積和サポートシステム株式会社代
表取締役＝１６日午後、川崎市（納冨康撮影）

心身ともに寄り添うべき入所男性を投げ落とし、殺人
容疑で逮捕された今井隼人容疑者。どんな心の闇を抱え
ていたのか、動機の解明が急がれる。ただ、事件を「特
異な個人による犯罪の側面が強い」
（厚生労働省担当者）と切り離すのは簡単だが、介護を
取り巻く環境が同様の犯罪の芽を生んではいないだろうか。
虐待の裾野は広がっている。厚労省によると、平成２６年度の施設での高齢者虐待は３
００件と２年で倍増。骨折など重大な危険があった入所者は１０人に上った。この数字も
自治体が虐待と判断した件数で、被害を訴えにくい認知症患者らを考慮すれば氷山の一角
に過ぎない。
施設での高齢者虐待増加の背景には、介護現場の厳しい現実がある。２６年度の福祉施
設介護職員の平均月収は２１万９７００円で、全産業の３２万９６００円を大きく下回る。
長時間労働を強いられることで離職率も高く、職員が育たない「負のスパイラル」に陥っ
ているのが実態だ。
だが、防げたはずの虐待もある。厚労省の調査では、虐待要因は「職員のストレス」よ
り「教育・知識・介護技術に関する問題」が上回った。介護に慣れぬ職員が認知症患者ら
に思わず手を挙げたケースも多いとみられる。
命を預かる以上、施設は限られた環境でも、研修の徹底や、経験の浅い職員１人に任せ
ず「密室」を避ける工夫など、意識や質の向上が求められる。監督する自治体も犯罪を芽
のうちに摘む指導やサポート強化が必要だ。
（伊藤弘一郎）

浅野秀弥の未来創案 【府専門職員が足りない】
大阪日日新聞 2016 年 2 月 16 日
この賃金では居着かない
先日、府職員の給与引き上げに関し、テレビに取り上げられ、私が「職員にどうやって
希望を持って働けというのか？」と追及しているシーンが流れた。たくさんの方から賛否
両論が届いた。
その中には「公務員の給料を上げても景気は回復しない」
「安く働いている人はたくさん
いる、もっと（給与を）下げろ」
「嫌なら（公務員を）辞めろ」「プラカードを作っている
暇があったら、マジメに働け」などなど…、どれももっともな意見だと思う。テレビ報道

はごく一部を切り取っているので、なかなか全体像は伝わらないが、私たちが団体交渉で
訴えていたのは、実は額だけの問題ではない。
前提として今回給与引き上げとはいうものの、実際は「昨年４月に２％引き下げたもの
を１・５５％戻すか否か？」との内容。また１５年以上、職員給与はカットで抑制されて
きたので、それに連動するように府内民間企業労働者の給料も全国平均以下に低迷、結果
として大阪の景気をさらに悪化させている。
交渉では難病患者への支援を続けている保健師、児童虐待の対応をしているケースワー
カー、小学校や支援学校の先生が次々と職場の状況を訴えた。どの方の論調も、
「職員数削
減や専門職欠員で、住民サービスや教育に大きな支障が出ている」という切実なものだっ
た。
大阪で繰り広げられてきた公務員と民間の給与引き下げ合戦の流れをどこかでストップ
させないといけない。
「嫌なら辞めろ」という意見は、その言葉の通り辞めていく職員が実は後を絶たないこ
とを知らないからだ。保健師やケースワーカー、教職員などの専門職、警察官も「人が集
まらない」深刻な現状。全国の自治体平均額を見渡し、民間均衡も保たないとこの状況は
改善できない。下げた給料を「元に戻さない」という府知事に対し、
「現場で必死に踏ん張
っている職員にどうやって希望を持たせるのか？」との私なりの追及になった。
民間企業では、給与や賞与に査定や実績による増減があるのが当たり前だ。府職員も外
部の力を借りてでも、しっかりと信賞必罰の給与体系を確立する必要があると思う。
あさの・ひでや（フリーマーケット＝ＦＭ＝社社長、関西学生発イノベーション創出協
議会＝ＫＳＩＡ＝理事長）１９５４年大阪市生まれ。わが国のＦＭ創始者で日本ＦＭ協会
理事長。関西経済同友会幹事。数々の博覧会等イベントプロデュースを手掛ける。

市営福祉施設の天井落下＝重さ１００キロ、１人けが―栃木 時事通信 2016 年 2 月 17 日
栃木県栃木市大平町西野田の市営福祉施設「栃木市大平健康福祉センターゆうゆうプラ
ザ」で１６日午後３時５０分ごろ、女性浴場の天井の一部がはがれ落ち、利用客の女性（６
６）に破片が当たる事故があった。女性は右足に軽い打撲を負った。県警栃木署が、業務
上過失傷害容疑も視野に落下の原因を調べている。同署によると、はがれ落ちた天井は木
製で、約１６平方メートル、重さは約１００キロ。当時浴場には、けがをした女性を含め
約１０人がいたという。同施設は２００２年に建設。毎年１回、施設の点検作業が行われ
ており、昨年７月の点検では、天井を含め異常はなかったという。

【産経抄】なぜ殺されたのか

川崎・老人ホーム転落死

２月１７日
産経新聞 2016 年 2 月 17 日
アメリカ西海岸のサンディエゴ市郊外で、めった刺しにされた死体が見つかった。本ば
かり読んでいる、人の恨みを買うはずのない女性が、なぜ殺されたのか。▼全員７０歳を
超えた老婦人が、探偵団を結成する（『老人たちの生活と推理』創元推理文庫、コリン・ホ
ルト・ソーヤー著）
。老人ホーム「海の上のカムデン」を舞台にした、ユーモアミステリー
のシリーズ第１弾である。彼女たちは、警察官の制止を振り切って、無謀な“捜査”を続
けた結果、意外な犯人にたどり着く。▼川崎市の介護付き有料老人ホームで平成２６年、
入所者３人が転落死した事件で、施設の元職員が、神奈川県警に逮捕された。
「意外な犯人」
とはいえない。３件は、すべて容疑者が夜勤に就いていた日に発生している。ただ、犯行
の動機がさっぱりわからない。▼事件をきっかけに、同じ施設での別の職員による虐待事
件も発覚した。被害者の家族が仕掛けたビデオは、ひどい暴力を加える職員の姿をとらえ
ていた。系列の施設でも、不可解な事故が相次いでいることがわかっている。▼介護の現
場そのものに対する、不信感を招きかねない事態である。「信じられません」。介護福祉士

の読者は、小紙に寄せた投書で、一連の事件について戸惑いと怒りをぶちまけていた。介
護に携わっているほとんどの人たちの、共通する思いであろう。小欄の身内がお世話にな
った施設のみなさんは、本当によくしてくださった。振り返って、ただただ、感謝のみで
ある。▼「海の上のカムデン」は、作者のソーヤーさんが、入居しているホームがモデル
になっている。住人たちは個性派ぞろいだが、いかにも快適そうだ。こんなホームが理想
ではなく、当たり前になってほしい。

社説：老人ホーム殺人／介護現場の課題注視を
河北新報 2016 年 02 月 17 日
介護の世話をする職員が高齢の入所者をベランダから投げ落として死なせる。容疑が事
実であれば、なんともおぞましく深刻な事件になる。
川崎市の介護付き有料老人ホームで、当時８７歳の入所者をベランダから投げ落として
殺害したとして、２３歳の元職員の男が神奈川県警に殺人容疑で逮捕された。
ほかに２人の不審な転落死があり、元職員は関与を認めているという。連続殺人の可能
性があり、動機を中心に今後の捜査が注視される。
犯行の異常さが際立つとしても、特異なケースと受け止めるだけでは済まない事件であ
ることに目を向けたい。
高齢者介護施設の入所者に対する職員らの虐待が全国的に急増する中で、今回の悲惨な
事件は起きている。
厚生労働省が今月初めにまとめた２０１４年度の虐待は過去最多の３００件で、２年間
で倍増した。密室での出来事のため潜在化する虐待はさらに増えるとみられる。
介護施設全般がどんな問題を抱え、職員の不祥事はなぜ繰り返されているのか。
国や自治体の監査や指導の在り方も含め、施設介護の実情に関心を深める方向で、事件
の背景にある課題を注意深く見ていく必要がある。
川崎市のこの老人ホームでは１４年１１～１２月に相次いだ３人の転落死だけでなく、
職員による暴行、暴言などの虐待が相次いでいた。
一連の不祥事を受け、厚労省は昨年１１月、運営する大手介護サービス会社に業務改善
勧告を出している。川崎市は施設に介護報酬請求３カ月停止の行政処分を下した。
運営や職員教育に日常的に課題を抱えており、入所者を投げ落とすという異常な事件も、
構造的な欠陥の延長上に位置づけられる。虐待の把握と対策はその点でも急務と捉えなけ
ればならない。全国まとめによると、虐待した職員は３０歳未満が最も多く、虐待された
入所者の大半は認知症の高齢者だった。
認知症対応では徘（はい）徊（かい）や妄想など特有の症状に対処する知識や技術が必
要だが、施設職員には認知症に特化した研修は義務化されていない。
負担と責任が重い仕事でありながら月収は平均２２万円程度で、全産業平均とは１０万
円以上の開きがある。慢性的な職員不足や重労働の中で若い職員が余裕を失い、ストレス
のはけ口が高齢者に向けられるケースが多いという。
虐待行為を個人的な資質の問題として片付けず、介護業界や組織、あるいは社会が抱え
る矛盾の現れとして受け止めなければ、根にある課題は解決しないだろう。
虐待を防ぐためには、一歩手前の「不適切なケア」の段階から、組織
やチームとして問題を共有することが大切とされている。早期発見と地
域ネットワークによる積極的な介入は、虐待の先にある今回の事件のよ
うな深刻な事案を防止する一歩にもなる。高齢者虐待防止法が施行され
て４月で１０年。家族や親族による虐待も依然年間１万５千件を超す高
水準が続く。介護する側への支援強化も含めて、社会全体に一段の努力
が求められている。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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