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はじめに 

 

１在宅高齢者虐待対応専門職チームの設置の取組み 
（１）取組みの経過 

２００６年４月に施行された「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。）は、市町村の責務として、通報
の受理、事実及び安全の確認、立ち入り調査、保護のための措置等が規定されている

が、市町村の体制整備の遅れや温度差が指摘されている。また、虐待対応にかかる市
町村の一部事務の委託が可能な虐待対応協力機関である地域包括支援センターにおい
ても担当職員の虐待対応に関する研修体制の不備など、虐待対応の実施体制に不安を
抱えている。 
こうした状況を踏まえ、日本弁護士連合会と日本社会福祉士会（以下「両会」とい

う。）は、市町村や地域包括支援センターの虐待対応の実効性を確保するために専門職

団体としてどのような支援が可能かを検討し、「在宅高齢者虐待対応専門職チーム」（以下「専

門職チーム」という。）を両会が連携して都道府県域に設置する取組みを２００６年度から
進めてきた（資料１参照）。 

専門職チームは、虐待対応にあたる現場の行政職員や地域包括支援センター担当者

等に対して、緊急性の判断や事実確認、支援方針の策定や実施に関する専門的アドバ

イスを行うことを基本的機能としている。具体的活動は、都道府県や市町村と契約し、

専門相談の実施や地域ケア会議、事例検討会へのアドバイザーの派遣など行っている。

チームは、地域で権利擁護活動を進めている弁護士、社会福祉士で構成されている。 
（２）高齢者権利擁護等推進事業との関係 

一方、国は２００７年度から都道府県を実施主体とする「高齢者権利擁護等推進事

業」の予算化をおこなった。この事業は、権利擁護に関係する関係団体との密接な連

携の下、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職による専門相談員を配置した権利
擁護相談窓口を設置し、虐待防止ネットワークの構築、虐待対応等困難事例への対応

における支援などの市町村及び地域包括支援センターへの助言及び支援をその内容と
している。 

両会は、国及び都道府県に対し、この権利擁護相談窓口や虐待防止ネットワークを
実効あるものにするために専門職チームを活用するよう呼びかけてきた（資料２参照）。 

（３）専門職チームの現状 

専門職チームの活動は都道府県の高齢者権利擁護等推進事業の展開と結びつくこと

によって拡大してきた。両会は、２００８年８月に専門職チームの現在の取組み状況
を把握するともに、その効果や課題について検証するために両会の都道府県支部・弁
護士会に対し取組み調査を行った。 

調査結果の概要は以下のとおりである（資料３参照）。 
○専門職チームは、２３府県で設置されている。 

○都道府県から高齢者権利擁護等推進事業を中心とする事業を受託しているところは、
２００８年度が１３府県（２００７年度は７府県）であった。 

○市町村との契約により専門相談員の派遣等を行っているところは、２００８年度が

４府県（２００７年度は３府県）、契約市町村数は３６（２００７年度は、１５市町
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村）であった。 

○専門職チームの専門相談や個別ケース会議への専門相談員の派遣の効果として、①
緊急性の判断やアセスメントや支援方針の策定にあたっての法的観点、福祉的観点

から検討課題を明確化する効果、②担当者の迷いや躊躇に対して、後押しし、積極
的な対応を促す効果、③地域の虐待対応に関するネットワークを強化する効果、④
虐待対応の専門的人材の育成につながる効果を指摘できる。 

 
２専門職チーム経験交流会の開催 

（１）経験交流会の概要 
 両会は、高齢者虐待対応専門職チームの３年の活動実績を踏まえ、「高齢者虐待対応
専門職チーム経験交流会」を２００９年７月１１日に弁護士会館で開催した。会議は、
活動の一層の推進を図るために専門職チームの活動経験を交流し活動内容を検証する
こと、未設置地域においてはチームの活動イメージをつかみ、チーム設置の手がかり

とすること、専門職チームの役割、効果を対外的に発信することを目的に開催された

ものである。 

会議には、４７都道府県から弁護士、社会福祉士合わせて２００余名が参加した。 
来賓として厚生労働省老健局高齢者支援課課長補佐の土岐敦史氏が挨拶し、市町村

の体制整備に格差がある中で都道府県の市町村に対する支援を求める声が強いことに

触れ、あわせて専門職チームへの期待を述べた。 

基調報告では、これまでの両会の取組みを総括し専門職チームに求められる点を整

理し、①チームとして助言にあたること、②助言者（アドバイザー）であること、③

個別ケース会議を通じた助言であること、④市町村との契約に基づく助言を目指すこ
とを専門職チームのスタンダードモデルとして提示した。 

シンポジウムでは、専門職チーム３名とユーザー側から市町村担当者及び地域包括

支援センター現任者の各１名で行われ、スタンダードモデルと各地の具体的活動状況

を絡めながら、専門職チームの役割、効果について活発な意見交換を行なった。その
詳細は本報告書の各報告を参照されたい。 

（２）経験交流会の意義と今後の展望 
地域で権利擁護を推進するためには、行政を責任主体にして、さまざまな機関、専

門職のネットワークが不可欠であるが、弁護士会と社会福祉士会は、成年後見制度の
取組み等を通じて地域で顔の見える連携を作り上げてきた。虐待対応専門職チームは、
この連携を権利擁護・虐待対応に広げるものであり、それが地域の行政や地域包括支

援センター等から次第に注目されてきている。 

今回の経験交流会に、４７都道府県から弁護士、社会福祉士が結集し、先進的取組
みに学ぶ中で、地域の実状と専門職チームの活動について意見交換し、スタンダード
な活動モデルを確認した意義は大きいものがある。両会のこの取組みを地域に根付か

せるためには、アドバイザーの力量を高めていくなど内部体制の充実も欠かせない。
この点でも、社会福祉士会は高齢者虐待対応アドバイザー養成研修を昨年度からスタ

ートさせ、弁護士会も今年度からスタートさせる予定である。こうした内部努力を積
み上げながら、一方で行政への働きかけを強化し、この取組みを地域に広げていくこ
とが求められているといえる。 

2/47



 

基調報告 

専門職チームの活動状況報告－専門職チームの目的と立ち位置－  

 

                  日本弁護士連合会  高齢者・障害者の権利に関する委員会 

日本社会福祉士会  権利擁護事業委員会  

１ 専門職チームとは何か 

  高齢者虐待防止法が施行され、市町村は地域包括支援センターとともに、

在宅高齢者の虐待事案について、事実確認の措置、緊急性の判断、立入調

査、保護のための措置をとるなどの法的義務を負うことになった。それに

伴い、市町村・地域包括支援センターは、具体的対応の各段階において適

切な対応が求められるに至った。 

  しかし、現状において、市町村・地域包括支援センターのみでは、必ず

しも適切な対応ができる状況ではない。 

  そこで、専門職チームは、市町村・地域包括支援センターが適切な対応

をするための仕組みを確立するとともに、市町村・地域包括支援センター

の担当者が具体的な対応を適切に実施するため、高齢者虐待に精通した弁

護士と社会福祉士からなるチームが、それぞれの視点から担当者に助言を

行い、高齢者虐待への対応力を高めることを目指して創られた。  

２ 専門職チームに求められるもの 

（１） チームとして助言にあたること 

   ２つの異なる専門職の視点と発想で客観的に助言をすることにより

（弁護士：虐待対応における法的な枠組に関する助言、社会福祉士；虐待

対応の実践方法に関する助言）、実効性のある役割を果たすことができる。 

   事例を法的・ケースワーク的に分析検討し、その結果に基づき、対応

策を分析検討するためには、弁護士または社会福祉士が、それぞれ個別に

助言するのではなく、チームとして有機的に関わり、助言することに意味

がある。 

   人間関係性に惑わされず客観的に助言をするためには、当該市町村・

地域包括支援センターに所属する社会福祉士は、チームのメンバーには不

適切。  

 (２)  助言者（アドバイザー）であること 

   チームによる助言により、責任主体である市町村・地域包括支援セン

ターが虐待対応に関する力をつけることを目指す。従って、助言者（アド
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バイザー）としての立ち位置を堅持する。 

   立入調査の同行や養護者への説得など、市町村・地域包括支援センタ

ーに対する直接の支援の提供は、専門職チームの本来業務ではない。 

   成年後見の受任など、支援計画のなかで弁護士・社会福祉士の個別支

援が必要な場合には、弁護士会または社会福祉士会と連携し、成年後見人

候補者などを迅速に推薦してもらう。 

 (３) 個別のケース会議を通じた助言であること 

   個別の事例を通して、市町村・地域包括支援センターの高齢者虐待に

対する仕組みを確立し、同時に事例について適切かつ具体的な対応策を検

討することを目指す。従って、チームの助言は、個別のケース会議を通じ

た助言を中心とする。 

   電話やメールでの相談は補助的なものと位置づける。 

   高齢者虐待の啓発事業やネットワーク会議などへの参加は、虐待対応

に関する仕組み作りの環境整備にはなっても、具体的な仕組みの実践的な

検証や発展には繋がりにくい。 

 (４) 市町村との契約に基づく助言を目指すこと 

   多くの都道府県では、都道府県の権利擁護等推進事業の予算を活用し、

同事業の受託に基づき、市町村や地域包括支援センターに専門職チームを

派遣している。都道府県による市町村支援というスキームは、専門職チー

ムの活動基盤を拡充したという点で評価に値する。  

しかし、都道府県の権利擁護等推進事業に基づく専門職チームの派遣

は、パイロット事業として位置づけられており恒久的な事業ではない。

高齢者虐待への対応を、実効性があり恒久的なものとするためには、高

齢者虐待の責任主体である市町村との契約を進める必要がある。 

３ 専門職チームの活動状況 

  各地域における専門職チームの仕組みや活動方法などは区々である。  

各地域における専門職チームの活動状況については、別添の日本社会福

祉士会２００８年１０月２４日付「在宅高齢者虐待対応専門職チームに関

する活動状況調査結果」、同２００９年６月１７日付「支部における専門

職チームの活動状況の追加報告（２００８年８月以降分）を参照されたい。 

                            

     以上 
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基調報告に関するコメント 
  横浜弁護士会 

   弁護士 延 命 政 之 

１ 主役と脇役 

専門職チームの存在意義を理解するためには、高齢者虐待防止法における関係機関の役割に
ついて検討をする必要がある。同法において、虐待に関する通報を受けた市町村は、地域包括

支援センターとともに、事実確認や緊急性の判断をし、それらに基づいて立入調査や様々な措

置を講じなければならない。同法において、いわば「主役」を演じるのは市町村・地域包括支

援センターである。 

ところが、そのような法の理念どおりに市町村や地域包括支援センターが判断や措置を講じ

ているかというと、些か心もとない。判断の前提となる情報が不足していたり、情報に基づく
判断を誤ったり、調査や措置のタイミングを間違えたりすることが少なくない。その原因は、

市町村や地域包括支援センターの担当職員のスキル不足や、上司の判断に従わざるを得ない組

織や人間関係性の問題などが考えられる。これらの問題を回避し、適切な判断のもとに適切な

調査や措置が講じられるためには、「主役」である市町村や地域包括支援センターを、側面か

ら的確に助言をしてサポートする「脇役」の存在が不可欠である。このような専門的な知識や

ノウハウに裏打ちされた「脇役」が、専門職チームである。 
２ 専門職チームのスタンダードモデル 

  専門職チームのこのような立ち位置から、専門職チームのスタンダードモデルが導き出され

る。そこで、本経験交流会において、日本社会福祉士会と日本弁護士連合会が提唱する、専門

職チームのスタンダードモデルを示す。 

  ①チームとして助言にあたること ② 助言者（アドバイザー）であること③ 個別のケース会

議を通じた助言であること ④ 市町村との契約に基づく助言を目指すこと（詳細は、別添の「基

調報告」参照） 

   これらの各要素を充足する専門職チームが、現段階におけるスタンダードモデルであり、各

地の社会福祉士会・弁護士会において目指すべき在り方である。 

３ 「チームとして助言にあたること」の意味すること 

 とりわけ、「①チームとして助言にあたること」の重要性について再確認をしておきたい。 

 確かに、各地の市町村や地域包括支援センターには社会福祉士が配属され、虐待など高齢者
に関する権利擁護の問題を担当している。そこで、そのような市町村でケース会議を開催する

場合に、ケースを担当している社会福祉士がいることを理由に、弁護士だけを参加させればよ

いと考える向きもある。 
 しかし、市町村・地域包括支援センターの担当社会福祉士は、当該事案のいわば当事者であ

り、事案を客観的かつ冷静に分析できない。また、上司の意見に左右され方向性を誤ることも

ある。そのため、事案を客観的に俯瞰(ふかん)し、事実関係や対応策などを冷静に判断するこ
とができる、市町村の担当者とは別の社会福祉士が不可欠である。 

 また、チームとして活動する必要はなく、社会福祉士または弁護士が別々にケース会議に参

加すれば良いのではないかという議論もある。 

 しかし、社会福祉士と弁護士がケース会議に個別に対応する場合と、一緒に対応する場合と

では、事実の分析や対応の判断の的確性において質的な差異がある。社会福祉士と弁護士の専

門性の違いから、分析や判断に際してそれぞれの視点は異なる。同じ事実を分析する場合でも、

社会福祉士と弁護士の異なった視点から検討することによって、より的確な判断に到達するこ

とが可能になる。異なった専門性や視点から分析をすることにより、事態をより複眼的・重層

的に分析し判断することが可能になるからだ。このようなスーパーバイザーとしての役割を担
うためには、チームとしてケース会議に参加することが必要である。 

                                       以 上 
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シンポジウム報告 

コーディネーター 

 弁護士 青木 佳史（大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所） 

       社会福祉士 池田 恵利子（東京社会福祉士会・いけだ後見支援ネット） 

 

【テーマ】虐待対応専門職チームの役割およびその効果の検証 

【主 旨】 

・高齢者虐待対応専門職チームは現在約半数の都道府県に設置されているが、地域の

実状に応じて活動スタイルに若干の差が見られる。チームの活動のさまざまなパタ

ーンを紹介するとともに、チームのスタンダードモデルを検討する。 

・専門職チームのユーザーである市町村及び地域包括支援センターも交えて、専門職

チームの役割と効果、課題について検証する。 

【コーディネーター】 

弁 護 士：青木 佳史氏（大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所） 

   社会福祉士：池田惠利子氏（東京社会福祉士会・いけだ後見支援ネット） 

【シンポジスト】 

＜専門職チーム＞ 

・静岡県高齢者虐待対応専門職チーム 

古井 慶治氏（静岡県社会福祉士会・ふるい後見事務所） 

・大阪府高齢者虐待対応専門職チーム： 

田村 満子氏（大阪社会福祉士会・たむらソーシャルネット） 

  ・岡山県高齢者虐待対応専門職チーム 

竹内 俊一氏（岡山弁護士会・竹内法律事務所）  

 ＜ユーザー＞ 

・地域包括支援センター 

竹内 郁子氏（出雲市社会福祉協議会平田高齢者あんしん支援センター） 

・行政 

   前田 正光氏（福岡県みやこ町介護福祉課） 
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シンポジウムは、「チームの役割と効果の検証」というテーマで行われた。 

ここでは、日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会の延命弁護士が基調

報告で行なったスタンダードモデルに基づき、静岡、岡山、大阪、島根、福岡の各地から

取り組みが発表され質問を交えてその検証を行った。 

まず、チームとしての存在意義である。これまで繰り返されてきた、社会福祉士は施設

にも自治体にもいるのに「何で社会福祉士が必要なの？」との質問に対しては、しがらみ

のない専門職がそれぞれの視点で分析・検討してチームとして有機的に関わることの意義

が語られた。このシンポジウムの中では、たとえば判断に必要な情報の不足や不備につい

て、地域包括支援センター等が自覚していくために多くの質問を重ねていくことなど具体

的なその助言内容が語られた。 

 また、このチームの目的が、現場の地域包括支援センター等が力をつけて自立していく

ためのアドバイスであり、本来のアドバイサーとしての立ち位置とすることがあらためて

確認された。一部地域では直接支援を行い同行や説得などにあたっていることが語られて

いたが、過渡的に陥りがちなことでは有るが、本来のアドバイサーとしての立場で目的達

成していくためには、自らの立ち位置についてより自覚的で有るべきではないかと考えさ

せられた。 

虐待対応については、まだまだ個別のケース会議を仕組みとして取り入れてない自治体

もあり仕組みづくりの後押しも必要であるが、個別事例についての具体的対応策を関係者

と検討し助言していくことがより重要である。 

しかし、そのためにはそれぞれの専門職が対応プロセスのそれぞれの具体的な現場の場

面設定に基づき(例えば立入調査等)、そこにおけるスキルと知識を蓄積し対応力を自ら向上

することが必要である。 

また、最後にはチームとしての活動を現在の都道府県単位の権利擁護推進事業予算から

市町村との契約に基づくものにしていくことについて、それぞれの地の試みから工夫や苦

労が語られた。 

交流会は盛会で終わったが、この会を通してあらためて専門職チームとしての今後の課

題が示された。 

それぞれの専門職団体は、具体的内容をアドバイザーとして行えて実働できる登録者を

養成し確保しなくてはならない。また、チームとして活用していただける自治体等行政へ

の働きかけを行うことも必要である。 

 虐待をされている者等権利救済・権利擁護が必要な者は、自ら声をあげてその必要性な

どを主張したりすることが出来にくく、故に、その対応はおざなりになりやすい。それら

の現場に近く状況を生活レベルでとらえうる社会福祉士と、法律と人との接点にいる弁護

士とが、虐待対応の仕組み作りと個別事例への対応を速やかにすすめるために、今後もよ

り一層の連携と協働が出来ることを心から願っている。 
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平成２１年７月１１日交流会レポート

平成２１年７月３０日

岡山弁護士会 竹内俊一

１ 岡山は、高齢者虐待対応専門職チーム結成の議論も、すでに活発に活動し

ていた岡山高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会において、わき起こ

ったので、弁護士・社会福祉士のみならず、司法書士・税理士・行政書士も加

える形で平成１９年から２１年にかけて、県内全１５市プラス５町において結

成されました。

その結果、この交流会でスタンダードとされる弁護士・社会福祉士２名チ

ーム形態は岡山県では浅口市のみで、弁護士・司法書士・社会福祉士３名チー

ム形態が岡山でのスタンダードとなっています。

２ 専門職チームのアドバイザーの中心的業務は、権利擁護実現にむけた「チ

ーム会議での助言」であることは、岡山でも同様ですが、岡山では、福祉部門

、 。向けの顧問業務という立ち位置から 電話・メールの相談も補助的に応じます

更に、岡山がここまで各行政とのアドバイザー契約締結がすすんだ最大の

セールスポイントは、業務のうちに「現場への同行訪問」を取り入れたことに

尽きます 「現場での助言者」こそ、行政・包括への心強い専門職支援者とい。

うように受け取っていただいたようです。

また、専門職も、現場で鍛えられることによって、スキルアップしました

し 「助言」に説得力が増していきました。、

したがって、スタンダードモデルにおいては 「助言のみで、現場同行は、

含めない」としても、岡山モデルも選択的に提案して、利用者である行政に、

選んでもらうのが良いと思います。

３ また、毎月１回の定例会方式を採ることにより、日程調整の労力を省力化

し、継続的な報告を受けやすくし、虐待解消まで関与していきます。

そして、毎月の基本委託料の他、現場への同行訪問・緊急個別会議は加算

対象としています。

４ この問題について、大都市のメンバーでスタンダードモデルを作るのは良

いとしても、各地方の状況に照らして、限られたマンパワーと予算の中で、そ

れぞれの地域に即したチームを作っていくしかないと思いますが、いかがでし

ょうか？
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１． 基本方針 

権利擁護の視点から、虐待対応や成年後見制度の利用支援等を法律と福祉の両面から支援し、

地域包括支援センターの機能向上と対応姿勢強化を目指す 

 

２． チーム構成 

島根県内を以下の５ブロックに分け、それぞれのブロックに弁護士１名と社会福祉士若干名を配

置する。 

ブロック 活動対象市町村 弁護士 社会福祉士 

松江ブロック 

松江地区 松江市 

３名 ４名 安来地区 安来市、東出雲町 

雲南地区 雲南市、奥出雲町、飯南町 

出雲ブロック 出雲市、斐川町 ２名 ３名 

浜田ブロック 
浜田市、大田市、江津市、美郷町、 

川本町、邑南町 
２名 ５名 

益田ブロック 益田市、津和野町、吉賀町 ２名 ３名 

隠岐ブロック 隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 １名 ３名 

●事務局                      ●チームリーダー 

島根県社会福祉士会 会  長 松本憲二郎      弁 護 士 会  錦織正二 

          事務局長 宇佐美裕恵      社会福祉士会  西尾和子 

          事務局員 宇田川収子 

３． 実施事業 

① 助言、相談活動 

 専門的判断を必要とする虐待事例に対して、相談を受け助言する。 

 

② 定期的な事例検討会、情報交換会の開催 

 各ブロック内の地域包括支援センター職員、虐待担当の行政職員その他関連団体の担当者等

を集め事例検討会を月に 1回程度開催し、互いに情報を交換しながら研鑽を深め連携を強化

する。 

 

③ 高齢者虐待に関する研修会の開催 

・ 開催日時 平成２０年１０月１７日（金） １３:００～１６:３０ 

・ 研 修 名 「施設利用者・在宅高齢者の虐待を考える」研修会 

・ 主  催 島根県、島根県高齢者虐待対応専門職チーム  

・ 共  催 島根県社会福祉士会       

・ 内  容 

（1） 島根県の虐待事例から 

島根県高齢者虐待対応専門職チーム 弁護士 錦織正二 

島根県高齢者虐待対応専門職チーム 社会福祉士 

島根県高齢者虐待対応専門職チーム2008年度活動概要
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森脇幹夫、上田崇平 

（2） 介護施設における虐待事例の検証と防止策 

日本高齢者虐待防止センター理事・事務局長 

淑徳短期大学講師 梶川義人氏 

・ 参加者  地域包括支援センター、市町村、医療・福祉・介護サービス提供事業者、 

民生委員等１３７名 

 

④ 高齢者虐待に関する各種研修会への講師派遣 

  計１２回の研修会に、弁護士延べ８名、社会福祉士延べ５名を派遣 

⑤ 事例集の作成 

 平成 2１年 3 月発行 

 県内各ブロックより集まった事例の中から、１０事例を編集掲載。 

 発行部数 １５００部 
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高齢者虐待対応チームへの取り組み及び考え方 

                     福岡県みやこ町介護福祉課 前田 正光 

 

高齢者虐待の対応責任は高齢者虐待防止法の施行により自治体にあることが明確に表示

されました。しかし、小さな自治体は虐待対応出来る人材の育成が出来ていませんし、担

当者は人事異動で時々異動し、その都度、虐待対応を一から学ぶことになります。数年担

当している虐待対応の現任者でさえ大きなストレスを感じることから、新規に虐待対応の

担当者になった場合は相当なストレスが予想されます。 

個々の事案の内容、過去の対応事例などから解決の糸口を見つけ出せない時には、虐待

対応チームの存在自体が非常に強い後ろ盾になり得ます。あれもダメ、これもダメ、八方

ふさがりの時に自治体担当者の立場を理解した虐待対応チームの専門家としての違った視

点からのアドバイスは非常に有用です。しかし、残念ながら虐待対応チームは虐待解消の

特効薬ではありません。虐待対応チームと契約さえすれば虐待が全て解消するわけでもあ

りませんし、虐待が無くなるわけでもありません。自治体が虐待対応にしっかりとした責

任を持ち、対応できる職員を育成し、虐待対応チームのアドバイスを参考にして現場でど

のように対応していくかなど、職員レベルでなく自治体そのものが対応力をつけていくこ

とが虐待対応の基本になるのではないでしょうか。 

一方予算面からは、町の介護保険特別会計予算内に介護保険の取り組みとして地域支援

事業がありますので、これを活用すべきだと考えます。この事業は、介護予防事業、包括

的支援事業・任意事業から構成され、その費用額の上限は自治体が策定した介護保険事業

計画の給付見込み額から算定されます。 

虐待対応の場合、経費の多くは包括的支援事業に含まれると考えられますから、この予

算を活用すると、自治体の負担は約２割で残りの８割は国、県、1号被保険者の保険料から

賄われます。１号被保険者の保険料が充当されますが、自治体の負担が２割の補助事業は

多くないと思います。 

多くの自治体は日本の経済が低迷する中で緊縮型の予算を組まざるを得ません。経費は

１円の無駄遣いも許されないのが現実です。しかし、数十万円の予算（福岡県の場合）で

虐待対応の手掛かりが出来るのであれば高い買い物（無駄になる経費）とは言えないと考

えます。 
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