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特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 61～79 頁） 

職場トラブル発生時における介護職の相談先

─山口県宇部・小野田地域での共同調査から─ 

福井 祐介 

1. はじめに

1.1 問題の所在 

日本社会の高齢化が進むなか介護ニーズはひきつづき増大している。しかし周

知のように介護にたずさわる人々の労働条件はいぜん良好とはいえない。非正規

雇用比率は高く、離職率が高いのも常態化している 1)。そのなかで介護職（ここ

ではケアマネージャー、介護福祉士、ヘルパーなど介護に関わる労働者全般をさ

す）にさまざまな制度の矛盾が集中し、それがしばしば介護職にとってトラブル

（もめごと・苦悩）として経験される。それらを大きく分けて以下のように分類

できるのではないか。

①介護職と利用者のあいだのトラブル 2)

②介護職の職業的役割それ自体に関わるトラブル 3)

これまで一般に①のタイプの相談先に社会の注目が集まる傾向が強かったとい

えるだろう。介護サービスの利用者は、ケアマネージャー、福祉事務所、区市町

村の苦情相談窓口、都道府県社協の運営適正化委員会、国民健康保険団体連合会

の苦情相談窓口などを利用できるが、これらは主として利用者の訴えを受け付け

るための相談機関である。一方、介護職側の主な相談先として、職場の同僚、上

司（管理職）、施設長などがすぐに思い浮かぶ。そしてトラブルへの対応手段とし

ては、ヒヤリハット報告書、リスクマネジメント委員会やケース検討会、利用者

アセスメントの実施、介護マニュアルの整備、第三者をふくめた苦情処理委員会

などがあり、いわゆる PDCA サイクル 4) をまわしていくことで、①のタイプのト



－ 62 － 

 

ラブルにおもに施設または利用者レベルで対応する。 

それに対し、②のタイプのトラブルやトラブル時の相談先はあまり注目されて

こなかった。そしてトラブルの種別性をふまえつつそれらを検討するといった試

みは、管見のかぎりは見あたらない。また、厚生労働省の調査や、この分野では

定評のある介護労働安定センターの調査項目 5) にも、そうした内容は含まれてい

ない。 

①と②のいずれの種類のトラブルにおいても、各種の職能団体（日本介護福祉

士会、日本介護支援専門員協会、日本社会福祉士会、ホームヘルパー協会など）

や、職場内外の労働組合 6)（日本介護クラフトユニオン、東京ケアユニオン、福

祉保育労、日本医労連、各地のコミュニティ・ユニオンなど）の相談窓口などが

既存の選択肢としてすでに存在する。本来はこれらの団体の力によって、介護職

の「横のつながり」を通じての集合的利益を実現するとともに、個別の介護職者

に対するエンパワーメントが期待されるところである。しかし現状では、組織率

の低さや認知度の少なさにより、それらは十分に力を発揮しているといえない 7)。

介護職の職能団体や労働組合へのトラブル時相談ニーズは、相談行動を経由して

の加入者増へとつながる可能性がある（現にユニオン系の団体はそうした活動を

軸に据えて運営されている）だけに、そうしたニーズについては調べておく必要

があるのではないか。 

介護職がどんなトラブルの時にどんな相談先の存在を意識しているか把握して

おくことは、介護職どうしの連帯の場を構築していくうえで参照できる基礎デー

タとなるだろう。将来の見通しの立ちにくい不安定な労働条件のもとで働いてい

るからこそ、介護職の「横のつながり」の存在は、職場のさまざまなトラブルに

際してのエンパワーメントを可能にする。さらに職場を越えた社会的広がりにお

いてそうしたつながりが存在することが、介護職への注目を集め、発言機会の増

加を通じて職業的地位向上に貢献することだろう。 

 

1.2 本研究の目的 

本研究の目的は、介護職の職場トラブルがどの職場でも起こりうることを前提

に、それらに際しての相談ニーズの所在がどこにあるかを把握することにある。

そして職場トラブルの発生「実態」ではなく、むしろ仮定的場合を含むトラブル
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時の相談先への「ニーズ」に注目する。もちろん実態の把握も非常に重要である

ことはいうまでもないが、共同調査の限界もあり、それについては今後の（筆者

を含む）検討にゆだねたい。調査設計時、調査対象組織のトラブル「実態」をた

ずねる場合、調査拒否比率の高まりを懸念したこともある。 

それに加え、本研究に先行して大阪府箕面市で筆者を含む研究グループがおこ

なった法社会学的研究（福井 2007 8）, 福井 2008: 73-87）がある 9)。そのときの調

査内容と同形式の設問をおこなうことで、両調査の結果を比較することも本研究

のもうひとつの目的である。 

本研究では、結果を今後の研究会などを通じて現場の介護職へとフィードバッ

クさせ、そのやりとりが研究者と介護職の相互刺激となり次の研究活動へつなが

っていくことも期待している。もともと本研究自体が介護職に対する「ケア 10)」

の一種であり、また一種のセルフ・ケアとして介護職じしんがおこなっている「介

護調査」を促進するための刺激にもなると、筆者は考えている。そのことは、か

ねて広島国際大学の矢原隆行氏が活動の場としてきた山口県介護福祉士会主催の

「介護研究セミナー」に、今から約２年前、筆者を含む数名の社会学研究者が参

加することで本研究が出発したこととかかわる。われわれは各自の問題関心を持

ちよって、職場訪問（宇部市内のグループホーム）や共同での先進施設視察など

を行いながら、本稿執筆に至る１年数ヶ月のあいだ議論を重ねてきた 11)。本研究

は、そのように進められた協働作業の果実としての調査結果にもとづいている。 

 

2. 調査概要と本稿で用いる設問 

 

2.1 調査の概要 

調査主体は、筆者を含む社会学研究者数名と介護職のグループで立ち上げた研

究会である「介護と役割に関する研究会 12)」である。同研究会で何度も検討を重

ねて「介護職と利用者に関する調査」（以下「介護職調査」と略記）を実施した。 

この調査の対象は山口県南西部にある宇部市（人口約 17.4 万人）および山陽

小野田市（同約 6.5 万人）の医療および福祉関係施設 で働く介護職（ケアマネ

ージャー、介護福祉士、ヘルパーなど介護労働に従事する人々）であった。そし

て上記 268 施設から便宜抽出した 94 施設の職員 1325 名に自記式調査票を配布し
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回収した 13)。調査期間は 2009 年 10 月 10 日（配布開始）から 11 月 20 日まで（回

収期限）であった。最終的に 1159 票の有効票が回収され、回収率は 87.5 %とな

った。 

 

2.2 本稿でもちいる設問 

介護職調査のなかでも、本稿で用いる筆者担当部分は職場トラブル関係の設問

である。設問内容としては前記「①介護職と利用者のあいだのトラブル」と「②

介護職の職業的役割それ自体に関するトラブル」をある程度網羅的にカバーする

5 種類の介護職場トラブルをとりあげた。 

それらは、１．職場の人間関係がぎすぎすしている場合、２．職場の労働条件

に問題がある場合、３．利用者とトラブルが起きた場合、４．仕事へのやる気を

失ってしまった場合、５．納得のいかない解雇通告を受けた場合、である。そし

てそれら職場トラブルのそれぞれにおいて 15 種類の典型的な相談先を示し（表

１）、それへ相談したいかどうか、あるいはその相談先を知らないかを、5 つの選

択肢をもってたずねた（表２）。 

 

表１ 相談先リスト（「その他」をのぞく） 

相 談 先 

ア）職場の同僚 

イ）上司（直属より上（施設長など）を含む） 

ウ）事業所内の相談窓口（存在しない場合、あると仮定） 

エ）事業所内の労働組合（存在しない場合、あると仮定） 

オ）家族・親族（うち、介護関係の仕事経験がない人） 

カ）家族・親族（うち、介護関係の仕事経験がある人） 

キ）知人・友人（うち、介護関係の仕事経験がない人） 

ク）知人・友人（うち、介護関係の仕事経験がある人） 

ケ）介護関係の研修会や勉強会の場 

コ）個人加入できる労働組合（ユニオン） 

サ）行政の相談窓口 

シ）職能団体（介護福祉士会など）の相談窓口 

ス）法律系の専門家（弁護士・社会保険労務士など） 

セ）メンタルヘルスの専門家（カウンセラー・精神科医） 

ソ）インターネット（掲示板・コミュニティサイトなど） 
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            表２ 選択肢 

相談したくない    相談したい 

←    → 

 

そ
の
相
談

先
を
知
ら

な
い 

１ － ２ － ３ － ４ ５ 

 

3. 集計結果 

 

3.1 職場トラブル別にみた集計結果 

設問によって得られた回答のうち、ここでは「その相談先を知らない」を除く

回答結果を「相談ニーズ・スコア 14)」とした。これは、各トラブル別に 15 の相

談先（「その他」除く）に対する選好度を 4 件法（相談したくない～相談したい）

でたずねた結果を得点化したものである。 

そして相談ニーズ・スコアが高い相談先から降順ソートした表を作成した（表

３～表８）。総合的ニーズを示す表８以外は「その相談先を知らない」（ＤＫ）比

率も示した。各表でグレーに網掛けされている行（項目）は、相談ニーズがポジ

ティブである（スコアが中位の 2.5 以上である）相談先である 15)。 

 

3.1.1 「職場の人間関係がぎすぎすしている」場合の相談先 

表３によれば、「職場の人間関係がぎすぎすしている」場合は、上位から順に、

知人・友人（介護仕事経験あり）、職場の同僚、家族・親族（介護仕事経験あり）、

という相談先が積極的に選好される。 

 

3.1.2 「職場の労働条件に問題がある」場合の相談先 

表４によれば、「職場の労働条件に問題がある」場合には、職場の同僚、知人・

友人（介護仕事経験あり）、家族・親族（介護仕事経験あり）、が相談先として積

極的に選好される。 

 

3.1.3 「利用者とトラブルが起きた」場合の相談先 

表５によれば、「利用者とトラブルが起きた」場合には、職場の同僚、上司、知

人・友人（介護仕事経験あり）、家族・親族（介護仕事経験あり）、事業所内相談

窓口、が相談先として積極的に選好される。 
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表４ 職場の労働条件に問題がある 表３ 職場の人間関係がぎすぎすしている 

3.1.4 「仕事へのやる気を失ってしまった」場合の相談先 

表６によれば、「仕事へのやる気を失ってしまった」場合には、知人・友人（介

護仕事経験あり）、職場の同僚、家族・親族（介護仕事経験あり）、家族・親族（介

護仕事経験なし）、知人・友人（介護仕事経験なし）、が相談先として積極的に選

好される。 

 

3.1.5 「納得のいかない解雇通告を受けた」場合の相談先 

表７によれば、「納得のいかない解雇通告を受けた」場合には、家族・親族（介

護仕事経験あり）、職場の同僚、知人・友人（介護仕事経験あり）、家族・親族（介

護仕事経験なし）、上司、知人・友人（介護仕事経験なし）、事業所内労働組合、

事象所内相談窓口、法律系の専門家、が相談先として積極的に選好される。 

 

3.1.6 総合的相談先 

表８は、表３から表７までにある相談ニーズ・スコアを相談先ごとに合計し、

総合的相談先選好度として算出し、表にしたものである。この表だと網掛けされ

ている相談先は、（2.5×5＝12.5 以上のスコアを持つ）ポジティブな相談先となる。 

同表によれば総合的にみて、職場の同僚、知人・友人（介護仕事経験あり）、家

族・親族（介護仕事経験あり）、上司、家族・親族（介護仕事経験なし）、が相談

先として積極的に選好される。 

 

 



－ 67 － 

 

表５ 利用者とトラブルが起きた 表６ 仕事へのやる気を失ってしまった 

表７ 納得のいかない解雇通告を受けた 表８ 総合的相談先選好度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 相対的に相談ニーズの大きい／小さい相談先 

各表の最下行には「平均値合計」として示されている数値がある。これらの値

は、職場トラブルそれぞれにおける相談ニーズの相対的大きさを表す。総合得点

表である表８をのぞいた表３から表７の中で、最もこの値が高いのは表７「納得

のいかない解雇通告を受けた」場合（スコア 38.16）である。また最も低いのは

表６「仕事へのやる気を失ってしまった」場合（スコア 32.19）である。 

 

3.2 属性別にみた集計結果 
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表９ 総合的相談先（女性） 表１０ 総合的相談先（男性） 

 ここからは各トラブル別の相談先を総合的にみるために、相談先選好度の合計

である「総合的相談ニーズ・スコア」を属性別に集計した。そして先と同様にス

コアの高い相談先から降順ソートした表を作成した（表９～表１８）。 

 

3.2.1 性別にみた場合の総合的相談先 

表９と表１０によれば、男女の相談先選好の順位に大きな差はなく、平均値合

計もあまり違わない。しかし女性は上位項目の得点が高く、下位項目の得点が低

い（言い換えると上位と下位のばらつきが大きい）のに対し、男性は上位項目の

得点は低めだが、下位項目の得点が比較的高い。 

 

3.2.2 年齢層別にみた場合の総合的相談先 

表１１と表１２によれば、若年齢層（10～30 代）の方が高年齢層（40～70 代）

よりも全体的に相談ニーズ・スコアが低い。その中でも高年齢層は上司への相談

ニーズが比較的高く、介護仕事経験のない友人・知人への相談ニーズが比較的低

い（若年齢層はその逆である）。 

 

3.2.3 勤務先規模別にみた場合の総合的相談先 

表１３と表１４によれば、勤め先の施設規模（人数）が 50 名未満である方が、

50 名以上であるより相談ニーズ・スコアが高い傾向がある。 
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表１１ 総合的相談先（10～30 代） 表１２総合的相談先（40～70 代以上） 

表１３ 総合的相談先（勤務先 50 名未満） 表１４ 総合的相談先（勤務先 50 名以上） 

 

 

 

3.2.4 雇用形態別にみた場合の総合的相談先 

表１５と表１６によれば、非正規雇用層の方が職場の同僚への相談ニーズ・ス

コアが高い。正規雇用層は友人・（介護仕事経験あり）、家族・親族（介護仕事経

験あり）のスコアが比較的高いものの、他の項目では非正規雇用層よりむしろス

コアが低い。平均値合計で見ると、やはり非正規雇用層の方が相談ニーズ・スコ
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表１７ 総合的相談先（HS 勤務） 表１８ 総合的相談先（HS 以外に勤務） 

アは高いことが読みとれる。 

 

 

 

3.2.5 勤務先別（ヘルパーステーションか否か）にみた場合の総合的相談先 

表１７と表１８によれば、ヘルパーステーション（表では HS と表記）に勤務す

る層の方がそれ以外の層より相談ニーズ・スコアが高い。またヘルパーステーシ

表１５ 総合的相談先（正規雇用） 表１６ 総合的相談先（非正規雇用） 
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ョン勤務層には、事業所内相談窓口にやや積極的に相談する傾向が存在するよう

だ。 

 

3.3 箕面市調査 

先年大阪府箕面市で行った調査結果の一部を示し、今回の介護職調査と比較し

たい。以下は、箕面市調査の「トラブル事案別別相談ニーズ」（表１９）、および

「総合的相談先選好度」（表２０）である。 

表１９によれば、相談ニーズが最も多いのは解雇事案、ついで職場いじめと仕

事干しなどであった。また表２０によれば、職場トラブル時の相談先として選好

されるのは、上司、家族・親族、友人・知人、同僚、会社相談窓口、社内労組、

専門家窓口、という順であった。 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 考察 

本節では、前節で紹介したさまざまな調査結果について検討し、その含意

について考察したい。 

 

4.1 介護経験者が相談先として選好される 

表３から表８までを通してみると、いずれの職場トラブルにおいても、介護職

の相談先として選好される傾向が高いのは、同僚であり、また介護の仕事経験の

表２０ 総合的相談先選好

度（箕面市調査） 

表１９ トラブル事案別相談ニ

ーズ（箕面市調査） 
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ある家族・親族または知人・友人であった。これについては、専門職としての悩

みを共有し、共感しやすい立場にあるのは同じ介護職経験者であるから、といっ

てよいだろう。 

たとえ非現役であるとしても、相談先として頼りになるのは職務のしんどさや

やりがいを理解しあえる介護職である。介護職どうしの横のつながりを豊かにし

ていこうとするとき、現役性にこだわる必要はとくにない。介護福祉士等の有資

格者であっても現役の介護職ではない人々（潜在的有資格者層）が層として大量

に存在する現在、むしろここには、現役・非現役の区別を越えた職能的ネットワ

ークづくりの可能性が暗示されている。 

 

4.2 組織内相談先への選好 

また同じく表３から表８までから言えるのは、組織内または組織外に設けられ

た制度的・法的・専門的相談先（総じていえば「フォーマルな相談先」）の選好度

は総じて高くなく、認知度も比較的低い（ＤＫ(%)が高い）。これはどのトラブル

種別でも見られる結果であった。 

それら相談先のなかで、組織「内」に設けられた相談先（事業所内相談窓口・

事業所内労働組合）の方が、組織「外」に設けられたそれ以外の相談先よりも選

好され、認知度も高い傾向がみられる。とりわけ「利用者とトラブルが起きた」

場合（表５）において、組織内に設けられた相談先の選好度が比較的高い。 

事業所内相談窓口については、介護職にとって利用者とのトラブルは必然的に

組織全体の対応問題とならざるを得ないため、パーソナルな相談先だけでなく組

織内のフォーマルな相談先を利用するのであろう。事業所内労働組合については、

それが「存在するならば」、一定の利用価値はあると見ている層がそれなりに存在

するようだ。 

とはいえ組織外の相談先もまた利用者と介護職の権利擁護に重要な役割を果た

す。行政窓口にせよ、法律の専門家にせよ、アクセスのしやすさを高めるために

は、職能団体や労働団体が中間に立って媒介するべきではないか。 

 

4.3 組織外の研修会・勉強会への選好 

同じく表３から表８までによれば、表７の「納得のいかない解雇通告を受けた」
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場合を除き、フォーマルな組織外相談先の一つである「介護関係の研修会・勉強

会」が表中の「中の上」付近に位置する傾向がある。 

ここでいう研修会や勉強会とは、施設の外で介護福祉士会や行政などが提供す

るセミナーなどをさす。それらは、組織内における通常の職務役割から距離をと

りながら（あるいはそれら役割と直接関係なく）、介護の専門職として知見を深め

意見を交換する場である。 

そうした場はアソシエーションとして、各種の研修や情報の共有といった機能

を果たすことが期待されている。同時にそれらは、実質的な意味でトラブルにつ

いて「人と話す」機会も与えてくれる。話すことじたいがある種のカタルシスに

なる場合もあるし、またトラブルの論点整理を行ったり、有益な情報交換につな

がるかもしれない。そうした目に見えにくい場の機能への期待が、こうした調査

結果に現れているのではないか。介護福祉士会の組織率向上はそれじたいとして

も重要な社会的課題であるといえるが、こうした結果を踏まえて相談機能の充実

をはかり、それを通じて組織拡大を行うことも考えられるだろう。 

ところで、おなじく事業所外の団体である「個人加入労働組合」は、いずれの

表においても低順位に属する。表２０での箕面市調査の結果でも同様である（た

だし箕面市調査では「外部労働組合」とした）。介護士であればだれでも加入でき

る職能団体としての介護福祉士会とは違い、こうした労働組合は職場トラブルが

実際に起こった時の「駆け込み寺」的存在であるため、存在感が薄いのであろう。

またＤＫ(%)が他の相談先より高い傾向がある点からは、そもそもこうした労働組

合の存在じたいを知らない人が多いこともうかがえる。 

 

4.4 解雇と燃えつき  

トラブル別の相談ニーズ量（各表最下行の「平均値合計」の数値参照）につい

ては、表７の「納得のいかない解雇通告を受けた」場合において相対的にもっと

も高く、表６の「仕事のやる気を失った」場合においてもっとも低い。 

その理由であるが、「解雇」という困難事案ではパーソナルな人間関係だけでな

くフォーマルな相談先にコンタクトを取らざるを得ず、場合によっては経営側と

闘うことになる。その一方、「燃えつき」のような一見本人のやる気次第とされる

問題については、他人に相談する前に内向してしまいがちであり(すでに「燃えつ
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き」ているならなおさらである)、ましてフォーマルな相談先へはなかなか意識が

向かわないのではないか。燃えつきの問題は本人にとっても危機的経験であるだ

けでなく、職場定着率にも直結する経営上の課題でもあるから、フォーマルな相

談先へと積極的に誘導するしくみをつくることには経営的にも合理性がある。 

 

4.5 属性による差異① 性別と年齢  

表９と表１０では大差はないけれども、身近な人間関係にもとづく相談先をつ

くりやすいのが女性で、身近な人間関係はやや苦手だがフォーマルな相談先を探

すこともいとわないのが男性、という傾向が読み取れる。また表１１と表１２か

らは、高年齢層は相談先をやや強く選別する傾向があり、フォーマルな相談先に

抵抗感が少ないが、介護の仕事をしたことがない友人・知人にはあまり相談しな

い傾向も読み取れる。 

ジェンダーと年齢という基本属性によって、このように介護職の相談先選好傾

向は異なる。そして、男性高齢層と女性若年層という基本属性の組みあわせは､

相談ニーズのあり方の両端に位置する。同じく介護職といっても、男性高齢層や

女性若年層の特徴をふまえた対応が必要といえよう。 

 

4.6 属性による差異② 勤務先規模と雇用形態 

表１３と表１４によれば、勤務先は大規模であるより、中小規模であるほうが

相談ニーズ・スコアはやや高い。大規模施設では一般に官僚制組織が発達するた

め職場の人間関係はシステム化されており、また大規模施設ほど医師や看護師な

ど多くの高度専門職と介護職が入り混じって働いている可能性が高い。そのため、

多くの場合に職制末端に位置づけられ、なおかつ医師を頂点とする専門職ヒエラ

ルキーにおいてどうしても従属的位置におかれる介護職は、ほんらい必要な主張

まで自己規制してしまうのかもしれない。スケールメリットがなければ介護施設

の経営は厳しいとも言われるが（NHK スペシャル取材班・佐々木とく子, 2008: 

91-94）、なればこそ大規模施設の組織リソースの有効利用をはかりつつ、介護職

の声をとりあげやすいしくみを作る配慮が求められよう。 

一方、表１５と表１６によれば、正規雇用層は職場の同僚などいくつかの上位

項目の相談ニーズが高いが、中位項目の得点はそれほど高くない。ここでの中位
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項目は施設内外のフォーマルな相談先であるから、正規雇用層は身近な職場の世

界にやや閉じる傾向があるのかもしれない。非正規雇用層は逆に、身近な職場の

世界からやや疎外されやすい反面、さまざまな相談先の利用に積極的なのではな

いか。雇用形態の差によってこうした相違が見られる点も留意するべきであろう。 

 

4.7 属性による差異③ヘルパーステーション勤務か否か 

回答者がヘルパーステーション勤務かどうかで比較したのが、表１７と表１８

である。ヘルパーステーションとそれ以外では勤務形態が異なることが予想され

15)、こうした比較を試みた。ただヘルパーステーション勤務者の回答が 30 名程度

と少ないため､データとしては参考以上になるものではない。 

結果としては、ヘルパーステーション勤務の介護職は、それ以外の勤務形態の

介護職よりも各相談先への相談ニーズを多く有していた。職場が利用者宅である

ため、勤務時間の大半において同僚や上司と顔を合わせないことが、逆に相談ニ

ーズじたいを高めるのだろうか。 

 
4.8 箕面市調査との比較 

箕面市調査の結果を示した表１９と表２０は、今回の介護職調査の結果と基本

的に整合する。 

まず箕面市調査のトラブル事案別相談ニーズ（表１９）は、介護職調査の上述

3.1.7（「相対的に相談ニーズの大きい／小さい相談先」）の内容と対応している。

表３から表７の最下行「平均値合計」のなかで値がもっとも高いのは表７「納得

のいかない解雇通告を受けた」場合であった。箕面市調査であげられた職場トラ

ブルの種類は「職場いじめ」「仕事干し」など個別労働紛争事案を列挙しているの

で今回の介護職調査とかなり異なるけれども、解雇事案にもっとも相談ニーズが

あるという結果については介護職調査と共通している。 

また､箕面市調査の総合的相談先選好度（表２０）は、介護職調査の総合的相談

先選好度（表８）と対応している。表２０は相談先順位のみ示しているので、同

様に表８の相談先順位と比べると、最上位項目こそ表２０は上司、表８は職場の

同僚であるが､上位項目に上司、知人・友人、同僚、家族・親族が並んでいる点と、

その下位に事業所内窓口や事業所内労働組合がくるのも同じである。そして外部

労働組合が最下位レベルにあるのも同様である。 
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両調査で母集団が大きく違う（大阪府箕面市の一般市民と山口県宇部・小野田

地区の介護施設職員）にも関わらず、職場トラブル時の相談ニーズに関し一定傾

向が確認された。このことから、両調査で得られた知見にはそれなりの普遍性が

ある、といえそうである。 

 

5. 結びにかえて 

本研究では介護職を対象に質問紙調査を行い、職場トラブルが「かりに発生し

たら」という想定で、各種トラブル状況においてどういう相談先が選ばれる傾向

があるかの回答結果を分析した。そしてここまで紹介してきたような相談先選好

パターンがみられることを明らかにした。 

ここで得られた知見や仮説を、介護職の職場をより働きやすいものとし、また

介護職どうしの横のつながりを広げていくため、役立てることができれば幸いで

ある。そういった波及作用がいろいろな回路をつうじてわれわれに再度フィード

バックされるとき、きっとそれはわれわれの研究にとっても「ケア」的な意義を

持つことだろう。 

 

注 

1) 介護労働や介護労働市場をめぐる全般的現状紹介としては、すでに最新とはいえ

ないが､堀田（2008）によるまとめを参照。 

2) ①には介護事故とそれ以外のものが含まれる。田中元（2006）を参考に列挙すれ

ば、まず介護事故として転倒事故、転落事故、誤嚥・誤飲、介護ミスによる事故、

食中毒・感染症、褥そう、誤薬などの事後処理、などがある。 介護事故以外とし

ては、利用者持ち物の紛失・物損、セクハラ・暴言を利用者から受ける、訪問介護

における遅刻、利用者間のケンカなど）といった多様な問題がふくまれる。 

3) ②に関連して介護福祉士のコンプライアンス（法令遵守）問題も、医行為の担い

手に関するトラブル要因となる。これまで医師と看護師にだけ認められてきた医行

為をどこまで介護職に認めるかがその焦点である。2005 年には「つめ切り」など

いくつかの行為が、また本年度からは「たんの吸引」などのいくつかの行為が、そ

れぞれ一定の条件のもとで介護職の正当業務として認められた。しかしその背景に

ある問題は、施設などにおける医療側（医師・看護師）の人的リソース不足である

し、またそもそも利用者のメリットを最大化させる医療と介護の適切な分業が現場

から求められている点こそ問題の根本である。医師や看護師の仕事のうち、ある程
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度の部分は介護のベテランならこなせる。医師法や保健師助産師看護師法といった

法令が遵守されるべきことは当然であるとしても、その結果として現場の介護職を

悩ませつつ行われている法令違反を実質的に放置するのでは、法解釈と運用が現場

のニーズに追いついていないといえるだろう。こうした境界問題は今後もホットな

法的・社会的問題でありつづけると思われる。 

4) これは、｢Plan 計画→Do 実行→Check 点検→Action 見直し｣というフローによる業

務内容改善プロセスであり、ISO9000 にも反映されている品質管理の手法である。

「特別養護老人ホームにおける介護事故防止ガイドライン」（三菱総合研究所 , 

2007）参照。 

5) 平成２１年度介護労働実態調査によれば、賃金・人手不足・有給といった労働条

件への不満が介護労働者には強い。また前職を辞めた介護労働者の場合、勤務先の

理念や運営に不満、人間関係上の不満、低収入などをその主な理由としてあげてい

る（介護労働安定センター(2010)による）。こうした不満が職場でのトラブルの原

因となっていることは容易に予想される。 

6) 労働組合が労働者のために役に立っているかは労使関係論上の大きなテーマであ

る。近年の介護系労働組合に関しては、白崎（2009: 136-186）が大手の介護クラフ

トユニオンが充分に介護職の側に立って機能しておらず、むしろコミュニティ・ユ

ニオンが労働者に寄り添ったアドバイザー役割を果たしている点を介護職経験の

中から指摘している。また、介護労働者のネットワークづくりや労働運動の難しさ

は、高木（高木, 2008: 45-58）も指摘している。 

7) 日本の全産業での労働組合推定組織率は現在のところ 18.1%であるが、医療・福祉

系に限れば 7.8%と低い。（厚生労働省平成２１年労働組合基礎調査）。一方で職能

団体については、「弁護士会」「税理士会」のように加入が当然とされるものを除け

ば、専門職種によって加入状況はことなる。たとえば医師が任意で加入する「日本

医師会」は約 6 割の組織率となっている。しかし任意加入の専門職団体であっても

介護福祉士のように専門性が確立途上にあり、また急速に人口が増加しつつあり、

独立自営性も欠き地位不安定な専門職の場合、組織率の向上が難しいことは容易に

想像される。現在の日本全国の介護福祉士の組織率は約 5%であり（財団法人社会

福祉振興・試験センターホームページ、および日本介護福祉士会・日本介護学会ホ

ームページ）、介護福祉士登録者数の増加にともないむしろ組織率は低下傾向にあ

る。これをいかにして増勢へ転じさせるかが、介護職の地位向上という点から重要

であると考える。 

8) 平成１６～１８年度科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「紛争回避と法化の法理論

的・実証的研究」（研究代表者：福井康太（大阪大学大学院法学研究科准教授））の

研究成果報告書である。本研究では職場いじめやセクシャル・ハラスメント、パワ
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ー・ハラスメントといった人間関係型職場トラブルに焦点を当て、箕面市民を対象

として職場トラブルに遭遇した場合に、人々がどのような紛争解決行動をとるかに

関して調査を行った（箕面市調査）。 

9) 2005 年以降数年間にわたって、法社会学の立場から法意識と紛争行動に関し大規

模な数量調査がおこなわれており、現在その調査結果がまとめられている（『現代

日本の紛争処理と民事司法』全３巻, 2010, 東京大学出版会）。これらは川島武宜の

法意識研究の流れを汲む「法の経験科学的研究」として位置づけられており（松村

良之・村山眞維 2010:ⅸ）、トラブルの法的解決について考える場合、参考とすべ

き点は少なくない。とはいえそれらは、介護職の相談行動に焦点を当てて介護職の

職場環境の向上や組織化を展望する本研究のスタンスとはもちろん異なる。 

10) ここでいう「ケア」は、身体介護や生活援助などの介護「労働」という意味では

なく、「気にかける」「世話をする」といった語義に沿った意味を持たせている。 

11) 介護の現場にうとい筆者のような社会学研究者と、大部分の方がはじめての介護

研究に手探り状態の介護職とでつくった研究会は当初ややぎこちなかったが、何度

も回を重ねるうち自然に「われわれ意識」のようなものが生まれ、現場の実践を目

の当たりにすることで、研究上有用ないくつもの「気づき」が得られた。われわれ

研究者の側も、調査票の作成方法や分析手法などいろいろな点で介護職をアシスト

した。やや大げさに言えば、お互いに知的権威を独占することなく、ケアの与え手

と受け手の関係が双方向であり、かつ相互補完しあうような関係性がつくられた

(田中, 2008:112)、ともいえよう。 

12) 「ケア」それ自体およびケア関与者や利用者の「役割」への関心を共有する、介

護職と社会学研究者からなる研究グループである。 

13) 実施に際して山口県介護福祉士会の協力を得ることができたのは幸いであった。

各施設では事前に施設責任者に調査票内容を確認してもらったうえで、各施設職員

に協力を依頼するという手順を踏んだ。 

14) 本稿で分析の中心的道具となる「相談ニーズ・スコア」は、この数値が高いほど

相談しやすい相談先（数値が低いならその反対）といえる。回答の中には、すでに

職場トラブルをかかえ、そのため相談ニーズも抱えているケースが含まれているは

ずだが、トラブルの有無について介護職調査では調べておらず、ここでの検討はで

きない。 

15) 4 段階の選択結果を得点とする相談ニーズ・スコアは 1、2、3、4 のいずれかの値

をとる。そのため、最小値 1 と最大値 4 の中間値である 2.5 を基準として、スコア

平均値がそれよりも高い相談先は積極的に選好されているといえる。 

16) ヘルパーステーションの介護職は、施設内でなくサービス利用者宅へと足を運ん

でいく勤務形態であり、労働時間を有効利用するため直行直帰する場合も多い。そ
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のため、トラブル時の相談先が少ないと仮定した。 
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