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要旨
高齢者福祉施設における「虐待等の問題」は多様化し、潜在化の危惧がある。施設内でこ
のような問題が生じれば、報告、通告は当然の義務である。しかし、組織にとっては不祥事
な出来事でもある。本論では施設において援助職の通告・通報行為が引き金となり、組織内
葛藤によって争議となった２つの判例を題材として「法制度の側面」
「組織内葛藤」
「通告・
通報行為の意義」
「個人と組織の関係」の視点から、組織内葛藤への組織的対応について考
察をした。
判例にある様々な問題の整理から、組織内葛藤は潜在的な葛藤があると解決が困難になる
が、組織の在り方としては組織内葛藤を生じないようにする具体的な工夫と努力が必要であ
ることが示唆された。専門職はいかなる状況にあっても「主体的に歩み寄る姿勢を示す」「関
係性のネットワークを創る」
、組織には「縦型組織からの脱却」
「組織内コミュニケーション
の多様性を尊重」
「倫理意識の向上の視点」の検討が求められる。
キーワード

虐待等の問題、 通告・通報行為、 組織内葛藤

目次
Ⅰ．研究背景
Ⅱ．問題の所在
Ⅰ．虐待等の問題への相談・通報の体制
２．虐待等の問題に対する組織の対応
Ⅲ．判例の概観と組織特性の整理
Ⅰ．判例の概要
（１）判例１

― 57 ―

（２）判例２
２．判例にみる、問題が深刻化する組織構造と特性
Ⅳ．法的制度としての公益通報・内部告発・内部通報
１．公益通報・内部告発・内部通報の範囲
２．判例における通告・通報のプロセス
Ⅴ．判例１、判例２の組織特性と組織内葛藤
１．葛藤を生じやすい組織特性と組織風土
２．組織構造と組織内葛藤
Ⅵ．組織内外の通告・通報を妨げる要因
１．組織・集団のパワー行使
２．組織内葛藤に対する鈍感さ
３．通告・通報行為へのレッテル貼り
Ⅶ．個人と組織の葛藤
１．通告・通報者の孤立
２．組織慣行・慣習への問い
３．何を護るのかという問い
Ⅷ．総括
注
文献
Ⅰ．研究背景
昨今、高齢者福祉施設における虐待および不適切ケア（以下、虐待等の問題）は施設の規
模やケア体制にかかわらず、いつでもおこりやすくなっている。筆者は特に認知症高齢者の
場合は自ら、訴えることが困難であり、虐待等の問題は発見しにくくなり、介護事故として
報告されれば、問題の隠ぺいや潜在化になっていくことを危惧している。施設ケアはチーム
ケア体制であり、援助職が単独で行うことは少なく、なんらかの形で複数のスタッフが関与
し、適切なチームやリーダーシップが機能していれば、虐待行為や不適切なケアは起きにく
いしくみにはなっていた。しかし、介護保険制度以降、個別ケアの重視により、年々、ユニ
ットケアや個室対応をとる施設や地域密着型サービス創設により、小規模の施設で個室体制
の施設が増えてきている。人員の問題もあり、経験の少ない職員も単独でケアを行う実態が
増えてきている。特に最近、その人らしさのケアが提供できるといわれていた「ユニットケ
1）2）3）

アにおける問題」が報告されており

、職員のストレス、介護事故、トラブルの増加等

が指摘されている。最近、公表された東京都の虐待報告4）でも小規模多機能介護施設、認知
症共同生活介護施設における虐待の公表がなされている。虐待等の問題の発生には職員のス
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トレス、資質、不適切な管理実態など、多くの要因や雇用環境が関与している。本論では虐
待および虐待発見、不適切ケアを内部通告・通報をした結果、組織内葛藤を引き起こし、そ
の結果、争議となっていった２つの介護施設の判例5）を題材として、組織の対応と組織特性
等を検討する。虐待等の問題はあってはならない出来事であり、施設であるなしに関係なく、
発見したら通報義務が課せられている。しかし、現実的にはこの報告などを組織自体が煙た
がり、通告・通報した方が理不尽な状態におかれてしまうことがしばしばおこる。
上記のことに対して、筆者は専門職が倫理的判断で行った行為を組織・集団が虚偽や通報
者の勘違いとして対応したことが、何故起きたのかという単純な疑問を持つに至った。たし
かに、虐待発生は施設にとってはダメージな出来事である。しかし、不祥事という事態に、
その組織がどのような組織的対応をするのかによって、施設のリスクへの対応能力、マネジ
メントの実態等が顕在化してくる。
そこで、本論では虐待等の問題がひきがねとなって組織内葛藤が起き、個人と組織間の対
立をめぐって、労働争議へと変遷した２つ判例の関連資料の整理から問題の検討を試みる。
２つの判例は高齢者虐待防止法施行直前に発生した事案である。判例を検討する意義は施設
の組織構造や組織文化と組織の意思決定が問題の解決に影響していることが把握できる可能
性が高いと考えたからである。判例１は職員が通告・通報したが虚偽報告と名誉棄損で施設
から提訴された事案、判例２は介護事故への改善対応および不適切ケアへの取り組みのなか
で生じた援助者間の葛藤、管理者間のケア方針の見解と方針の対立から組織内葛藤が激化し
た事案である。特に援助職のおこなった通告・通報行為に対して、組織の対応と組織判断を
整理していくことは虐待予防の点からも重要である。高齢者福祉施設は閉鎖的環境からも葛
藤が生じやすいが本論では「組織・集団の構造特性」
「援助職の通告・通報行為の意義」「個
人と組織の葛藤」の視点から、虐待等の問題への組織対応と援助職の通告・通報行為につい
て考察する。
Ⅱ．問題の所在
１．虐待等の問題への相談・通報の体制
6）
に則り、以下、高齢者福祉施設等を養介護
本論では高齢者虐待防止法（以下、高虐法）

施設等と表記する。施設にて雇用されている人を養介護施設従事者等（以降、施設従事者
等）と表記する7）。また、高齢者虐待においては様々な私的な調査も含めて、数多くあるが、
中でも在宅における高齢者虐待に関する調査は多い。以下、主な調査を概観する。厚生労働
省の委託調査（2006）8）で在宅サービス事業所の報告では、過去１年間（平成17年から平成
18年）に虐待と考えられる行為を受けた高齢者の人数は7,781人に達しており、
（財）医療経
済研究・社会保険福祉協会：2006）
、かなりの割合で高齢者虐待が発生していることが推測
される。2006年、
「高虐法」施行以降は市町村で受け付けた虐待や対応の状況が発表されて
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いる。それによると在宅の養介護者による虐待通報は２万件近くあり、実際に虐待と判断さ
れたのは７割である。一方、厚生労働省の調査では9） 施設従事者等における虐待発生の相
談・通報は平成18年では総数は273件である。具体的な内訳は相談・通報者は親族が24.5％、
当該施設職員23.1％、当該元施設職員10.6％、本人による届出が40％10）であった（厚生労働
省：2006）。
これらの報告では相談・通報においてその他や不明も多く、内容が確認できないものも多
く存在している。訳のわからない内容や確定できないものが多いという状況である。高虐法
施行後の平成19年では総件数379件であるが虐待と判断されたのは62件である。東京都の調
査報告11）では平成18年から平成20年で年間通報は15件から20件であるが３年間で公表され
たのは、12件であった（表１参照）
。他県においても年間15件から20件程度の相談・通報が
あった。そのうち、虐待と判断され、公表されたのは年間で０件から６件12）である。確実
に虐待と認定されたときには高虐法25条により、毎年度、虐待として認定した場合にとった
措置が厚生労働省令で定める事項により公表されるしくみとなっている。
表１

公表された虐待内容一覧（要介護施設従事者等）

出 典： 東 京 都 福 祉 保 健 局（2009） 高 齢 者 虐 待 防 止 と 権 利 擁 護（http：//www.
fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/gyakutai/2010.9.1）
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表１は東京都保健福祉局で公表されている内容を筆者が整理したものである。特に内容を変
更せず、３年分を一括整理したものである。
（詳しくは東京都福祉保健局ホームページ参照）
。
高虐法に規定された公表のしくみは基本的には施設等に対する制裁ではなく、むしろ、防
止に向けた取り組みを着実に反映することに重きをおいている。介護保険では関係法令等に
基づき、事実確認及び指導、監査や行政処分が行使され、指定の取り消しが行われた場合に
は、その旨が公示されていくしくみになっている。取り消しは極めて少ない実態である。こ
れらは基本的には養介護施設および養介護事業等（以下、養介護施設等）の運営継続を前提
にしているからである。養介護施設等は重要な社会資源であり、簡単に排除することは資源
喪失の点からも影響が大きいことから、問題があってもまず、その施設の問題を改善し、事
業を継続するようにしていくことが最優先されていくという考え方は行政の視点からは確か
に当然なのかもしれない。また、虐待に関する調査報告では行政機関に相談・通報した件数
の約10％（１割）が虐待と認定されているが、不適切なケア等の場合では別途、対応してい
く流れがある。ここのルートの見極めはどのようにおこなわれていくのかあいまいな点は多
い。実態として、先駆的な調査をした高齢者処遇研究会（1999）13）でも約３割の施設で虐待
があるという結果が示され、北海道における虐待調査（2004）では14）施設にいる勤務する
人の３割が「施設内に虐待がある」と回答している。宮城県介護保険施設の身体拘束の調査
（宮城県2007）では33.8％の回答15）である。他県の報告でも同じく、約３割は虐待が行われ
ている報告がある。この統計上の差異は何から来るのか。
虐待に関する法制度の経緯をみると高齢虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関
する法律は2005年に公布され、2006年から施行された。また、2005年の介護保険法の改正に
よって全国的に設立された地域包括支援センターが権利擁護事業として、虐待等の問題の対
応が確かに期待された。しかし、この法律では地域包括支援センターを高齢者虐待防止法が
対象とする養介護施設等の１つと位置づけられていると同時に市町村との関係では業務委託
契約をしていく協力関係機関の１つにもなっている実態がある。機関として事務委託先、協
力者でもあり、かつ、施設内虐待の容疑者として通報、届出される対象になっているのであ
る。この法律第16条では「市町村に地域包括支援センターを含む関係機関及び民間団体との
連携協力体制の整備」を義務づけ、第９条では市町村は高齢者虐待対応協力者と「協議を行
うものとする」と定めている。虐待対応における市町村の果たすべき役割は非常に大きい。
しかし、これら、行政の虐待対応の実態は権限行使の差異、個人情報、虐待対応システムの
不整備の差異、対応経験の不足による力量不足が指摘されている。2007年から、国は都道府
県を実施主体として「高齢者権利擁護等推進事業」を予算化して、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、市町村への支援、助言が推進され
つつある。しかし、判例にもあるが行政対応には課題も多く、窓口対応もスムーズな対応に
なっていない点は否めない。
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以上のことから、内容の軽重に関わらず、施設従事者等の虐待等の問題は看過できない実
態であるといえる。これらの現状に対して、果たして、施設内の運営管理対応、行政の対応
はどうあるべきかが問われるのである。在宅における虐待と比較して、施設従事者等の虐待
発生時対応の手順はあまり、周知されていない。また、行政の窓口対応も地域によっては十
分とはいえない実態もあり、相談・通報の窓口の機能は地域の状況によっては虐待等の問題
。行政の監査指導の内容は文書による
への対応に差異16）がある（日本社会福祉士会：2008）
確認が中心で、かつ、事前通知制であり、施設の実態把握にほど遠く、限界がある。高齢者
にとっても家族にとっても養介護施設等は重要な社会資源であるが、重要視されるがゆえに
その対応が遅々として進まない側面はないだろうか。虐待等の問題に対する行政の対応の
遅々とした対応は判例においても指摘されている。
２．虐待等の問題に対する組織の対応（具体的な判例等の例）
昨今の虐待事件の報道内容には驚いてしまうが、援助者自身に虐待という認識がなく、仲
間同士の「ノリ」で笑いながら、行っている点が問題である。例えば、
「ベッドから転倒し
ておかしなかっこうになった利用者の姿を複数の介護者が携帯カメラで勝利ポーズをとっ
た」など、程度の差こそあれ、軽微な行為も含めて、虐待行為の問題は多様化しており、ど
のようなケア体制でも起こりうる行為と認識せざるを得ない状況である。多くの専門職は倫
理や援助スキルの基本を学んできている人たちであるが、いざ、組織や集団の一員として働
くと状況の圧力に屈する弱さがあると指摘されている（空閑 2001：48-50）
。そして、空閑
は援助者の弱さを乗り越えるためには自らの弱さを覚知、弱さと向き合うことを提言し、組
織は組織のためにあるのではなく、専門職が職業的責任を果たしていくためにあると10年前
に提言しているが勇気のある提言といえる。本論で判例となった養介護施設に関する虐待等
の問題において、組織の在り様とその影響は大きく、特に虐待等の問題は組織にとっては不
祥事そのものである。そのため、組織・集団の状況によってはその不祥事に対して、集団圧
力が作動し、善悪を超えて、大きなエネルギーを持つのである。問題をおこしやすい組織と
して「縦型組織」が指摘されている17）。また、潜在的葛藤がある組織はさらに問題解決は困
難になるという指摘もある。本論では虐待等の問題に対する組織の対応について、判例を整
理し、考察をする。判例の事案18）は高虐法施行前に発生したことであるが、根本的な問題・
課題を含むので判例を援用していくことにした。これらの判例を整理していくことで組織構
造、組織特性を把握し、高齢者福祉施設（養介護施設等）における虐待等の問題と通告・通
報行為における諸問題について考察する。
Ⅲ．判例の概観と組織特性の整理
ここでは、高齢者福祉施設（養介護施設等）における虐待等の問題について、専門職の行
った通告・通報行為をめぐって、組織内に発生したさまざまな葛藤と組織対応について判例
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等を資料とする。本論で提示した判例は、共通して「虐待等の問題」があり、特に判例１19）
では虐待通報した職員を施設が名誉棄損で提訴した事案である。判例２20）は施設内の「虐
待報告と不適切なケアの改善とともにユニットケアを推進」した経緯で持論をふりまわした
とされ、組織内葛藤が激化して諭旨解雇された事案である。
１．判例の概要
判例１

札幌最高裁判決で「入所者虐待の事実確定」と「内部告発者への嫌がらせなど」
に対する提訴は「正当な権利」と是認された判例21）

虐待を内部告発した介護職員２人が、施設を運営する社会福祉法人から、違法な嫌がらせ
を受けたとして賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁では２審・札幌高裁判決を破棄し、審
理を高裁に差し戻した。この訴訟は虐待への内部告発で名誉を棄損されたとする施設に対す
る提訴に対する反訴で、施設の提訴などが職員の人格権を侵害する違法な嫌がらせか否かが
争われた。提訴について１審・札幌地裁判決「受忍限度内」として違法性を認めなかったも
のの、高裁は人格権の侵害と認めた。差し戻しの理由について最高裁は施設からの提訴が計
画的、組織的でなく、
「判例に照らしても違法行為といえない」と指摘。差し戻し控訴審は、
職員会議に出席させないなど、行為について賠償額を改めて審理している。施設における虐
待は別の民事訴訟で事実認定されている。
判例２

東京地裁で「虐待等の問題」の改善およびユニットケアを推進している最中、組
織内葛藤が激化して諭旨解雇された判例

社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの管理者が業務上の必要性がなく配置転換を
命ぜられ、特命事項を発令し、執務室を設置し、他の職員との情報を隔離をしている。介護
事故の多発への取り組み及び施設ケア改善のために施設職員全体で取り組んでいたユニット
ケアの推進に反発する一部職員の密告的な直訴により、持論を振り回したと決めつけられて、
組織撹乱及び業務命令違反で組織内で制裁を受け、降格が繰り返し行なわれている。あまり
に、異常と思われる対応に当事者が不当に解雇されたとして労働組合に加入し、雇用契約上
の地位確認等について請求した事案である。諭旨解雇の相当性、パワハラ行為による不法行
為の正否が争われたものである。元職員等の施設の実態を示す具体的な証言もあり、この判
例では管理者同士による双方の意見の対立を背景にした特命事項違反の結果を解雇という形
で原告に負わせるのは相当でなく、合理性に欠いており、社会通念上、認められないものと
して、解雇無効となった。
（労働判例：2010）
２．判例にみる、問題が深刻化する組織構造と特性
問題が深刻化する組織特性やリーダーシップ、あるいは、組織変革には組織文化や風土あ
り様が影響することは既に論じられている（葛西 2004）
（坂下 2002）
（出口 2004）
。この表
２の項目の設定は蘭（2007）の提示した図を参考にして筆者が整理して一部追加して作成22）
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した（蘭2007）
。組織状態、問題発生の種別、現場からの発信（改善要求）
、問題が深刻化し
た組織対応、当事者の通告・通報の範囲、組織的排除（いじめ等）の有無は下記の表２に示
した。
表２

問題の深刻化が起こりやすい組織・集団の諸要因（＊表に関する説明）
問題が深刻化する要因

判例１ 判例２

備考

１不健全な組織状態
①ル ―ルが不明確でダブルスタンダード（＝追加項目）

○

○

潜在的葛藤・離職が多い

△

○

人事関連

がある
②組織の慣習と常識の乖離がある
③公私混同

○

○

人事関連

④恣意的命令

○

○

判例2はメールで行使

⑤縦型組織の問題点

○

○

情報の歪曲・閉鎖性

２問題の発生
①慣習の法抵触状態

○

○

老人福祉法・介護保険法

②慣習を利用した不正

△

○

判例２不自然な人事

③個人の不正と慣習が関係している

△

△

人事関連

○

×

判例2は一部職員の直訴

①問題の先送り

○

○

説明責任の回避

②隠匿秘匿

○

○

虐待等の問題

３現場からの報告・是正改善要求
４問題の深刻化する要因

③制度改革なしの個人的処罰

○

○

異動・排除・解雇

④織的排除（いじめ等）＝追加項目

○

○

組織ぐるみ

５職員の通告・通報行為等（本論の図１参照）
Ａ

法３条２号３号により保護される公益通報

○

○

労働組合関与

Ｂ

法 ３条により保護を受けないが他法律や判例で保護

×

○

判例２は労働法で対応

×

×

ちくり、密告23）ではない

される内部告発
Ｃ

法的保護をうけない内部告発

Ｄ

法3条1号により保護される公益通報

○

○

内部通報から開始

Ｅ

リスク情報の通報

○

○

内部通報として行動

Ｆ

改善提案・人事上の悩み

○

○

定期的に報告をした

Ｇ

誹謗中傷

×

×

組織側は誹謗中傷と認識し
ているが、職員は誹謗中傷
の認識はない

＊通告・通報した当事者の提示した内容－判例および裁判記録から整理したものである。項目設定に対し
て文献・記録から確定できるかできないかを筆者が判断し「○確定できる」「△どちらともいえないが状
況によっては発生する場合もある」
「×確定できない」とした。（出典：蘭（2007）の図をもとに筆者修正、
加筆し作表）

通告・通報した施設の職員にとって、最大のダメージは判例１、判例２で「制度改革なし
の個人的懲罰」
「組織的排除」であった。この状況は所属する職員との多様な他者とのやり
とりの機会を奪われており、これは意図的な組織パワー行使が使われた結果である。判例１
ではいじめや排除で人格権侵害で認定されている。判例２では「組織的配置」などによって、
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短期間に排除されている。なぜ、このようなことが組織・集団内で平然と起きるのであろう
か。これらの出来事は個人、組織、そしてなにより利用者にとって不幸なことである。
Ⅳ．法的制度としての通告・通報行為
１．公益通報・内部告発・内部通報の範囲
公益通報は「労働者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的
ではなく」労務提供先またはその役員に対して、通報対象の事実が生じているか、または生
じようとしていると信じるに足る相当の理由があるときに通報することである。たしかに、
内部告発は組織の了解を得ないで組織の不正を組織の外へ通報することで公益性に沿うもの
から公益性のない密告、チクリレベルのものまである。内部通報は企業内部に従業員などか
ら通報を受け付ける専門の窓口を設置している場合に通報することで企業内（組織内）通報
という。通報を受け付ける通報先としては、①労務提供先、②行政機関、③報道機関等であ
る。通報先と通報できる要件は次の内容となる。
（表３参照）
表３ 「公益通報者保護法」の通報者保護の要件
通報先

通報できる場合

①労務務提供先に通報

通報対象事実がある（または発生しそうだ）と思わ

（労務提供先もしくは労務提供先があらかじめ指定 れる場合。
した者）
②行政機関に通報

通報対象事実がある（または発生しそうだ）と信じ

（通報対象事実について、処分もしくは勧告等をす るに足る相当な理由がある場合。
る権限を有する行政機関）
③報道機関・消費者保護団体など、通報対象事実の 労務先に通報することで不利益な取り扱い、証拠隠
発生による被害拡大防止に必要であると認められ ぺい、公益通報するなと要求される、書面による通
る者にも通報。

報後、20日以上経過しても調査がない、または正当
な理由なく調査を行わない場合。



（出典：国廣正ほか2006『公益通報者保護法が求めるリスク管理実務』日本経済新聞社、21）

上記の表３において、①労務提供先へ通報は内部通報、②③は組織外への通報（内部告
発）となる。特に内部通報は時代の変遷や企業の不正、不祥事が内部告発から明らかになっ
たことから、2003年以降、多くの企業組織では内部通報制度を設置し、組織の執行役である
「取締役」の善管注意義務、忠実義務の実現として、内部通報制度の導入を積極的におこな
っている。公益通報者保護法以前において2003年の段階で、日本経済団体連合会の会員の８
。以下、本論で提示した判例で行
割24）はこの内部通報システムを導入していた（2006：22）
った内外の通告・通報について説明する（図１を参照）
。
２．判例における通告・通報のプロセス
判例１、判例２の介護施設の職員らは組織へ内部通報（図１のD）を最初に管理者層に行
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っている。しかし、その結果、判例１では管理者層が「虐待はない」と否定し、職員が虚偽
の報告をし、組織撹乱したと主張したので外部通報（図１のA）を選択している。通報先は
労働組合と報道機関である。その結果、判例１は通報した職員が組織内で排除され、いじめ
の対象になっていったが、その後、最高裁で虐待が認定され、施設が敗訴している。判例２
の施設では内部通報で施設における虐待事実の発見と報告などを行い、不適切ケアの改善を
展開していたが、いきなり配置転換となり、降格の繰り返しが行われ解雇されたが、職員が
その異常さに対して労働組合に個人加入し労働委員会を経て提訴し、裁判で解雇撤回となっ
ている。判例１、判例２の職員ははじめから施設と対立する行為を起こした訳ではない。ど
ちらも通告・通報の段階に関係なく、一方的に職員が組織を誹謗中傷した行為と判断された
ことは共通している（表２参照）
。具体的には職員による通告・通報は「法３条１号」によ
り保護されるべく公益通報（図１ ‐ D）へから行われた。しかし、２つの組織とも望まし
い意思決定のプロセスを踏まえず、さらに虐待等の問題を施設内で調査・事実確認をしてい
ない。このような組織の判断によって、組織内葛藤が高まり、その結果、通告・通報した職
員に対してはかなり異常な集団圧力が急速に発生し、争議、裁判へと移行した。
図１

公益通報の範囲

（出典：国廣正ほか2006『公益通報者保護法が求めるリスク管理実務』日本経
済新聞社、21）
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施設内において虐待を発見したら、事実を報告することは専門職として当然である。たと
え、多少の集団圧力が発生したとしても、施設内の苦情対応システム、第三者委員や家族会
の設置があり、機能していれば少なくとも問題を複雑化することは回避できるはずである。
しかし、各調査でも施設内虐待を防止するための取り組みとして、取り組みやすいのは内部
の苦情対応窓口の設置、組織内委員会の設置、定期的な職員研修は対応されているが、オン
ブズマン制度（第三者委員等）
、成年後見制度活用など専門的な人の配置や専門的な判断が
必要なことは低調という実態がある。
Ⅴ．判例１、判例２の組織特性と組織内葛藤
１．葛藤を生じやすい組織特性と組織風土
虐待問題や不適切ケアの指摘は、組織にとっては不祥事にあたる重大な出来事である。ま
ず、一般的に不祥事はどのような構造からなっているか、確認しておく。蘭（2007：17）は
組織不正の心理の視点から、組織的不正・不祥事には「組織風土」が関与していることを指
摘し、不正をおこす組織の特徴を３つ提示している。第１の特徴は組織の業務や慣習が恒常
的に不正状態にある。第２は事件や事故が起きた時、組織ぐるみで隠ぺいしようとする。第
３は不正・不祥事を起こした当事者に罪の意識が弱いという特徴である（蘭2007）
。ペイン
（Lynn Sharp Paine）は、数多い企業の不正行為の原因は組織風土が強く関連していると指
摘し、①非現実的な目標達成への圧力、②誤ったインセンティブ制度、③管理不良、④不注
意な雇用、⑤不適切な教育訓練、⑥倫理的リーダーシップの欠如などを挙げている。（ペイ
ンら＝1999：11）
。草野（2001：203-210）25）は、不正や問題を起こす組織は「大型で官僚機
構の組織で、現場とトップの間に中間管理職が多い」ことを指摘している。縦割り組織の特
徴は、①命令・従うべき価値・規範が上からくる、②成員は階層上の地位を上昇することに
価値をみいだす、③人間関係が上下関係で横のつながりが弱い、④権威と権力がトップに集
中する、⑤上下関係が法律より重視する」などを提示した。判例１、判例２から見える組織
特性は問題が深化しやすく、縦型組織という特性が共通項であった。判例２は官僚主義を標
榜しており縦型組織の典型といえる。組織風土は人間の努力があるなしに関わらず、そこに
なんとなく漂っている雰囲気、物事が成り行きや気分で決定されていく。つまり、組織の慣
習で意思決定が成り立っているのである。このことは組織の求心力となる価値が不明瞭であ
ることも意味する。一方、組織文化を構築するには強いリーダーシップと組織文化を設定し
ていく力が求められるのである。
２．組織構造と組織内葛藤
蘭（2007：31）は大型で官僚機構、意思伝達がスムーズでない、目標、目的を見失った形
式主義にあると指摘し、次の６つの特徴を提示している。
①

情報が上に伝わりにくく、情報が歪曲・制限される
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②

負のフィードバックが利きにくい

③

派閥主義が横行する

④

緊急時や突発事件への対応が弱い

⑤

規則や法律より、上下関係が重視される

⑥

組織が閉鎖的になりやすい。
判例１、判例２とも、組織図からも判例の内容からみても縦型組織である。判例１で①②

③⑥、判例２では①②③④⑤⑥の事実が記述されている。特に「虐待等の問題」において、
素早い対応が必要であるが組織特性からも現場の状況が正確に伝わらないことも起こる。管
理者が知らない間に事が起きているが報告をしない状況があれば、表面上は問題がない様相
を呈している。このことについては特に判例１・２の対応をみても、公的になされている相
談・通報が少ないという報告が、本当にそうなのかという疑問と危惧を筆者は持っている。
虐待等の問題の統計上の相談・通報件数の報告とケア提供の実態は乖離していることは各調
査から示唆されている。行政の監査指導レベルでは組織の構造や意思決定のプロセスまでの
実態把握は極めて困難であり、無理である。これはその組織のモラル、自浄機能に委ねざる
を得ないのが現実である。
昨今、介護情報サービスの公表（制度）
、第三者評価機能が導入されているがこれらの仕
組み自体にも課題や問題があり、万全ではないが、判例１の施設では事件後、自己評価・利
用者調査・職員調査・第三者評価の全てを情報公開している。養介護施設等は比較的、閉鎖
的になりがちだが、組織は意識的に外部の風を取り入れ、変容していくためには精神論では
無理で具体的な戦略が必要である。蘭（2007：6-7.28-31）は組織が倫理・道徳的あること
が組織の成長の力であり、道徳の低い状態とは単に社会的ルールを守らないということでは
なく、誠実さや統合化が失われているような状態であると指摘している。本論では職員によ
る施設内外への通告・通報行為を検討しているが、ではなぜ、通告・通報は阻害されるかに
ついて考察する。
Ⅵ．組織内外の通告・通報を妨げる要因
１．組織・集団のパワー行使
空閑（2000：46-47）は組織・集団からのさまざま状況圧力が服従や同調になり、自らも
虐待行為を行ってしまうことがあり得ることを指摘している。市川（2003：81）は施設が職
員集団、保護者（家族）集団等に施設長を頂点とする施設職員という権威・権力への服従、
同調が構成されやすいことを示唆している。通告・通報がどのような方法で妨げられていく
かは、組織のパワー行使の方法からも把握できる。組織のパワー戦術について印南（1999：
26）
310-11）は22項目を提示している 。

本論で提示した判例でも、これらのパワー行使は組織側では複数、意図的に展開されてい
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る。判例１、判例２で共通していたのは「同盟形成」
「組織的配置」である。判例２では前
記に加えて「報酬付与」が行使されていた。同盟形成とは利益を共通にする利害関係者間で
特定の問題について共同歩調を取り、成果を分配することを約束することである。組織的配
置とは戦略的に組織内で戦略的に同盟（利害関係の一致した仲間）を張りめぐらす、組織に
とって、潜在的な敵を組織内で孤立（化）させる目的で行なう。報酬付与とはサポートを得
るために他者に報酬を与え、あるいは罰することである。このようにパワーは相手の意に反
して何かをさせたり、させなかったりする能力である。どのようなパワー行使をするかは対
象のタスク、文化的規範、抵抗する度合いで異なる。職員からの訴えや報告などを無視しよ
うと思えば、組織のパワー行使によっていくらでも可能になり、内容の善悪とは無関係であ
る。判例１、判例２もパワー行使に明けくれた感じがしないでもないが、一方、当事者にと
っては極めて過酷な状況といえよう。当事者が通告・通報先に「外部の専門家の利用」を行
ったのもパワーの行使の１つである。外部の専門家の利用とは同じ傾向の専門家を組織決定
に関与させて客観的な意思決定である印象を強めることである。判例１、判例２も通報・通
告者が労働組合へのコミットメントを行っている。判例１では問題発生以前から労働組合に
加入していたが、判例２の場合は問題が発生したことによって個人で労働組合に加入した。
労働組合に加入した経緯の差異はあるが、いずれにしても通告・通報行為の通報先が外部に
向けられたことで、双方の利害関係が激化して、更に組織内葛藤を高めていったことは否め
ない。
２．組織内葛藤に対する鈍感さ
組織内葛藤はどのような組織・集団にとっても不可避の問題で、どこの組織にも起こるこ
とである。今回の判例では組織内葛藤に対する組織対応は、なぜか、突出して個人的処罰が
強い。敵意噴出の状態である。組織内葛藤が過度になると組織慣行を壊す可能性がおこり、
一方、強い組織変革ともなり得る（吉村2004）
。村山は組織内葛藤については組織において
葛藤への対処をきちんとすることと、葛藤を生じさせない努力の重要性を提示している（村
山2000）。その鍵はリーダーシップ行動にあるとし、課題解決型のリーダー27）の存在を重視
している。組織・集団の意思決定には組織の葛藤をひきおこす先行要因である「個人特性、
メンバーの関係性、集団構造、文化の状況」
「組織の利害関係」
「葛藤の内容」
「リーダーシ
ップ行動」が大きく関与しているが、特にリーダーシップは最も影響を持つものなのである。
３．通告・通報行為へのレッテル貼り
ある問題が発生したとき、所属する組織・集団内ではできるだけ波風たてずという心理が
まず、作動する。このことはある特別な状況下でも維持され、時間とともに妥協、諦めへと
移行していく。具体的には「預かってもらっているだけで、良しとしなきゃ」とか「人質に
とられているようなものだからうかつに言えない」
「どこにでも多少はあることだから」など、
諦めが肝心という心理状態への指摘である（市川2003：84）
。組織において無難に振舞うこ
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とを否定するものではない。しかし、虐待および不適切ケアはそのような範囲の出来事では
決してないのである。公益性に基づいた通告・通報の行為を判例（１・２）では組織側にと
っては撹乱と判断するがその内容はむしろ、職員の行動をみると「創造的破壊」
（吉村2004）
に近いのかしれない。
判例１、判例２の状況で専門職である援助者がうろたえて、無関心を装う姿であるなら、
施設に専門職は不要という極論にもなるが援助職としてどうあるべきか重要な部分である。
一般的にも苦情や報告をする人は嫌がられ、時に「クレーマー」
「モンスター」などという
レッテルを貼られてしまいがちである。通告・通報行動は相当な力を必要とする行為である。
通告は相手に意向や決定事項を正式に文書で知らせる行為である。判断するのは本人であ
り、個人の倫理・価値観・勇気に委ねるしかない。通報は情報を告げ知らせるという行為で
ある。しかし、組織の一員でもある職員にとっては通告・通報行為は相当、苦渋の選択であ
る。判例１、判例２でもはじめから組織を撹乱する目的で報告や通告は行なわれておらず、
そのことの証明は法的に明らかされていることである。しかし、当事者達が孤立にさらされ
たのは事実である。
Ⅶ．個人と組織の葛藤
１．通告・通報者の孤立
通告・通報したあとの問題の深刻化と共に、極めて過酷な状況におかれてしまう孤立の問
題については判例を概観したい。判例１では職員報告に対して虐待はなかったと施設管理者
らが結束して判断し、報告した職員を名誉毀損で提訴したが、最高裁で虐待の認定がされ
た。しかし、一方、同僚からは、敬遠されていくような状況になっている。判例２では虐待
および不適切ケアの防止や事故対応を推進した職員をなぜかこの組織は、隔離状態にしてい
る。
この背景には伝統的な組織文化と慣習がある。今までにない行動をとる援助職に対する違
和感から一気に不満分子の結集によって集団圧力が助長したと思われる。判例１、判例２の
援助職らは創造的破壊すら、意識していないが、慣行で動いていた組織にとっては不安が強
化されたのかもしれない。新田（2004）は、日本では公益性や社会正義よりは身内の利害を
優先する市民感情はいまだ根強く、そのことが告発行為を抑制させて、かつ、告発者の犠牲
的負担を深刻なものと指摘している28）。告発する人の基本的心理葛藤として選択葛藤がある。
それは正義の信念を貫くべきか、不本意ながらも身内への裏切りを避け、予想される報復を
逃れて、我が身の安泰を図るかの選択である。選択葛藤とは自己同一性を保持するか拡散す
るかで生じるものである。告発者は、告発後もさまざまな探索追及と周辺社会の無関心や冷
淡によって、きわめて不安定な状況に置かれるケースが多い29）。
牧口（2006：176-182）は善の孤立について「善人は弱みや恐怖をもたないので、人と結
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合・結託する必要がないために結束することが稀であり、ある状況下ではその結託・結合し
ない特性」から結果として孤立していくことを指摘し、その上で個人の善の弱さと限界を指
摘し、善の力の結集性と連帯を提言している。市川（2003：88）は通告・通報を感情ではな
く不利益を受けているのは誰かを明確にして、行動はアサーティブに行うこと、複数で行う
こと、通告者を支えることについては安心して通告するシステム、身分の保障の具体的検討
を述べている。しかし、安心して通告することなど本当に可能なのか、現行の公益通報者保
護法でも保護を掲げても法的規制が弱いために、その結果、争議、提訴になってしまう実態
がある。しかし、通告・通報行為が個人としても専門職としても整合性をもち、確認した上
でのことならば、そこには通告・通報行為はなんらかの重要な意味があるのではないか。そ
こで通告・通報行為の意義について、以下に検討する。
２．組織慣行・組織慣習への問い
判例１、判例２の状況では通告・通報者らはその行為については、中傷誹謗と扱われ、組
織からは排除されている。市川（2003：79）は、通告の前提条件として、①虐待の実態の把
握、②通告に至るまでの自浄機能の活用、③問題解決を志向する集団の組織化を提示してい
る。２つの組織状態は、市川の提示した通告の前提条件以前の問題もあり、②③については
職員の限界を超えた状況下であった。自浄作用の働かない組織・集団は慣行、慣習による判
断が多いといわれるが、印南（1999：290-294）は組織の変革を妨げる原因は組織慣性の存
在で「組織自体が変革の必要性を認めない」
「組織制度である人事評価制度や報酬制度が変
革と一致しない」
「変革が利害関係者の利益に一致しないこと」などを示している。虐待等
の問題に限らず、組織の問題に対して「どうせ、ここは変わらない」
「何を言っても無駄」
という集団心理が充満すれば、何がおきても受身的で服従的になっていくことは周知のこと
である。これらの背景の根底には、
「この組織は何があっても存続していく、護られていく
という全体としての危機意識のなさ」からくるのではないだろうか。また、組織内に不祥事
が行われていれば、そのことは多くの成員によっても多くは認知されていることが多いので
ある。しかしその中でも特定の者が通告・通報して、他は無視、無関心、沈黙していく行為
の差異はなにからくるのであろうか。新田（2003）は悪を許すか許さないかの分岐点は、「個
人的性格」に支配されるだけでなく、
「組織人としての性格形成」の程度に依存すると指摘
し、組織との一体感が強く、自己の内面で反社会的企業倫理を内在化している者は組織の悪
の行為に対して、鈍感となり、看過していく、同調していく傾向があると指摘した。通告・
通報者が特別に組織への忠誠心が欠けているのではなく、組織を護るがために行われること
もある。また、内部告発が、組織の崩壊を救って立ち直らせた実例は珍しくない（奥山
2004：35-74）
。特に判例１では職員は労働争議から最高裁結審まで職場にいながら、問題解
決にむけての行動を７年半、行っている。その行動からも通告・通報した職員がどこに視点
をおいているかは明らかである。判例１では特に行政の対応の緩さが指摘されている。判例
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２も同じ傾向がみられている。なぜ、行政の対応が遅々として進まないのか、印南（1999：
322）によると競争力・競合力がない組織体であるという指摘である。また、３年で変わる
人事で面倒をおこしたくないということは大きい。援助者に限らず、人は、異議を唱えるこ
とを制御しないと自らが判断したならば、これを行動におこすことは極めて自然な行為であ
る。しかし、通告・通報行為をするには専門知識と技術を必要する行為であり、問題解決の
ために様々な社会資源30） との関係性を意識し、利用者のアドボケイト（代理人・弁護人）
としての役割を組織内で果たすことは判例１の職員の行動からも大きな意味を持つ（市川
2003）。組織内でおこる今回の様な問題は正義感や個人の倫理、個人の善だけではその解決
は極めて困難である。必要な専門知識と技術とはなにか護るべきものは何かを確認しながら
再考する。
３．何を護るのかという問い
組織が社会から信頼されるためには良い組織風土と個人の倫理によって可能になる。不祥
事の要因31）には、人為的要因としては組織文化と組織的意思決定が深く関与している（鳥
羽瀬2009）
。日本生産性本部は新人職員に自分の良心に反する指示に従うかという調査32）を
した。その結果、従わないが１割であった。組織の指示に従うということが悪ではない。し
かし、通常とは異なる状況下でどのような判断をするのか、個人の意思決定が問われる。望
ましい意思決定は公私一致か否かであれば、公私不一致は望ましくないといえるのであろう
か。鳥羽瀬（2009）は「良い組織風土」の基盤は倫理規範の公表と倫理規範の浸透が鍵と提
示している。
本論では組織内葛藤の判例を取りあげたが、判例１、判例２の問題と課題は「個人の意思
決定」と「組織の意思決定」の乖離である。特に判例２では方針に関する内容で個人と組
織、集団と組織間の葛藤が増長し「歩み寄る」ことは皆無である。妥協ではなく、歩み寄る
ことは何によって可能になるか考えさせられる内容である。この様な状況下において、主体
性をもって、歩み寄る行為には何が必要か。本論では、コールバーグの公平性を重視する倫
理観を援用したい（コールバーグ＝1987）
。公平性の増大とは自分の行為を倫理的に正当化
していくなら、個人的な特定の状況を離れて、他者と共通する観点を取ることと説明してい
る、道徳の発達を公平性の増大としていくには他者の利益に配慮していくプロセスを経る必
要性をコールバーグは提示し、公平性（正義）の過程を３つのレベルで示した。第１レベル
は前慣習的レベル（罪と服従の志向・集団的相対主義への志向）
、第２レベルは慣習的レベ
ル（対人的同調志向・法と秩序志向）
、第３レベルは脱慣習レベル（社会契約的な遵守主義
への志向・普遍的倫理的原理への志向）を示した。このような歩み寄りはソーシャルワーク
では調整介入といわれているが、専門職として歩み寄るという行動はコールバーグの提示し
ている第３のレベルに相当している行動と判断される。その理由は、第３レベルでは規則や
権威から独立して公平な観点から調整介入の行動によって公平性の増大を実現させていくか
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らである。主体性、自立性を基盤とした良心によって興される行動は公平性の増大と考えら
れる。また、もう１つ、主体性をもって「歩み寄る」行動に関連する説明として、バイステ
ィック（Ferix P. Biestek）の７原則である受容や非審判的態度といわれている原則にも類
似した姿勢と態度を見ることができる。尾崎らによる新訳本では「非審判的態度」は非難し
ないことを伝えるという表現になっている（バイスティック＝1987）
。具体的には相手を受
容し、非難しないことを伝えるには偏見をもたず、比較しないという拡大していく自由性に
よってなされた行動が「歩み寄る」ことへ変換できるのではないかと考える。専門職として、
公平であり続ける態度によって、対する相手や状況に歩み寄ることで正義への行動が発動し
ていく。組織が大きくなるほど、個人の意思決定と組織の意思決定は完全に一致することは
ないだろう。しかし、双方の一致する度合いが拡大すれば、組織変容に繋がり、強みになる
組織風土の変容をもたらし、望ましい意思決定が可能になると考える。望ましい意思決定は
その状況に時間をかけるという意味ではなく、それらはある瞬間でも状況の変化として、望
ましい解決への変化は起こるのである。個人と組織を護ることとは、状況やできごとに関与
する「その人自身」の変容への関心と主体的な関わりの行動力によって可能になると考える。
Ⅷ．総括
本論では養介護施設等における判例を題材にして養介護施設等における虐待等の問題の検
討をおこなった。個人情報保護法の問題もあり、施設従者等による虐待に関する報告件数
は、養介護者の件数と比較しても少ない。高齢者虐待防止法においては、養介護者と養介護
施設従事者による虐待は区別されている。また、実際の相談窓口の体制をみると虐待発生件
数の点から、養介護者の相談対応が中心になっている。また、市区町村によってはどちらも
十分な体制で対応できないところもある。2007年厚生労働省が公表した調査33）では虐待対
応の窓口設置率は９割を超えている半面、専門的知識が必要とされる項目はその実施率が低
く、独自のマニュアル、業務指針の作成などの実施は２割程度の実施となっている。
養介護施設等における虐待等の問題に対する組織の対応について、今回、判例を題材とし
て検討と考察を試みた。養介護施設等で起きる、あるいは起きてしまった虐待等の問題は確
かに組織にとっては不祥事である。判例にもあるように施設従事者等および管理体制の問題、
行政対応の問題が重複している場合は問題が更に深刻化する。判例１、判例２は高虐法の施
行直前に起きた出来事である。解決困難の背景には虐待等の問題に対する行政側の対応が緩
やかすぎることも一因している34）。印南（1999：322）は日本が典型的な組織社会でありな
がら、失敗から学ぶという視点が薄いと指摘した。失敗を残すことは確かに容易ではないが
あえて、印南はそのことを社会的知恵と提言している。介護保険制度以降、どこの養介護施
設等も多くの問題を抱えている。しかし、本論で提示した判例に共通しているのは望ましい
組織の意思決定や組織の戦略の工夫がなく、謙虚ではない姿である。本論では判例を題材と
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した限界はあるが、福祉領域におけるモラルハザードが指摘される昨今、組織の意思決定の
問題にアプローチしていく上で判例を検討する意義は大きい。
組織が職員の通告・通報行為を過激な行動と捉える限り、問題解決の道は厳しい。また、
不適切な通告・通報への判断は当然、その事実や内容の管理していく必要がある。しかし、
判例１、判例２は共通して、内部通報から開始しているにも関わらず、判例１、判例２も実
質的には通報した職員は保護されていない。この実際例からも組織によっては、内部通報は
むしろ、危険であり、無理である。今回、虐待等の問題ではあるが労働組合の関与は共通し
ていた。判例１では施設内に労働組合があり、多面的な支援が継続して行われた。しかし、
判例２で企業内労働組合は存在していたが通告・通報者を保護する機能は持ち得ていない実
態で、個人で外部の労働組合に加入したために外部に通告・通報したとして、さらに対立が
強化された。判例１、判例２の実態から通告・通報者をどのように保護し、支援していくか
はかなり、難しいことがわかる。今回の判例が特殊な事例と見えるかどうかは別として、望
ましい組織の意思決定をしていくためには組織は日頃から、組織マネジメント、リスクマネ
ジメントについて検討し、組織の対応を周知徹底していくことが重要である。橋本（2007：
20）は組織対応として「利用者・家族・援助者・事業者等の関係者の何を求め、何を実現す
る取り組みなのかという目標の合意、理解、暖かい眼差し」が最重要と指摘している。組織
の理念と目標の明確さと合意形成は組織の基本であり、かつ、組織の秩序を維持する上で重
要である。筆者はそのことに加えて、いかなる状況下においても組織の基盤となる倫理意識
の維持向上を形成することが重要だと考える。組織のパワー行使は常に存在するもので必ず
しも悪ではないが、必ずしも正当に行使されない場合もある。援助職は組織に所属した時か
ら、その組織の規則に準ずることが基本であることを踏まえつつ、個人として倫理・道徳発
達の意識を持つことで、自己の立ち位置の確認を図ることが強く望まれる。専門職として意
識化した結束によって関係性を高めることが自分を護ることであり、他者も護ることに繋が
る。いかなる状況下においても、援助者の「主体的に歩み寄る姿勢」
「護ることの持続性の
行動」は組織の意思決定にも影響を及ぼしていくと考える。公平性の増大が個人や組織にも
必要な視点である。望ましい「組織の意思決定」は与えられるものではなく、創りあげてい
くことによって得ることができる。その意味で組織は自ら、組織のコミュニケーション形成
のスキルのトレーニングを意識的に行い、倫理意識向上のための倫理教育プログラムを導入
するなどの運営管理上の戦略を立てることが求められている。
注
1）

例えば、岡田耕一郎（2004）「介護サービス組織としてのユニットケア施設の課題─従来型特別
養護老人ホームとの比較から」『東北学院大学論集 経済学』155、1-49. で介護サービス組織とし
てのユニットケア施設の課題としてストレス、人員基準の問題を提示している．
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2）

田辺毅彦（2005）「特別養護老人ホーム介護スタッフのユニットケア環境移行後のバーンアウト
の検討 」『老年社会科学』27（３）、339-344．

3）

シルバー新報（2008.7.18配信 ）「北海道老人福祉協議会のユニットケア検討委員会報告でユニッ
トケアにおける利用者と職員のストレスを提示．（http：//www. silver-news. com/

4）

2010.9.1）

東京都福祉保健局（2009）高齢者虐待防止法以降、養介護施設従事者等における高齢者虐待の状
況の公表（平成18年-平成20年）をおこなっている．

5）

社会福祉法人特別養護老人ホーム（札幌地裁・高裁・最高裁）と病院併設特別養護老人ホーム

（東京地裁）の判例.
6）

高齢者虐待防止法は2006年４月１日より、施行され、高齢者の虐待が深刻な状況という認識か
ら、議員立法で制定された。28条では「国や地方公共団体の義務として虐待防止のために成年後
見制度の利用推進」を定めているが実態は厳しい、詳細は以下を参照．（http：//ja. wikipedia.
org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%85 2010.11.6）

7）

「養介護施設」とは老人福祉法による老人福祉施設（地域密着型施設を含む）有料老人ホーム介
護保険法による介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域包括支援セン
ターがある。
「養介護事業」とは老人福祉法では老人居宅生活支援事業、介護保険法では居宅サ
ービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス支援事業、地域密
着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業がある．

8）

（財）医療経済研究・社会保険福祉協会（医療経済研究機構）が平成17年11月から平成18年２月
にかけて、全国の在宅サービス事業所等の関係機関１万6802ヶ所（機関調査）と全国の市町村
3204ヶ所（自治体調査）に行った調査がある。回答のあった6698機関のうち虐待と考えられる行
為の受けたケースがあった機関は2865機関（42.8％）であった．

9）

厚生労働省（2006）
「養介護者施設従事者による高齢者虐待についての対応状況」．（http：//
www. mhlw. go. jp/houdou/2007/12/h1219-1. html 2010.9.1）

10）

そのほかとしてその他、不明、都道府県から連絡、国民健康保険団体連合会、介護支援専門員、
医師の順となっている．

11）

東京都報告（2006）「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」．（http：//www.
fukushihoken. metro. tokyo. jp/kourei/ninchi/gyakutai_jokyo/index. html 2010.9.1）

12）

千葉県（2006）「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」．

（http：// www. pref. chiba. lg. jp/koufuku/gyakutaiboushi/taio-h18. htm 2010.9.1）
13）

高齢者処遇研究会は平成４年設立、平成８年から日本高齢虐待防止センター（NPO法人）で活
動を行なっている。2002年にはWHO発行の報告書に活動が紹介され、高齢者虐待に関する無料
電話相談を実施、ブログによる最新情報の提供がある。平成18年からは 防止事業を実施し研修
を行なっている．

14）

北海道（2004）『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に続く対応状
況等に関する調査」高齢者虐待防止法以前に調査を行っている。以下URL参照．（http：//www.
pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/0881911F-E7C8-40DC-92FD-AF388F160CD7/0/20koureigya
kutaikekka.pdf2010.11.6）

15）

宮城毎日：JP報道（2008.3.31）「宮城の介護保険施設、33％で身体拘束がある」

（http：//careworker. seesaa. net/article/91706817.html2010.9.1）
16）

（社）日本社会福祉士会（2008）の虐待対応ソーシャルワークモデル研究会で行った「地域高齢
者虐待対応」の調査報告書である．
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17）

蘭によると縦型組織の問題点を提示し、組織が大型、いくつもの中間管理職が配置され意思伝達
がスムーズでないと具体例として「雪印食中毒事件」「埼玉県警事件」をあげている（2007：31）

18）

（社）特別養護老人ホーム（札幌地裁・高裁・最高裁）と（社）病院併設特別養護老人ホーム
（東京地裁）の事案．

19）

平成16（ワ）2097号（謝罪広告等請求事件）札幌地裁．平成16（ワ）2617号（慰謝料請求反訴事
件）札幌地裁．平成21年（ネ）387号（慰謝料控訴事件）判決2010.５.25．札幌地域労組ホームペ
ージ（http：//www.infosnow.ne.jp/~sgu/2010.9.1）参照．
川村俊紀（2008）『労働弁護団通信』271、1-3．

20）

平成19（ワ）30681号（地位保全請求等事件）東京地裁．詳細は松田典浩（2010）『労働判例』産
労総合研究所1005、47-59参照.

21）

同事件は情報提供を受けた新聞社が行なった報道に対しては施設から慰謝料請求がされたが認め
られなかった事例。高齢者虐待防止法（21条１項）「養介護施設従事者等による高齢者虐待を受
けたと思われる高齢者を発見した者は、仮に当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じてい
るとはいえない場合でも市町村に対する通報は努力義務（同条３項）」である。この判例によっ
て高齢者虐待防止法上の努力義務の存在は通報の公益性および相当性の判断において考慮される
と考えられている．

22）

蘭が提示した不祥事発生の構造図を参考に筆者が判例１、判例２の比較ができるように整理した

（2007：19）．
23）

体制によって禁止されている行為の行為者をその体制を取り締まる機関に対して通報することで
ある。密告には悪いことも良い事も対象になる。内部告発は違法行為に対して行なうものであり、
ちくりとは人の気持ちを刺激するいやみな行為をいう．

24）

2002年設置された経済団体連合会（以下、経団連）は日本経団連、経団連。有力企業が多く加盟
しているため、その利害が社会問題に対する見解や主張に反映されている。自民党や民主党に政
治献金を行い、政界・経済界に大きな影響力を持った組織と言われている。内部統制に速やかに
取り組める条件がそろっているので早々に取り組んだ．

25）

草野厚は組織のビジョン・目標が見失われると形式主義に陥り、縦割り型組織になってしまうと
いう決定的な言い方をしている．（2001：203-210）．

26）

印南によると組織における22の組織パワー戦術とは「１．恩義の背負いこみ、２．組織的配置、
３．プロアクティブ、４．報償としっぺがえし、５．合理化、６．資源配分、７．報酬付与、
８．儀式主義、９．代理の利用、10．シンボルの利用、11．能力開発と訓練、12．訓練と方向付
け、13．アジェンダコントロール、14．あいまいさの利用、15．瀬戸際政策、16．カリスマ利
用、17．同盟形成、18．反対派の味方への引き入れ、19．意思決定前提のコントロール、20．外
部の専門家を利用、21．望ましいイメージの形成、22．正当化コントロール」である．（印南
1999：310-11）

27）

課題解決型のリーダーとは、「課題展開能力」（情報収集力、分析力、構想力、手順化力、発想
力、意思決定力）、「課題遂行能力」（統率力、調整力、説得力、他者理解力、積極性、強靭性）
をもち、問題解決をしていく。しかし、福祉施設では感情職業という点から、むしろ関係葛藤へ
の対処がリーダーには求められる．

28）

新田（2004）は通告行為によって利益を受けるはずの人たちからも「裏切った者」「心許せない
人物」として冷視され、疎外される傾向が強く、二重の負担を強いられていくことを指摘した．

29）

北海道のミートホープ事件を内部告発した工場長は内部告発で全て失い、支援してくれる家族は

― 76 ―

高齢者福祉施設における虐待等の問題と組織対応の検討

１人だけということで後悔の念にさらされたことを吐露している。つまり、組織ではなく、仕事
仲間、親族との新たな葛藤によるものである．
30）

例えば、他者の支援を取り入れたり、時には行政機関、権利擁護センター、近隣施設、警察など
を活用する．

31）

不祥事の要因は私利私欲・組織の利益・組織の面子のいずれかでおきる．

32）

日本生産性本部が新人職員に対する３年間の調査結果では従うと回答した人は４割、従わないは
１割強、わからないは５割であった。男女差ではわからないは女性が６割であった．

33）

厚生労働省が行なった平成18年度高齢者虐待防止、高齢者の養護に関する支援等に関する法律に
もとづく対応状況等に関する調査結果のことである．

34）

介護ブログ「masa」参照。ここでは判例１の当事者のコメントがあり、市・道に報告してもそ
の対応はやはり文書指導レベルで終わっており、関与した職員は退職した経緯を報告している．

（http：//blog.livedoor.jp/masahero3/2010.9.1）
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Examination of Organizational Responses to
“Issues including Mistreatment of Residents”at
Nursing Homes
─Notification Issues/Notice─
ÔIGAWA, Hiroyo
“Issues including Mistreatment of Residents”at nursing homes have become increasingly
diverse and there are concerns that they may be hidden and kept quiet about.
When those issues do arise at nursing homes certain reports/notices would appear to be
reasonably necessary. However, the occurrence of those types of issues could become a
scandal to the organizations involved.
In this paper, we will deal with two judicial precedents that were subjects of disputes
which arose from a struggle within a certain nursing home as the result of a notification/
notice made by a professional aide, and examine the organizational responses provided to
that struggle within the nursing home from the points of view of the“aspect of the legal
system”
,“the struggle within the organization”
,“the significance of the notifications/
notices”and“the relationship between individuals and organizations”
.
Reviewing various issues recorded as judicial precedents revealed the facts that when
there is any hidden conflict within an organization it can be very difficult to solve and
that, with regard to what the organization should then do, some concrete approaches and
efforts appear necessary in prevent any such conflict from occurring within an
organization.
In most situations professionals need to consider“showing more voluntarily attitudes
with compromises”and“creating relevant networks”
. Meanwhile, organizations need to
consider“turning away from the hierarchical nature of a vertical organization”
,“respect
diversity in communication within an organization”
, and“adopt a stance of enhancing
ethical values”
.
Key words：Issues including Mistreatment of Residents, Notifications/Notices, Conflict
within an Organization
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