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者委員の役割、その氏名の明示、また事業所内への掲示は

当たり前と思っていたのですが、現状では記載のない事業

所、氏名の記載はあっても連絡方法が示されていないなど

が見られます。数年前と比べると、取り組みは進んでいるよう

に思いますが、でも、利用者が少しでも意見などを言いやす

い機会をつくること、増やすこと、すなわち利用者の権利擁

護の視点から考えると、とても気になっています。 

改めて、第三者委員の目的と役割についてです。 

目的は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の

立場や状況に配慮した適切な対応を推進することです。 

役割は、①利用者が職員に苦情申し出をしにくい際の苦

情解決や苦情申し出人と苦情解決責任者との話し合いへの

立ち合い、助言や解決策の調整を行うこと、②日常的な確

認と利用者からの意見聴取などを行うことです。 

▼第三者評価の経験から 

・事業所での取り組みは、年1回から数回開催する「苦

情・意見などを報告する委員会」に呼ばれて報告内容に

関する意見を述べる。また、この委員会開催日に、面接を

希望する利用者と面接をし、意見・意向などを把握して委

員会で報告する。 

・定例の相談日を設ける。例えば新規利用者には、入所し

た数週間後に第三者委員と面接をしてもらい、サービス内

容への満足や不足・不満、希望を聞いてもらい、改善に活

用する。また、第三者委員が毎月訪問し、希望者と面接

をする。 

・ボランティアとして定期的に事業所を訪問し、利用者の生

活状況や支援内容を把握し、職員へ提案・助言する。 

・第三者委員宛の「意見箱」の設置など、です。 

第三者委員の選出は、事業所や利用者から信頼され、中

立・公正な判断ができる人を地域の中から選ぶことで、複数

私は“権利擁護”について全身で学習したことはなく、福祉

サービス第三者評価という活動をして20年になりますが、ま

だまだで、うつむいてしまいます。 

ただし、第三者評価では、権利侵害として「虐待」「身体拘

束」が評価項目としてしっかりと取り上げられています。この権

利侵害も難しいなと思いつつ、制度上で禁止事項として具体

的に取り上げられているので、わかりやすさはあります。権利

侵害を避けることで、権利擁護をしているということなのでしょ

うか。 

先日“権利を高める”という発言を聞き、ドキドキしました。

苦情・意見・要望などの言いやすさは、権利を高めるための

一つになるのでしょうか。 

今回は、苦情解決の仕組みにみる“第三者委員”につい

て、考えてみます。 

▼苦情解決の仕組み 

社会福祉法に基づき、社会福祉事業の経営者には「利用

者等からの苦情の適切な解決に努める責務」が規定されま

した。そして、各事業所段階における苦情解決体制として、

（1）苦情解決責任者、（2）苦情受付担当者、（3）第三者委

員の設置が求められました。しかし、第三者委員の設置は努

力義務であり、実態は「苦情解決のための取り組み状況」の

表のとおりです。 

この表からもわかるように、第三者委員の設置、そして活

用には、法人・事業所により、かなり開きがあります。法人内

の複数事業所が共同で第三者委員を設置している場合や、

事業所として単独に設置している場合があります。 

第三者評価では「重要事項説明書」を拝見します。第三
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表 苦情解決のための取り組み状況 

総数 

苦情解決の 

取り組みあり 

（複数回答） 
苦情受付窓口を

設置 

苦情解決責任者

を設置 

共同で第三者委

員を設置 

単独で第三者委

員を設置 

その他の取り組

みを実施 

59,576 

（100％） 

57,536 

（97％） 

54,494 

（91％） 

49,359 

（83％） 

14,276 

（24％） 

16,569 

（28％） 

1,318 

（2％） 

（「平成30年社会福祉施設等調査」より） 
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❖講師の紹介 

講師の牧野さんは、わが国の「介護者・ケアラー支援」の

課題に2001年から取り組み、2003年にはNPO法人「介護者

サポートネットワークセンター・アラジン」を設立しました。アラ

ジン独自の事業として、介護者の都合でいつでも飛び込める

常設カフェ「ケアラーズカフェ」を立ち上げ、これは全国に広

がっています。 

2010年には、ケアラー支援に関心をもつ全国の仲間たち

と一般社団法人「日本ケアラー連盟」を立ち上げ、活動して

います。この法人の活動によって「ケアラー支援条例」を制

定する自治体が出てきました（2021年6月現在、埼玉県、

北海道栗山町、三重県名張市など）。また、ヤングケアラー

を対象とする支援条例の制定も全国の自治体で動き出して

います。 

介護保険制度は、サービスを充実させ、使いやすくしたか

もしれません。しかし、社会の変化は、家族介護を楽にはし

ていません。むしろ、複雑な介護に取り組むことになっていま

す。ともすると、家族を介護者としてのみ位置づけ、家族介

護者の生活・人生を無視しているのではないか、「気にかけ

たふり」のレベルなのではないかと気になっていました。 

制度は限界を定めるので、必ずそこから脱落する人が出

てきます。そこで、制度を気にしない取り組みが必要であり、

NPOなどの自主的な活動が生きます。言い換えれば、脱落し

た人たちが気軽に集まれる、利用できる場所・機会が必要な

のです。そこでまず、牧野さんたちの活動を理解することから

始めたいと思い、この内部研修会の開催を計画しました。 

今回の内部研修会の参加者は24名でしたが、そのうちリ

モート（Zoom）参加者が16名でした。都内からの参加だけで

なく、長野県、静岡県、栃木県など都外からのリモート参加

がありました。リモート参加した長野県在住の会員・萱津さん

に、感想を書いていただきました。萱津さんは現在、家族の

介護をしていて、その切実な経験、そして福祉現場また福祉

系大学の教員の経験からの提案・感想でした。今回の内部

研修会が萱津さんのお役に立ったら嬉しいです。 

（新津ふみ子） 

 

❖講義の内容 

●ケアラーという言葉を用いた理由 

①家族という言葉を使わない 

そもそも日本では「家族支援」という言い方をしてきた。家

族は「介護の含み資産」と認識されてきたように、重要な「介

護力」としてとらえられてきた。日本で考える家族支援とは、

イコール「在宅介護」の「継続支援」という意味合いで、家族

という言葉には「介護はやってあたり前」という役割規範が含

まれてしまう。そのことに家族は苦しんでいる。家族という言

葉を使ったのでは、そもそも支援の対象として気づいてもらえ

ないということもある。 

そのため、アラジン立ち上げのとき「家族という言葉は使わ

名が望ましいとされています。地域の民生委員・児童委員、

大学教員などが指名されているようですが、法人・事業所の

選択の基準は必ずしも明確ではなく、活用についても具体性

に欠けると気になることがあります。 

 

▼20年前を振り返る 

利用者の権利を考えていたら、当法人の立ち上げ時が思

い出されました。 

当法人を2000（平成12）年に立ち上げた頃には、厚生労

働省や東京都も第三者評価制度の検討を進めていました

が、まだ第三者評価の体制や評価基準は公開していません

でした。当時、法人の立ち上げに集まった仲間たちと独自の

評価基準を作成すべく、社会福祉の基本理念である「個人

の尊厳の尊重」を施設サービスのなかでどのように具体化す

ればよいのかという論点で話し合う必要がありました。そのな

かで「利用者の意見が反映されない施設運営は、あるべき

姿ではない」という経験に裏打ちされた齋藤医師（前理事・

会員）の発言は、侃々諤々の議論を鎮め、その一言によって

「介護老人福祉施設評価基準（試案）」の基本的な視点の

重要な部分が決着した、という記憶があります。 

この評価基準の試案では、①施設サービスを受ける利用

者が提供されるサービスをどのように受け止めているのか、

②施設運営に関して利用者が意見を出しやすい体制になっ

ているか、③施設サービスの提供にあたって利用者の人格

が尊重されているか、④提供されるサービスは限りなく地域

での生活に近づけようとする方向性を示しているものか、の4

点を基本な視点にしました。齋藤先生、そしてこの議論をま

とめてくれた要厚子さんの確固たる姿勢からの学びは、今も

忘れられません。なお、この内容は『メイアイヘルプユー10

周年記念誌』で紹介しています。 

 

20年前を振り返り、改めて利用者の権利擁護として、利用

者の声を大切にすること、この声を改善につなげることの重

要性、その具体策の一つとして「利用者調査」（場面観察を

含む）の充実と有効活用に取り組むことを一つの課題にした

いと思っています 

◇ 

長渕で締めます。『Run for Tomorrow ～明日の為に～』

です。 

♪oh... oh... 
 何千何百通りの生き方がある 
 人それぞれに大切なものがある 
 お前と俺とは確かに違うけれど 
 たったひとつだけ同じものがある 
  
 それは明日の為に今があり 
 明日の為に今を生きている 
 その今の為にお前と俺が生きていて 
 全てはひとつにつながって行く 
  
 幾千万もの苦しみたちよ 
 その度ごとに俺たちは立ちあがってきた 
 だから明日の為に！ 明日の為に！ 
 Run for Tomorrow♪ 

内部研修会報告【5月28日（金）】 
 

ケアラーの社会課題と地域資源 

～ケアラーを地域で孤立させないために～ 
講師：牧野史子 氏 

一般社団法人 日本ケアラー連盟 
NPO法人 介護者サポートネットワークセンター・アラジン
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国の方針になった。 

ヤングケアラーの実情として、ケアをしている相手は、小学

生・中学生の場合は母やきょうだい、高校生では祖父母が

多い。そのケアの内容として、小学生・中学生は家事やきょう

だいの世話、高校生は身体的介護となっている（図3）。 

ヤングケアラーの抱える問題は、成長過程にある子どもや

若者がケアを過度に担うと、その子どもや若者が受ける影響

が大きなものになるということである。特にマイナス面として、

学校生活に集中できない、自分の健康や進路を考えること

が後まわしになってしまうなどがある。 

一方で、地域で介護者を支援するため、ヤングケアラーを

見つけ、支援につなげる活動がある。例えば、地域で「ケア

ラーズカフェ」を立ち上げたり、ヤングケアラーのつどいの場を

開催するなどの取り組みが行われている。 

ケアラー支援の例として、イギリスでは自治体による「ケア

ラーアセスメント」の義務化がなされ、ケアラーズセンターが

ケアラーと自治体の活動をつなげる働きかけを担っている。

日本では、2012年からNPO法人「介護者サポートネットワー

クセンター・アラジン」が、東京都杉並区のJR阿佐ヶ谷駅前

で支援のための「ケアラーズカフェ」を始めている。また、一

般社団法人「日本ケアラー連盟」は、支援者の研修や実態

把握などの活動を行っている。 

●ケアラーを地域で孤立させないために 

最後に、牧野さんから「日本でも社会保障費の増大が社

会問題化し、介護の担い手としての家族がますます期待さ

ない」と決めて「介護者支援」と言い始めた。 

②幅広い介護家族を支援対象に 

介護者では「介護保険」が連想され、高齢

者介護のイメージに限定されがちになる。ケ

アラーは、高齢者だけではく、幅広い障害や

病気の家族をケアする人を示す。日本ケア

ラー連盟の立ち上げのとき、イギリスで介護

家族を指す「ケアラー」を支援の対象として

位置づけた。 

●ケアラーとは 

ケアラーとは、心や身体に不調のある人へ

の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」

など、ケアの必要な家族や近親者・友人・知

人などをケアする人たちをいう。 

一般社団法人「日本ケアラー連盟」では

「こんな人がケアラーです」として、療育ケア

ラー（障害をもつ子どもを育てている）、老老介護（健康不安

を抱えながら高齢者が高齢者をケアしている）、ダブルケア

ラー（介護と仕事の両立で他に何もできない）、介護離職（仕

事を辞めて一人で親を介護している）、遠距離介護（遠くに

住む高齢の親が心配で頻繁に通っている）、ヤングケアラー

（目を離せない家族の見守りなどのケアをしている）、依存症

ケアラー（アルコール・薬物依存やひきこもりなどの家族をケ

アしている）、ひきこもりケアラー（障害や病気の家族の世話

や介護をいつも気にかけている）などを示している（図1）。 

●介護者支援が必要な社会背景 

以下のような社会状況から、わが国では多世代・多様な

ケアラーが存在するとともに、若年介護者も増えている。 

①少子高齢化、世帯（家族）構造の変化 

②結婚の様相の変化、きょうだい数の減少（一人っ子が多

い） 

③地域コミュニティの希薄化 

そのことによる課題としては「ケアラーの地域での孤立化」

「心身の健康の阻害」「教育や人生イベント等の機会の喪

失」が起きていることである。 

総務省統計局のデータでは、介護をしている人は627万6

千人で、そのうち30歳未満（15～29歳）の介護者が21万

人、通学中のヤングケアラーは3万8千人、また介護や看護

のために離職する人は年間10万人となっている（平成29年

就業構造基本調査）。 

ケアラーの負担感やストレスには「介護そのものからくる負

担感やストレス」「要介護者との関係からくる

もの」「他の家族メンバーとのストレス」「医療

や介護などのサービスかかわるストレス」など

がある。また、支援につながりにくいケアラー

は「自分が介護者だと思っていない：ケアの

認識が薄い」「介護優先で自分のことは二の

次：ケアに没頭」「周囲に気兼ねして希望を

伝えられない：罪悪感」などの人たちである

（「全国介護者支援団体連合会」テキスト）。 

●ヤングケアラーの実情と支援施策 

ヤングケアラーとは「家族にケアを要する

人がいる場合に、大人が担うようなケア責任

を引き受け、家事、家族の世話、介護、感情

面のサポートを行っている18歳未満の子ども

のこと」をいう（図2）。ヤングケアラー支援は

図1 ケアラーとは 

図2 ヤングケアラーとは 
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施設入所をしていくなかで、できるだけ自宅

で暮らしたいという両親の思いを叶えたいと、

関係する機関の職員と共有することで、両親

のための介護チームが結成されたように感じ

ています。 

 今回の研修内容は、先駆的な取り組みを

されてきた牧野様の発想の豊かさと、対応

力・行動力の素晴らしさを、最初に感じまし

た。あわせて、私自身のケアラーとしての姿

勢を問われる思いがしました。知識があって

も知識だけでは乗り越えられないこと、介護

者の状況は介護者自身には見えていないこ

と、寄り添い、受容し、客観的に見てくれる第

三者の存在の必要性を痛感しました。「ケア

ラーズカフェ」は、そんな存在として、全国に広がっているの

ではないでしょうか。 

介護保険制度が施行されて20年強が経ちましたが、まだ

まだ周知されていないと感じます。介護者が追い詰められて

からでは、手遅れです。行政の相談窓口だけでなく、気楽に

相談できる場所が地域の中で見えていること、そして必ずつ

なぐ仕組みがあること、またケアラーに対するアセスメントの

重要性を感じた研修でした。 

最後に、ヤングケアラーの問題は、ようやく注目されてきま

したが、教育現場との連携が不十分と感じています。ケア

ラーに関する課題は山盛りです。今後も、牧野様の活動がさ

らに展開されることを期待しています。タイムリーな研修をあり

がとうございました。 

長野県・萱津公子（メイアイヘルプユー会員） 

 

 

 

 

1年開催を延期した2020東京五輪のアスリートの活躍状

況と、「コロナ」の新規感染者数や緊急事態宣言が再発出さ

れた「街」の様子などで、報道は占められています。会員の

皆様の仕事を含めた日常も少なからず影響を受けているも

のと思います。メイアイヘルプユーも「コロナ感染症」をきっか

けに、内部研修会にZoom利用してみました。すると全国にい

る会員の方から勉強会参加の申し込みもあり、改めて「文明

の利器」を感じています。 

足掛け3年に及ぶ「新型コロナ感染症」への対応は各国で

違いがあります。その根拠に国のおかれている状況、考え方

が反映していることがわかります。「コロナを正しく恐れること」

が強調されていますが、“ゼロコロナ”を目指すと、この暮らし

がいつまで続くのかとも思います。ともあれ、代表も私もワクチ

ン接種を終えました。            (文責：鳥海房枝） 

れる時代です。だからこそ、その家族＝介護者の人生やライ

フステージに目を向ける必要があります」ということ、またケア

ラー問題は社会的孤立の問題であり、問題は多岐にわたる

ものであること（高齢者虐待・介護殺人、ダブルケアラー：子

育てと介護、介護離職、生活困窮・引きこもり）、そしてそれ

らの問題のトリガーとして「介護」があるとの指摘があった。 

そして、国の施策としてもますます重視されつつある「ケア

ラー」をめぐる社会課題をより深く認識するとともに、介護は

誰もが直面する課題であることから、それを「地域の課題」と

して皆で広く共有し「さまざまな苦難を抱えて孤立する人たち

を、温かく包み込める地域をつくりましょう」というメッセージが

伝えられた。 

（報告者：川崎千鶴子・メイアイヘルプユー理事） 

 

 

 

 

久しぶりに開催されるメイアイの内部研修会の案内が「リ

モート参加OK」との連絡でした。「うわぁ！お久しぶり……」と

思いながらテーマを拝見した第一印象は「なんと私のための

企画みたい」です。そう感じて早速リモート受講を申し込みま

した。 

なぜならば、昨年からの新型コロナウイルス感染症の感染

拡大と並行し、実家の両親が相次いで検査、手術、リハビリ

のための転院となり、それぞれ2か月ずつの入院をしました。

入院中は面会が全面禁止で両親の様子がわからずに、退

院後に弟と二人で仕事を抱えながら、両親二人の在宅介護

ができるのだろうかという不安がありました。あわせて、次女に

初めての子どもが生まれ、産後の世話も同時進行となり、両

親のダブルケアに、初孫の世話のトリプルケアに追い込まれ

ました。過去に特別養護老人ホームで働いた経験のある私

でも、認知機能が低下した要介護4の父と要介護2の母を、

在宅サービスを使いながら毎朝晩通って、介護経験の全くな

い弟との生活をどう支援しようかと悩みました。 

幸いにして、居宅のケアマネから福祉サービス事業所の職

員がかつての職場の仕事仲間であったことで、「大丈夫でき

るよ」という私に対して「抱え込むことが一番いけないと、あな

たはよく知っているはずでしょう」とたしなめられながら、何とか

1年以上の在宅ケアを続けてこられました。在宅で暮らしてい

れば、県内在住の孫・ひ孫に両親は会うことができ、生きる

力ももらえます。同年代の母の友人たちが次々と不本意な

みなさまからの 
社会福祉情報お待ちしています。（編） 

メールアドレス：smile-npo@meiai.org 
＊HPアドレス：www.meial.org/ 

内部研修会に参加して 
編集後記 

図3 ヤングケアラーは誰のケアをしているか（日本ケアラー連盟，2017） 


