
福祉サービス保障にかかわる市町村の公的責任

― 99 ―

はじめに

　数年前だが、筆者が訪問介護事業所の管理者だったとき、サービスに関して利用者と介護

支援専門員から保険者に苦情を申し立てられた。その際、何度か役所で、保険者、介護支援

専門員と当方の三者の話し合いがもたれた。一方、後述するように、利用者と事業者とのト

ラブルに介入しない市町村・特別区（以下、「区市町村」という）もある。

　ところで、今年７月、厚生労働省が介護事故について集計を断念したというニュースがあ

った。加えて民間のシンクタンク会社の調査によると、事業者・施設から求める報告基準を

定めていない区市町村が有効回答のうちの46.7%に上るということであった１）。この記事を

読んで、やはりかつて現場で、訪問介護員が利用者を転倒させた事故をおこしたことを思い

出した。幸い大事には至らなかったが、保険者に報告をしようとその方法を尋ねたところ、

報告はなくてもよいと言われてしまった（但し、実際には報告をおこなった）。

　介護保険対象サービスの苦情解決や介護事故の受付は、通常区市町村の役割と認識されて

いるが２）、上記を鑑みると実態は異なる場合もあると推定される。そこで、本稿は、主に高

齢者介護・福祉サービスに関わる苦情について、法令での規定や実例を踏まえたうえで、区

市町村が苦情解決を図る意義を考察することを目的としたい。

　なお、苦情とは、不満や不快な気持の表明であり、要望、意見、クレーム、相談、質問等

という形をとって現れるが、そこには福祉サービスが大切にする「ニーズ」が隠されていた

り、あるいは「期待」が込められていたりするものと捉える３）。

１．高齢者介護サービスの苦情の概要

－「東京都における介護サービスの苦情相談白書」をもとに

（１）苦情の項目

　以下は、東京都国民健康保険団体連合会（以下、「都国保連」という）発行の「東京都に
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おける介護サービスの苦情相談白書　平成21年度版　平成20年度実績」（以下、「報告書」と

いう）にもとづいて述べる。なお、都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会

（以下、「国保連」という）は、介護保険法にもとづき介護保険対象サービスを提供する指定

事業者・施設への「助言及び指導」をおこなっている（同法第176条第２項）。

　報告書は、都国保連だけでなく東京都および都内の区市町村に寄せられた苦情をデータと

している。総件数3,654件のうち区市町村は2,854件・78.1％を受け、最多である。その内容

は「１.要介護認定」「２.保険料」「３.ケアプラン」「４.サービス供給量」「５.介護報酬」

「６.その他制度上の問題」「７.行政の対応」「８.サービス提供、保険給付」「９.その他」に分

類される。これらはケアマネジメントを含む「サービスに関する苦情（A）」と「行政・制

度に関する苦情（B）」に大別できるが（参照「介護保険に関する苦情」）、本稿では、サー

ビス保障について検討をしていくので、以下、苦情とは「サービスに関する苦情（A）」を

指すものとする。

　なお、区市町村の受け付けた2,854件のうち「８.サービス提供、保険給付」は1,107件で、

これは38.8％を占め、項目の中で最多であるというだけでなく、８.について都国保連が受け

た297件、東京都の165件４）と比較しても、住民にとっては最も身近な行政主体である区市町

村が、苦情を持ち込みやすいことが窺える。

＊ 東京都国民健康保険団体連合会発行「東京都における介護サービスの苦情相談白書　平成
21年度版　平成20年度実績」の苦情分類項目にもとづき筆者作成

【介護保険に関する苦情】

Ａ．サービスに
　　関する苦情

a. サービスに関する苦情
　≒「８. サービス提供、保険給付」
　　その他、「４. サービス供給量」「５. 介護報酬」の
　　一部を含む

b. ケアマネジメントに関する苦情
　≒「３. ケアプラン」
　その他、「４. サービス供給量」「５. 介護報酬」の
　一部を含む

c. 行政処分に関する苦情≒「１. 要介護認定」「２. 保険料」

d. 行政職員の態度等に関する苦情　≒「７. 行政の対応」

e. その他　≒「６. その他制度上の問題」

Ｂ．行政・制度
　　に関する苦情

（２）苦情の特徴

　「サービスに関する苦情（A）」の中心は「８.サービス提供、保険給付」である。区市町

村、都国保連、東京都の受けた８.の合計は1,569件だが、その内訳は、「従事者の態度」307

件・19.6％、「管理者等の対応」304件・19.4％、「説明・情報の不足」296件・18.9％、「サー

ビスの質」260件・16.6％、「具体的な被害・損害」136件・8.9％、「契約・手続関係」88件・

5.6％、「利用者負担」45件・2.9％、「その他」130件・8.3％である５）。報告書にはその一部の
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事例（40件）が掲載されているが、その対応の根拠はいずれも「指定居宅サービス等の事業

の人員設備及び運営に関する基準」等の法令とされている６） 。

　苦情には、「ケアマネジャーの訪問及びプランの提出がない」７）というように、月１回以上

の訪問・面接（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条13号）、や居

宅サービス計画の交付（同基準第13条11号）が無いなど介護報酬の減算対象にもなりうるも

ので、その事実の存否が問われるものがある一方、「訪問介護計画について週３回から週２

回への変更を提示された。そのため、説明を求めたが丁寧でないうえ、内容が理解できなか

った」８）などのように、サービスの提供にあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者・家族に理

解しやすいように説明を行う（基準第13条２号）ことを求めた、抽象的・包括的ともいえる

規定への適合が問われるものもある。

　報告書でも、苦情の要因は ①説明の不足、②状態把握の不足、③情報共有及び連携の不

足、④記録の不備 と分析されている９）。①は上述のとおりだが、同様に、②は同基準13条

７号（アセスメント）、③は同基準13条14号（サービス担当者会議）、④は同基準29条（記録

の整備）などに反している恐れがあり、逆にこれらを遵守していれば苦情に発展することは

回避できるものと思われるし、報告書も同様の観点で留意点を述べている10）。

　このように、サービスに関する苦情には、法令違反の要素が多分に含まれているものがあ

ることを念頭に置くものとする。

２．苦情受付の法的位置づけ

　介護保険法では、サービスを提供する事業者・施設が苦情を受ける（指定居宅サービス等

の事業の人員設備及び運営に関する基準第36条ほか）のほか、居宅介護支援事業者等は、自

らに関する苦情以外にケアプランに位置づけたサービスの苦情についても受けることになっ

ている（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26条）。また、第三者的

機関である国保連にも苦情受付が規定されているのは前述のとおりである。

　では、区市町村についてはどうか。介護保険制度では、区市町村は「保険給付に関して必

要があると認めるときは…当該保険給付に係る居宅サービス等を担当する者…に対し、文書

その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問もしくは照

会をさせることができる」（介護保険法第23条）以外に、サービス費の支給にかかわる報告

等の徴収（都道府県も同様。第76条）、地域密着型サービスの指定（同法第78条の２）と勧

告・命令等の権限（同法第78条の９）などをおこなえるが、「苦情を受けつける」と明確に

は唱っていない。但し、「指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関

し、…利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指

導又は助言を受けた場合においては…」（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準第26条３項）といった規定から、事業者・施設に調査・指導・助言をし得る前提とし
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て、区市町村が利用者の苦情を受けつけると解釈されている11）。

　一方、社会福祉関係法においても、社会福祉事業経営者（社会福祉法第82条）および都道

府県社会福祉協議会が設置・運営する運営適正化委員会が苦情解決を図ることとなっている

（同法第83条）。

　社会福祉法で、区市町村は、国や都道府県とともに「社会福祉を目的とする事業を経営す

る者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉

サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施

策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」（社会福祉法第６条）とされ、また

老人福祉法では「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する」としているが、法律上

は、苦情を受けつけるとはなっていない。但し、やはり介護保険と同様に「特別養護老人ホ

ームは、その行った処遇に関し、区市町村から指導又は助言を受けた場合は…」（特別養護

老人ホームの設備及び運営に関する基準）という規定があり、これから、区市町村が利用者

の苦情を受け付けると解釈されうるのではないかと考える。

　なお、老人福祉法上の措置によるサービスに不服がある場合は、行政不服審査法にもとづ

く審査請求が可能であろう。しかし、不服申立は比較的手続きが厳格で、申請者にとっての

ハードルは決して低くない。そうであるから、不服申立制度とは別に、区市町村などが苦情

解決を図ることは、利用者の立場に立った権利擁護として期待されるのである12）。

３．区市町村における苦情受付の実際

　ここで、苦情に対する２つの区市町村の対応を見てみる。いずれも利用者・家族から介護

保険対象サービスに関して寄せられる苦情について、区市町村の対応状況についてヒアリン

グをおこなったものであるが、前者は「利用者家族へのヒアリング（１）」、後者は苦情を受

け付ける「区市町村職員に対するヒアリング（２）」にもとづく事例・報告である。

（１）利用者家族へのヒアリング

　息子（40歳代）の両親（いずれも70歳代）はA市にて夫婦二人暮らしである。母親は要介

護１の認定を受け、訪問介護など介護保険のサービスを利用しながら在宅生活を送ってい

る。

　母親が介護保険サービスを利用することになった原因は病気（癌）治療のため入院し、身

体機能が低下したからであっただが、直接のきっかけは、両親と同じ敷地内に居住する親戚

が、自ら訪問介護員として勤務している訪問介護事業所および併設の居宅介護支援事業所の

利用を母親に勧めたことにあった。

　両親とも認知症はないが年齢相応の判断力の低下があることを心配した息子は、居宅介護

支援事業者等と取り交わした契約書や居宅サービス計画、サービス利用の費用がわかる書類

などを両親に確認したが、それらを介護支援専門員等から受領していないことがわかった。
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　息子は介護支援専門員に対し、これらの書類の提示を求めたが、なかなか出してこなかっ

た。そのため息子はサービス担当者会議の開催を強く要求した。サービス担当者会議の際、

息子は、今後は居宅サービス計画、サービス実施内容がわかる記録および請求書を息子宅に

送るよう求め、介護支援専門員等もこれを最終的には応諾した。しかしながらその後、数か

月は送られてきたものの、また音沙汰がなくなり、再三請求するとまた２～３か月は書類が

送られてくるが、その後は再び送付が止んでしまうということが続いた。

　息子は、書類が送られてこないこと自体だけでなく、次の点も問題視していた。すなわち、

１点目は母親と同じ敷地内に住んでいる親戚が母親へのサービスを訪問介護員として担って

いるらしいということである。これは、原則として同居家族が訪問介護をおこなうことが認

められていない現行制度に反する恐れがあるのではないかと思われた。２点目は、そのこと

から、母親のところに来ている親戚が、親戚として訪ねて来ているのか、訪問介護員として

きているのか、それが不明瞭であるということであった。３点目として、訪問介護サービス

の利用料は親戚に現金で渡しているらしいが、その領収書もないため一体いくら支払ってい

るかわからないこと、加えて、母親が介護支援専門員や親戚に「世話になっているから」と

利用料とは別に現金を渡しているらしいことであった。

　息子は、両親にこれらの問題点を伝え、このようなサービス利用をやめるように話した。

しかし、両親は「世話になっているのだから、事を荒立てないでほしい」というばかりであ

った。

　以上のようなやりとりを半年ほどおこなってきた息子は、介護支援専門員や事業者との直

接交渉で解決することは困難と考えた。そこで、保険者による仲介を期待して、A市の介護

保険担当部署に相談に赴いた。対応をした職員は、事業者の指導を担当する係ということで

あった。息子は、これまでのやりとりを当該職員に伝え、介護支援専門員や事業者を指導し

てほしいと訴えた。しかしながら、担当職員からは「役所は、個々のトラブルには介入しな

い。利用者と事業者とで直接解決をしてほしい」と言われた。納得できない息子は強く介入

を求め、今後対応をすることになったらその経過だけでも教えてほしいと伝えたが、担当職

員からは「経過は教えられない」といわれ、明確な回答を得ることはできなかった。息子に

は、A市の担当職員は「逃げ腰」で「関わりたくない様子」に見えた。

　しかし、その後、書類を送ってくるなど介護支援専門員の態度が変わったので、息子は自

分が強くA市に抗議をしたのでA市は介護支援専門員に注意をしたのではないかと推測する。

だが、息子にはA市からの連絡はない。

（２）区市町村に対するヒアリング

　2009年９月、B市の介護保険担当課の職員（２名）に、サービスに対する苦情および介護

事故についてヒアリング調査をおこなった。以下は、ヒアリングの概要である。
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１）苦情の受付状況

　B市の統計資料によると、サービスの苦情は平成19年度は９件、平成20年度は５件である。

しかし、この件数は、対応が長引いたもののみで、一度の電話・面接等で解決をしたものな

どは含まれていない。苦情等を受け付けている担当職員によると、一度で終わるもの、長引

くケースを含め苦情・相談件数は日によっては１日数件と感じているが、正確に統計を取っ

ていないため不明だということである。なお、担当者たちは、継続が見込まれるもの、課内

で共通対応を図ったほうがよいと思われる苦情については記録をし、課内で回覧をしている

とのことである。

２）苦情の分類

　利用者から寄せられる苦情のうち、①明らかに基準違反が疑われるもの（介護保険制度で

は対応が難しいサービス）、②利用者の話だけでは実情がわからないもの、③話をしただけ

で納得するもの、に大別される。

　①・②については、原則担当の介護支援専門員に連絡をとるようにしている。また、③は、

例えば「（あるサービスについて）介護保険では認められていないとケアマネジャーは言っ

ているが本当にそうなのかを教えてほしい」といった情報確認が含まれるという。

３）苦情対応

　寄せられた苦情について、相談者本人が「聞いてくれるだけでいい」と言ったり、情報提

供だけで済むもの以外は、連絡調整など何らかの対応をおこなっている。基本的に、相談者

より対応をしてほしいと言われた事案で対応をしないことはない。

　原則的に、担当の介護支援専門員には連絡をしている。そして、必要なケースについては、

介護支援専門員、サービス事業者、利用者・家族といった関係者に市に来てもらい、協議の

場を設ける。連絡調整に区切りがついた段階では、相談者本人が不要と言わない限りは、そ

の結果を本人にフィードバックしている。

４）事業者実地指導

　市は介護支援専門員の連絡会との連携を図るなど日ごろから顔の見える関係の構築を心が

けている。また、地域密着型サービスについては、正式な実地指導の際はもちろん、近くに

行ったときなど市担当者は事業所に顔を出すようにしている。それは、ひきしめという意味

もあるが、それだけでなく、事業者自身も頑張っている様子を見てもらいたいという思いも

あるように感じ、それに応えるためである。なお、市が実地指導をおこなうのは地域密着型

サービスのみだが、他のサービスについても苦情対応はおこなっている。

５）介護事故について

　年間約400件程度の介護事故について、事業者・施設から寄せられている。平成18・19・

20年度右肩上がりに増加している。市は、市民配布用のガイドブックに、介護事故があった

場合、事業者・施設は市に報告の義務がある旨を記載している。これは、市民にPRすると
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同時に、事業者にもその徹底を促す意図がある。

　報告の際、事業者・施設は県が示した標準項目を盛り込んだフォーマットを用いている。

非常に軽微な事故に関する報告がなされる一方、事業者からの連絡より先に利用者から苦情

が寄せられたり、実地調査のときに報告が必要なケースが発見されることもある。但し、報

告が遅い場合も、再発防止策などを事業者が練っているために時間がかかったというケース

もある。しかし、その場合でも、基本的には速やかに電話報告だけでもするように伝えてい

る。また、事故後、利用者 － 事業者間の話し合いがうまくいかず、市に苦情として寄せら

れるものがある。その多くは、対応が速やかでなかったり、当事者間の話が不十分であった

りする。この場合も、事業者や介護支援専門員を呼んで話を聞くことにしている。

６）市民の介護保険制度理解

　苦情の要因の一部は、介護保険制度が利用者に理解されにくい点である。介護保険制度に

もとづくサービス利用ではない内容を要求された場合は、制度説明に努めているという。

　制度理解を求めるために、認定申請時や居宅介護支援事業所を選定するときに相談に来た

機会などをとらえ、制度の趣旨説明をおこなっている。また、老人クラブなどからの市職員

の講師派遣に応え、説明をおこなっている。

（３）２つのヒアリング結果より

　A市の事例は苦情を訴える一人の利用者家族からの話で、逆にB市の報告は苦情を受け付

ける側からのものである。当然ながら、いずれも各々一面からの話なので、単純にどちらの

市が優れているなどといった比較はできない。ただ、区市町村によってというだけでなく、

相談をする側とされる側の温度差によって、このような違いが生じている可能性があるとい

う推察はできるだろう。いずれにしてもこの２つの事例から言えることは限定的だが、次に

ついて指摘をしておきたい。

　B市は、苦情が起きた際、介護支援専門員への連絡、市町村・介護支援専門員・相談者と

の協議の設定、結果についてフィードバック等をおこなうように努めているということから、

保険システムを運営する保険者として、また住民に最も身近な行政機関として、一定の相談

等支援機能を果たそうとしていることが窺える。しかしながら、長期化するケース以外は正

確な記録やデータをとっていないということから、苦情解決に対して区市町村が当該業務を

どの程度重みづけをしているかが測りかねるところである。これは単に件数の問題ではない。

もともと苦情を含む相談案件は、個人情報保護と相まって外部による検証が難しいが、記録

化・データ化の不十分さは、当該組織の苦情解決に向けての対応の在り方の実態の把握およ

び検証を難しくすることにつながることが懸念される。

　一方、A市の事例では、サービス事業者・居宅介護支援事業者に複数の点での法令違反の

疑いがあるが、それを利用者家族からの苦情という形で報せを受けたにもかかわらず、保険
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者はそれに真摯な対応をしたようには見受けられない。このことから、①保険者として、あ

るいは行政機関として不適切な公的サービス（保険対象サービスを含む）の放置につながる

ことのほか、そもそも、②苦情という形で表明された利用者がかかえる問題を一緒に解決し

ていうことする相談支援の不在、および、③根底には利用者側の権利に対する認識の低さが

疑われる。

　以下に、これらの課題に対する区市町村の対応の必要性について、検討をしていきたい。

４．介護保険の保険者として － 区市町村が苦情を受ける必要性①

（１）介護保険法により求められる区市町村の基本的役割

　保険者としての区市町村の役割は、被保険者の資格管理、要介護・要支援認定、介護保険

事業支援計画策定、保険料の設定・徴収、財政運営、地域密着型サービスの指定など多岐に

わたる。

　しかし、保険システムにおける保険者の最も基本的な役割は、被保険者が保険事故（要介

護・要支援状態）に該当した場合に保険給付（介護保険適用サービスの利用に要した費用で

あり、原則９割）をおこなうことである。

（２）保険給付の実効確保

　介護保険の中心的給付である介護給付・予防給付13）の内容は、「サービス費の支給」（介護

保険法第40条他）である。このことは、介護保険において保険給付を実施するにはその対象

となるサービスが不可欠であり、年金給付等と違って単に財源があれば給付をおこなえるも

のではないことを意味する。

　介護保険の給付対象となるサービスの中心は、「指定サービス」である14）。この指定サー

ビスを提供する事業者・施設となるために求められる要件の一つが「指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準」など原則として国が定めた基準（人員・設備・運

営基準）を満たすことである15）。

　保険給付という保険者にとって最も基本的な義務を果たすためには、介護保険法および基

準などの厚生労働省令や条例などを満たすサービスの存在が必須で、この点からも区市町村

は基準に適合したサービスを確保しなくてはならない。それは、単に違反した事業者・施設

を指定取り消しによって取り除けばよいということではない。なぜならそれは、サービスの

絶対量を減少させ、また利用者の選択の幅を狭めることになる。

　保険者として優先すべきは、指定取り消しよりも、法令を遵守するように事業者・施設を

教育的に指導していくことである。このように考えたとき、利用者から寄せられる苦情はそ

の手がかりとなり、苦情解決を通して適正なサービスに生まれ変わってもらう具体的な指導

が可能である。

　もう少し具体的にいうと、人員基準違反や介護報酬の不正受給などその事実が客観的に証
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明しやすいことであれば、最終的には指定取り消しという処分もとりやすい。一方で、サー

ビスの提供にあたっては「懇切丁寧」を旨とし、利用者・家族に理解しやすいように説明を

行うといった規定も基準には含まれていることは上述したが、このような抽象的・包括的な

規定をもっては、それに反している事業者・施設を発見しても、なかなか指定取り消しまで

にはしにくいものがあるだろう。だからこそ、その改善を求めた丁寧な指導が必要なわけだ

が、それは苦情という一つひとつの事例の解決を通しながらおこなっていくことが一つの方

法だと考える。

５．老人福祉法の措置の実施者として － 区市町村が苦情を受ける必要性②

　措置制度では、処分庁である行政主体が、サービス実施の決定をした上で、サービスを直

接提供する場合と、社会福祉法人など民間に委託する場合がある。措置サービスが不法行為

により利用者等に損害を与えたときは、国家賠償法第１条にもとづき、行政庁には賠償責任

が生じる。これは、行政庁が直接提供したサービスについてはもちろんだが、措置委託によ

って社会福祉法人など民間事業者が提供したサービスについても同様である。後者の場合、

措置委託をおこなった地方公共団体も国家賠償責任を負うとともに、利用者に直接に損害を

与えた社会福祉法人や従業者本人も民法にもとづく賠償責任を負っていた。

　しかし、社会福祉法人積善会暁学園事件の最高裁判決（最高裁第１小法廷・平成19年１月

25日判決）では、都道府県から措置委託を受けていた社会福祉法人が経営する児童養護施設

における不法行為について、「入所後の施設における養育監護は本来都道府県が行うべき」

とし、児童養護施設の職員等による養育監護行為は「公務員の職務行為と解釈するのが相

当」だが、「公務員個人は民法の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される」ため、

損害賠償責任は都道府県のみが負うこととされた。これは、施設を経営する法人やその職員

の損害賠償責任のみが問われることが多く、措置を委託した地方公共団体の国家賠償責任が

問われた例は少なかった16）従来の判決と比較して、大きな転換である。

　本判決は、社会福祉の措置委託が行われた際の行政の責任を明らかにしたもので、今後の

同種の訴訟の解決にとって重要な意義を有するであろう17）という見解があるが、その賛否は

ともかく18）、現実としては、措置委託をおこなう行政処分庁、老人福祉法の場合であれば区

市町村であるが、委託先のサービスの質の管理をする必要性が以前にもまして大きくなった

といえるのではないかと考える。

　苦情のなかに最低基準などの法令違反が含まれていると考えるならば、訴訟になるような

大きな事故ばかりでなく、一つひとつの小さな事案についても適切に対処していくことが、

結果的に措置権者である区市町村にとってのリスクマネジメントにつながると考える。
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６．ソーシャルワークの実施機関として － 区市町村が苦情を受ける必要性③

　介護保険制度により、ケアサービスのみならず、ケアマネジメントという相談機能も民間

事業者に委ねられた。介護保険導入時、筆者は委ねられた側で、介護支援専門員としての業

務に就いていた。当時、法令との適合性を考えながら給付を調整し、給付要件の一つである

ニーズ判断について迷ったとき、区市町村に質問をすると「それは、ケアマネジャーさんの

判断ですから」と言われ、その仕事の重大さを自覚させられると同時に、「ああ、これは、

従来区市町村がやってきた仕事を代ってやっているのだな」と印象に残った。

　一方、区市町村は、従来おこなっていた老人福祉領域における相談機能の少なからずの部

分を手放した。その結果、区市町村は「福祉的援助に直接的にかかわらず管理的機能に特化

する傾向が生まれ、「自治体福祉行政の空洞化」を引き起こしてきた」19）と指摘される。

　しかし、B市に見られたように、量的には圧倒的に当該領域の多数を占めるケアマネジメ

ント業務については民間事業者がおこなったとしても、苦情相談については区市町村自体も

積極的に関与することにより、区市町村も「福祉的援助に直接的に」かかわることは可能で

あるし、また必要なことである。その必要性、すなわち区市町村が苦情解決に取り組む意義

は、権利擁護（アドボカシー）とスーパービジョンの２つだと捉える。

（１）権利擁護（アドボカシー）としての苦情解決

　介護や福祉サービスの利用者は、認知症など判断能力の低下した人びとが少なくない。そ

のような人たちは適正なサービスを享受できなかったり虐待を受けたりという権利侵害を受

けやすい。また、判断能力に問題がない人であっても、事業者・施設側とは情報の非対称性

があったり、報復を恐れて言いたいことが言えなかったりする。よって、区市町村がサービ

スに関する苦情解決をおこなう際には、このような点を念頭に置きながら、利用者・家族の

立場に立って、情報を本人が理解できるように提供するとともに本人の意思決定にあたって

相談・助言をし、そのうえで、代弁・擁護をする必要があると考える20）。つまり、社会福祉

における苦情解決は、狭い意味での権利救済にとどまることなく、利用者にとっての最善の

利益を考え、かつ利用者が決定する利用者らしい生活（サービス利用を含む）を営むことを

下支えすることまでも守備範囲に入れる必要がある。

　介護保険制度や社会福祉法等に位置づけられる苦情解決手続きは、法制上の義務づけに基

づく権利擁護システムの一つとして形成されてきた21）。それは、サービスに関する苦情に限

っても、事業者・施設、運営適正化委員会、国保連、区市町村とさまざまある。このうち、

サービスの提供主体による苦情解決機能を内部アドボカシーとするならば、区市町村を含む

それ以外を外部アドボカシー機関と位置づけることができる22）。基本的に苦情・トラブルは、

当事者間（利用者 － 事業者・施設）すなわち、内部アドボカシーで解決することが望まし

い。しかし、それが困難なときに外部アドボカシーの作動が求められる。住民にとって最も

身近に存在する外部アドボカシーが区市町村である。もし、不適切なサービスを受け、それ
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について内部アドボカシーを経て外部アドボカシーに訴えても解決がなされないならば、そ

れは利用者にとっては二重の権利侵害となりかねない。

　ちなみに、自らが勤務する児童養護施設の入所児童に対するケアや施設経営について不適

切な点を解消したいと考えたが、施設内で自浄作用が働かなかったため、都道府県や運営適

正化委員会を含むさまざまな外部機関に訴えた経験のある職員が、外部アドボカシーが複数

あることの是非について問われたところ、「複数あったほうがいい。なぜなら、結局はどの

ようなシステムかというよりも、そこに真摯に対応してくれる職員がいるかどうかが問題解

決の糸口になるのであって、そうであれば複数の機関があったほうが、そのような職員に出

会える確率が高くなる。逆に言うと、さまざまな機関に相談に行っても真剣に対応してくれ

ない担当者が多かった」と述べていた。残念ながら、この発言は、A市とB市のように対応

が異なる自治体が存在することの裏付けとなるだろう。外形的システムを整えるだけでは不

十分で、実効性のあるアドボカシー機関となることが肝要である。

（２）スーパービジョンとしての苦情解決

　区市町村が「管理的機能に特化する傾向」にあると指摘されたが、管理自体が問題なので

はなく、その管理が何のためになされているかが問題である。外部、しかも保険者である区

市町村が苦情受付をおこなうことにより、事業者・施設は一定の自制が働くだろう。ある保

険者は、サービス費支給の抑制をねらいにしてケアプランの提出を求めている。

　しかし、それとは別に区市町村が果たすべきは、スーパービジョンだと考える。苦情とし

てあがってくる相談への個別的対応を通して、サービスの質的管理を施すと同時に、事業

者・施設職員への教育・支持をとおして育成を促す機会とすることができる。地域を一つの

組織と見立てたとき、区市町村には、その地域におけるサービスについて、少なくとも法令

が求める以上の水準を確保することを要請される。その際、スーパービジョンの視点と機能

は有効である。スーパーバイザーである区市町村は、スーパーバイジーである事業者・施設

を管理・教育・支持し、その結果、事業者・施設の成長を促すと同時に、組織（地域）とし

て提供するサービスの質の管理をし、結果、利用者（住民）を間接的に支援することにな

る。B市のヒアリングでは、スーパービジョンという言葉自体は出てこなかったが、これに

近い視点で苦情に取り組んでいるものと思われた。

　このような取り組みは、最終的には、地域のアドミニストレーションを含むコミュニティ

ワークにつながるものと考える。

まとめ

　苦情の適切な解決は、利用者の権利擁護にとって何より重要である。不適切なサービスを

受けながら、それについて苦情を訴えても解決がなされないことになると、それは、二重に
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権利侵害をされていることになるからである。

　また本来、苦情は利用者 - 事業者・施設当事者間の解決が望ましい。しかし、それが困難

な場合、区市町村は解決に向けて介入をする必要がある。なぜなら、苦情解決のプロセスを

通して事業者・施設を教育が可能であり、それはサービスの質の向上に資するからである。

　そして、介護保険制度において区市町村の最も基本的な役割は保険給付をおこなうことだ

が、それには給付対象サービスが不可欠である。サービスに関する苦情の少なからずにコン

プライアンス違反が含まれていると見込まれる以上、苦情に適切に対応することは、介護保

険制度の持続のためにも必要である。また、措置制度においても、受託先である民間事業者

が利用者に対しておこなった不法行為について、措置の実施者である行政が100％賠償責任

を負うことが最近の判例では示されている。このことからも、サービスの質の保証にかかわ

る苦情対応の重要性が増していくだろう。すなわち、区市町村が「苦情解決」に丹念に取り

組むことは、①利用者の権利擁護、②事業者・施設の育成、サービスの質の向上、③制度の

保持、という３点につながり、それらは地域の社会福祉経営にとって重要な要素となると考

える。

　しかしながら、実態は、それとは乖離している疑念が今回のヒアリング調査により浮かん

できた。この点について、より詳細な実態解明およびシステムとしてあるべき姿とのギャッ

プを埋めるための方策を検討すべきと考えるが、それは本稿ではできなかった。この点につ

いては今後の課題とさせていただきたい。

１） 2009年７月10日・朝日新聞
２） 田山輝明監修『福祉事業者における苦情解決手引』（平成20年、東京都社会福祉協議会）pp.108-

109
３） 田山pp.1-４
４） 報告書p.10
５） 報告書p.15
６） 報告書pp.28-29、pp.32-33、pp.45-46、pp.51-53、pp.57-58、pp.70-71、p.75、pp.79-80
７） 報告書p.101
８） 報告書p.98
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　In the public long-term care insurance system the most fundamental role of 

municipalities as the insurer is to provide insurance benefits; furthermore, it is essential to 

ensure quality service. There is a high volume of compliance violations, which is why 

handling the complaints in a timely manner in is necessary in to order to maintain the 

insurance system. Additionally, recent precedents show that the government on the 

placement should take 100% responsibility for wrongful conducts toward service users 

made by private sectors that be entrusted with providing the services. This is one of the 

reasons why the importance of responding to complaints related to service quality 

assurance is becoming more important.

　It is preferable that complaints can be settled between users and service providers. 

However, if it becomes difficult to resolve, the government is required to intervene in 

order to educate the service providers through the process of resolving the issues. As a 

result, the quality of elderly care service can be improved. 

　Applying appropriate solutions to the complaints is important for ensuring service 

users’ rights since if the user does not receive appropriate services and their complaints 

are not dealt with, it will result in double violation of their rights. 

　Therefore, municipalities that appropriately manage grievances will enable: 1）retention 

of the insurance system: 2）development of service providers and improvement of the 

quality of service: 3）advocacy for the users, and these three respects will become key 

elements in local/community administration.
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