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緊急対応課題！

カスタマーハラスメントから職員を守るには

株式会社安全な介護
www.anzen-kaigo.com

ヘビークレームとは、職員の著しい負担となる
身勝手で理不尽な要求をいいます

家族からヘビークレームへの対応策



1

あるヘビークレームの事例

■褥瘡の責任追及からエスカレートした息子さん
Ｍさん（男性90歳）は、特養に入所した当初しばらく体調がすぐれず、終日臥床しているこ

とが続きました。元々皮膚が弱かったＭさんは、この間に尾骶骨の辺りの皮膚が赤くなってし
まいました。面会に来た息子さん（61歳）に看護師が「軽度の褥瘡ですが心配ありませんか
ら」と説明すると、大変な剣幕で「褥瘡は手抜き介護の典型、欧米では訴訟起こされて賠償金
取られるんだぞ。施設長を呼んで来い！」と大きな声でまくしたてました。

施設長が対応すると、「手抜き介護で褥瘡を作っておいて謝罪もないと言うのはどういうことなんだ、役所に
報告するからな」と言います。その上、息子さんは褥瘡防止ができた原因と再発防止策を文書で報告するように
要求してきました。
施設長は「頻回にチェックして褥瘡予防に努める」という趣旨の簡単な文書を作成して回答しましたが、息子

さんは「こんないいかげんな対応では安心できない。褥瘡防止には２時間おきに体位変換するのが常識だろう」
と強く要求します。施設長は「そこまでしなくても褥瘡は防げると思います」と反論すると、「あんたはバカな
のか？こんな文書寄こして納得してもらえると思ったのか。この文書を役所に出してやるぞ」と脅します。仕方
なく施設長は2時間おきの体位変換という要求を受け入れました。
近くに住んでいるため頻繁に面会に来る息子さんは、その後も面会のたびに「部屋の床に埃があるぞ、掃除し

ろ」「洗面台のコップが汚れてる、きれいに洗え」「もっとていねいに介助しろよ」と介護職に怒鳴ります。あ
る時、若い介護職員が「そんなに細かいことできませんよ」と不満を漏らすと、「おまえこの仕事について何年
経つんだ、いい加減にしろよ」「こんなことも分からないのか、親の顔が見たいわ」「人をバカにしてるのか？
ヘラヘラしやがって。ぶっ殺すぞ」と１時間以上説教をされました。
見かねた介護主任が施設長に進言し、施設長が息子さんに「業務の指示は介護職に直接言わないで下さい」と

話しました。すると息子さんは「アンタ俺を舐めてんのか？お前の首なんかすぐに飛ぶんだぞ。市長は友達だか
ら褥瘡のこと話してやろうか？」と脅しました。その後施設長は息子さんが何を言っても反論することがなくな
り、職員から「何とかして下さい」と言われても「きっと理解してくる時が来るから根気よく説得している」と
言うだけです。
その１か月後に、介護主任と相談員が「もう耐えきれない」と施設を辞めてしまいました。主任と相談員の退

職のいきさつを知った他の職員は、施設長を無視するようになり、ついに施設長も退職しました。
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１．家族からのヘビークレームの実態

◍一般常識の限度を超えている要求
◍実現が困難と分かっている要求
◍職員の業務負担が著しく増加する
◍自分だけの特別な利益を要求

要求の内容が

◍暴力的・威圧的な態度と言葉
◍職員の人格を否定する暴言を吐く
◍要求を長時間・何度も執拗に繰り返す
◍施設側の弱みにつけ込んで脅す

要求の手段が

◍職員が精神を患って失職する
◍労働時間増加で職員の健康被害
◍思い余った職員が利用者を虐待

◍職員が労働基準監督署に訴える

深刻な被害

《１》利用者家族による“ヘビークレーム”とは何か？

対応が困難な要求を、強硬な手段（カスタマーハラスメント）で主張する

いったん受け入れるとエスカレートし、さらに困難な要求へとつながる

困難な要求への対応によって、深刻な業務の障害と職員の健康被害を招く

【カスタマーハラスメント】
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株式会社安全な介護では、2018年11月から2か月かけてヘビークレームの実態について調査
をしました。（電話とメールでの聞き取り調査）

《２》ヘビークレームはどれくらい起きているのか？

ヘビークレームに関する実態調査

施設種類 対象数 経験ない 経験ある 深刻な影響 軽度の影響 業務に支障 職員の被害

特養 105 85 20 8 12 12 4

老健 35 22 13 3 10 3 2

介護付有料 35 16 19 6 13 5 1

その他 40 31 9 3 6 3 1

合計 215 154 61 20 41 23 8

１．家族からヘビークレームを受けたことがあるか？
（「受けたことがある」と答えた施設のうち）
２．被害の程度が深刻だった
３．被害の程度は軽度だった
４．業務の支障があった
５．職員の被害があった

調査内容

調査結果
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■社会的な要因

◍カスタマーハラスメントの増加
消費者による自己中心的で理不尽な要求や悪質なクレームなどの迷惑行為。明確な定義は
定まっていないが、商品やサービスの提供側に明らかな過失がないにもかかわらず、執拗
に謝罪や対価を要求する、暴言や暴行に及ぶ、威圧的な言動をとる、といった行為を指す。
増加傾向にあるとされ、威力業務妨害罪や脅迫罪などの違法行為になりうる事例もあるこ

とから、2018年に厚生労働省が｢働き方改革｣の一環として対策の検討に着手している。

◍感情労働職種の増加
顧客などの満足を得るために自身の感情をコントロールし、常に模範的で適切な言葉・表
情・態度で応対することを求められる労働のこと。｢肉体労働｣｢頭脳労働｣に続く第３の労
働形態として、米国の社会学者アーリー・ホックシールドが提唱した。具体的には、旅客
機の客室乗務員をはじめとする接客業、営業職、医療職、介護職、カウンセラー、オペ
レーター、教職などが挙げられるが、近年はあらゆる職種で感情労働を強いられるケース
が増加傾向にある。感情労働による疲労や心の傷は回復しにくく、メンタルヘルスの不調
を引き起こすことも少なくないため、社会問題化している。

ＵＡゼンセン（産業別労働組合）が、外食、タクシー、ホテル、病院・介護などサービ
ス業の労働者を対象に2018年に実施した調査では、組合員3万人の約75％に当たる21,440
人が「業務中に悪質クレーム(迷惑行為)に遭遇したことがある」と回答。そのうち9割以
上が「ストレスを感じた」と答えた。中でも医療・介護・福祉は２位のフードサービス
の２倍以上とダントツの１位。

《３》なぜ家族のヘビークレームが増えたのか？

施設入所者家族によるヘビークレーム増加の背景
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■地域的な要因

◍大都市圏に多いヘビークレーマー
前出のアンケート調査によれば、ヘビークレームは大都市圏の施設に集中していることが
わかります。大都市は全てのサービス業で過当競争が激化し、一般消費者がわがままに
なっているという傾向があります。また、大都市圏の施設入所者は病院から直接入所する
利用者が多く、家族が在宅介護を経験していない、という特徴があります。在宅で利用者
を介護した経験があれば介護の苦労を知っていますし、ショートやデイサービスを利用者
していれば、介護サービスの限度も自然に認識しています。

◍施設が理不尽な要求を拒絶できない理由
①管理者の姿勢
管理者は「施設運営には家族との信頼関係の構築が不可欠」と家族との人間関係を重視し
過ぎる傾向があり、毅然とした態度でNoと言えません。また、“福祉は受容が基本”と
「まず受け入れてから理解を求めよう」と受け入れてしまいます。
②施設サービスの上限が決められていないこと
施設介護は個々のサービス単価が決められていない包括サービスであり、サービスの受け
入れ上限が決められていないのです。「母だけ週５回入浴させろ」という要求に対して、
「入浴は週２回まで」という“決まり”が無いので、拒否する明確な理由がないため受け
入れてしまいます。
③サービス提供を拒否する場合の“正当な理由”が明確になっていないことです。例えば、
家族のハラスメントによって職員がうつ病になれば、家族による不当な加害行為ですから
サービス提供を拒否しなければなりません。しかし、このような現実的な被害が発生して
いるケースでさえも、管理者「まさか退所させられないし」と、家族に毅然とした対応が
できません。

■施設サービス固有の要因
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◍複数の職員が辞めてしまう
ヘビークレームの被害で最も多いのは、職員が辞めてしまうことです。関わった職員が２
人・３人辞めることは珍しくありません。なぜ、職員はヘビークレームへの対応でやめて
しまうのでしょうか？もちろん、暴力的・威圧的な言動にさらされて、精神的に疲弊する
ことも大きな要因ですが、管理者の対応に失望することが大きな要因です。現場では受け
入れられないような要求を、トラブルを怖れる管理者が安易に受け入れてしまうからです。

◍職員の健康被害
暴力的・威圧的な言動に毎日さらされれば、大きなストレスからうつ病を発症する職員が
出てきます。「執拗に特定の職員を攻撃する」「個人的なことで攻撃する」「人格を否定
するようなことを言う」などは、明らかなハラスメントで人権侵害です。介助動作の一挙
手一投足を粗さがしして、執拗に指摘することも明らかなハラスメントです。

《４》ヘビークレームで発生する被害

◍業務への支障
「毎日入浴させろ」などのヘビークレームを受け入れることで増加する業務負担は、全体
としては大きくはありません。むしろ、クレームを受ける（クレームを聞く）時間のほう
が問題である場合が多いのです。「１回１時間クレームを言う」「週に１０回は電話で長
時間クレームを言う」など、対応に要する労力と時間が大変な業務量になります。

職員を守れない施設は見放される

🏁クレーマーを放置したため利用者の虐待に至った施設

耐え難い苦痛は防衛機制につながり家族の代わりに利用者を攻撃する
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《１》ヘビークレームのパターン

○居室の洗面台の水がまずくて飲めない、浄水器を付けろ

○母が心配だから毎日メールで介護記録を送れ

○あの認知症の利用者がうるさいからこちらに来させないでくれ

○絶対に効果があるリハビリを自分が考えたから母にやれ

○職員のあいさつが暗く気分が不快になる、元気にあいさつさせろ

○一度に使う歯磨き粉の量を正確に守れ

○毎日面会に来るから見ている前でおむつ交換しろ

パターン１：利用者のケアに関係ない家族の満足ための要求

○母はきれい好きだから毎日入浴させろ

○２時間おきに体位変換しろ

○夜間は1時間おきに巡回しろ

○面会に来た時にはケアの記録を見せて説明しろ

○身体機能の低下を防ぐためにリハビリを毎日やれ

○通院の付き添いは全て施設でやれ。そのために預けているんだ

○話しかけないと認知症が悪化するそうだ。30分おきに話しかけて

パターン２：施設業務の障害となる特別なケアの要求

２．ヘビークレームの種類と家族の特徴
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○２時間おきに体位変換しろ

○夜間は1時間おきに巡回しろ

○母は身体が弱いから居室の拭き掃除は毎日やれ

○毎食後にコーヒーを出せ

○この部屋は暗い、個室に移して窓側のベッドにしろ

○家では毎日検温をしていたから施設でも毎日やれ。

○糖尿病なので血糖値を計って常時一定になるようにしろ

パターン３：利用者間の公平性に反する要求

○居室の洗面台の水がまずくて飲めない、浄水器を付けろ。

○心配だから週に1回メールで介護記録を送れ。

○週2回の入浴なんてあり得ない、もっと増やせ。

○褥瘡防止のためには2時間おきの体位変換が必要だ。

○職員のあいさつが暗く気分が不快になる、元気にあいさつさせろ

○一度に使う歯磨き粉の量を正確に守れ

○毎日面会に来るから見ている前でおむつ交換しろ

パターン４：要求の目的に合理的な根拠がない要求
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■暴力的・威圧的な要求手段

○突然大声を上げて「俺の言うことが聞けないのか！」と怒鳴りつける

○「市長は私の友達だ、市長に言えばお前の首なんかすぐに飛ぶんだぞ！」と恫喝する

○「どこ見て聞いてんだ、ぶっ殺すぞ！」と怒鳴りつける

○「おまえがバカなんだろ！」と職員の頭を小突く

○「俺をバカにしているのか！」と襟首をつかむ

○「それでも人の親か！」と職員の人格を否定する

■異常に執拗な要求手段

○同じ要求を1時間以上繰り返す

〇１日に10回も電話をかけてくる

〇毎日面会に来るたびに長時間要求を繰り返す

パターン５：暴力的・威圧的で執拗な要求（カスタマーハラスメント）

◍ヘビークレームをパターン化（類型化）する

パターン別に対抗手段とその根拠を明確にする

🏁「なぜ毎日入浴できないんだ、毎日風呂に入るのは常識」という主張

どのように反論すれば良いか？反論ができないため、受け入れてしまうことが多い。
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管理者は「施設運営には家族との信頼関係の構築が不可欠」と家族との人間
関係を重視し過ぎる傾向があり、毅然とした態度でNoと言えません。また、
“福祉は受容が基本”と「まず受け入れてから理解を求めよう」と受け入れ
てしまいます。ですから、一定程度トラブルが表面化した時点で、対応窓口
を迅速に法人本部に切り替える必要があります。

３．ヘビークレーム対応の体制づくり

《１》法人本部との連携

◍なぜ法人対応に切り替えるのか？

多くのクレーマーはクレーム対応専門部署に弱い

■クレーマーは専門部署を次のように考えている

〇直接サービス提供をしている施設職員と違って事務的な対応

〇人間関係ができていないので情に訴えることができない

〇クレーム対応に慣れている（精通している）

〇顧問弁護士や警察と連携している

対応窓口を切り替えただけで、多くのクレーマーが黙る

手強い！

施設ではヘビークレームに対応はできない
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■法人本部事務局にお客様相談室の設置
施設現場の手に負えない強硬なクレーマーが現れた時や、法律問題に関わる紛争が起きた時な

どの対応のために、法人本部事務局内に「お客様相談室」という部署を作ります。部署名は何で
も構いませんが、交渉相手が「クレームや法律に詳しい専門部署である」と分かるような名称が
最適です。一般的には、総務部内に置かれることが多く、総務部長や総務課長が兼務します。執
務室も部署名の表示も必要なく、名刺と名札だけ作ればＯＫです。
施設現場での対応から本部対応に切り替えた時に、移管通知文に名刺をクリップ止めして郵送

します。この名刺を見ただけで、「手強い相手が出てきてしまった、施設職員のように甘くない
だろう」とプレッシャーをかけることができます。

社会福祉法人ニコニコ会
法人本部事務局 お客様相談室

室長 山田 滋
〒171-0021

東京都豊島区西池袋５丁目26-15

久保田ビル２F

TEL:03-5995-2275 FAX:03-5986-1776

●名刺作成上の注意
・Eメールアドレスや携帯電話の番号は表示しない
・裏面に白紙にして何も表示しない
・紙の色は白で光沢がないものを使用
・法人のロゴやイラストは敢えて入れない
・字体はオシャレでポップなものを使わない
・無骨な印象のものが良い

◍名刺の見栄えが肝心

敢えて武骨でダサいものが良い、オシャレな名刺はダメ

本部事務局内にお客様相談室が必要
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施設業務や職員に大きな影響をあたえるようなヘビークレームは、それほど頻
繁に起こる訳ではありません。発生頻度としては稀ですから、これらに対応し
た苦い経験のある施設管理者は少ないと思われます。ですから、初めてヘビー
クレームを受けた時に間違わずに対応できるように、マニュアル化して管理者
に配布しておく必要があります。マニュアルの内容を熟読して覚える必要はあ
りません。対応の流れと考え方を理解して、発生した時に適切な対応ができる
ようにしておけば良いのです。また、「管理者が自分だけで解決しようとして
解決が困難になる」という失敗例が多いので、本部との連携対応を理解しても
らいます。

《２》管理者用「ヘビークレーム対応マニュアル」の配布

◍マニュアルのポイント

管理者だけでは対応できないこと理解させる

■マニュアルの構成

〇ヘビークレームの事例と対応方法の周知徹底 〇ヘビークレーム発生時の対応 〇

契約書・重要事項説明書・施設サービス計画書のチェック 〇根拠を示して要求を一

度拒否する 〇法人本部への報告 〇一度拒否しても最終的には受け入れる場合 〇

ヘビークレームを受け入れる場合の手続き 〇施設サービス計画書の変更 〇家族面

談と説明 〇面談相手との会話の録音について 〇要求の手段が暴力的・威圧的な場

合などの対応 〇本部お客様相談室への移管 〇本部での対応の流れ

マニュアルがなければ対応は不可能
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■管理者への報告
ヘビークレームに該当するような要求が発生したら、すぐに管理者に報告を上
げます。ヘビークレームに該当する要求はその場での回答は避けて「上司に報
告して検討し後程回答させていただきます」と答えます。「ヘビークレームで
は？」と疑われるものについても、同様の対応とします。クレーム受付表に要
求内容と要求の手段（要求における言動）を詳細に記録させます。「今すぐに
窓を拭け」などと言われた場合は、トラブルを避けるために従います。

４．ヘビークレームへの対応手順

■要求の拒否が契約違反にならないか？
「１日５回口腔ケアをしろ」というヘビークレームを拒否しようとする時、いかに根拠が正当
であっても施設サービス計画書に「口腔ケアは１日５回」と書いてあったら拒否できません。
拒否すると契約違反になってしまいます。また、施設サービス計画書に「誤えん性肺炎防止の
ための口腔ケアの徹底」などと、あやふやな表現で書かれていると、家族の主張を追認するこ
とになり、家族の「１日５回口腔ケアをしろ」という要求を拒めなくなります。
施設サービス計画書は、入所契約書・重要事項説明書と同様に、契約条件を定めた法的拘束力
のある約定ですから注意が必要です。

🏁「居室に監視カメラを付けるぞ」と言ってきました。

入所契約上拒否できるか？特養と介護付有料では違う？

クレームの発生

施設サービス計画書の確認
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■受付票は具体的に記入する
クレーム受付表に要求内容と要求の手段（要求に
おける言動）を詳細に記録します。要求発生以降
も執拗に要求を繰り返す場合は、会話を録音する
ことが必要です。
施設管理者は相談員や主任などと相談して、ヘ

ビークレームとして本部へ報告すべきかどうかを
検討します。ヘビークレームかどうか疑わしい場
合には、暫定的に本部に報告を上げます。本部に
報告をあげたクレームについては、その後も対応
状況を連絡します。
要求内容への対応が困難である場合、要求手段

が暴力的・威圧的である場合には、相手の言動を
詳しく記載します。特に言葉は「威圧的な態度で
」「暴言を吐いた」など漠然とした表現を避け、
“カッコ書き（直接話法）で「おまえ、ぶっ殺す
ぞ」と言った、と記入しなくてはなりません。

クレームの受付と本部報告
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■正確な記録のための録音
後日ヘビークレーム家族に対して、法的な措置を含めた厳正な対応を行う際

に、相手の言動に関する記録が不正確では困ります。特に暴力的・威圧的な言
動をする家族に対して、この言動を止めさせようとする時、記録が「暴言を吐
いた」などの漠然とした表現では主張ができません。どのような暴言かを正確
に直接話法で記録するためには、会話の音声を録音しておく必要があります。
会話の一言一句を全て文字で記録する必要はありません。後日「貴殿の〇〇と
言う発言は」と不当な発言を指摘する時に役立ちます。

🏁「無断録音は盗聴だろう、違法だ、訴えてやる！」と言われたら

「相手の承諾なく面談の会話を録音する行為は違法ではありません。どうぞ警察に
訴えて下さい。あなたとの会話を記録するためには必要なのです」と答えます。

◍無断録音は許されるのか？

相手に無断で会話を録音することは違法ではない

会話は必ず録音する
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■要求が正当でも手段が暴力的・威圧的な場合
机を叩く（蹴る）または暴言を吐くなど暴力的な言動で威圧して、要求を押し通そうとする

人がいます。まず、違法行為（法律に抵触する行為）かどうかをチェックします。特に刑法に
抵触する行為をする相手に対しては、迅速に厳しい対応をする必要があります。“襟首をつか
む”という行為は暴行罪に該当しますし、“お前ぶっ殺すぞ”と相手を脅かす行為は脅迫罪に
該当しますから、警察に告発することができます。また、故意または過失によって不当に他人
の権利を侵害する行為は不法行為ですから、その行為を止めさせたり損害賠償を請求すること
ができます。
当然これらの違法行為や不法行為を行う相手に対しては、債務不履行を主張して入所契約の

解除を主張することができます。介護サービスは正当な理由なく提供を拒否することはできま
せんが、違法行為や不法行為はこれらの“正当な理由”に間違いなく該当しますから、退所要
求をする事由となります。

■クレーマーの行為が刑法に抵触するケース
暴行罪：殴る蹴るなどの暴力行為の他にも、頭を小突く、襟首をつかむなど
傷害罪：暴行の結果傷害を負わせた場合
監禁罪：脅して帰れなくしたような場合
強要罪：無理矢理土下座させて謝らせる
脅迫罪：「お前ぶっ殺してやる」と言葉で脅す。ＰＴＳＤになれば傷害罪
恐喝罪：脅迫して金品を提供させる。
不退去罪：「帰って下さい」と何度言っても居座る
名誉棄損罪：公の場で人を誹謗中傷する
侮辱罪：人を侮辱して精神的苦痛を与える
威力業務妨害罪：１日に何度も電話でクレームを言ってくる（判例は１日１４回）

要求の手段が暴力的・威圧的な場合の対応
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■本部から施設に対して移管を指示する
一定期間施設管理者が家族の要求に対して対応し、要求には応じられないと説明したにもか

かわらず、納得せずに迷惑行為や暴力的・威圧的な手段で要求を繰り返してくる場合がありま
す。本来この時点で対応窓口を本部に移管しなければなりませんが、施設管理者は自分で何と
か解決しようと頑張ってしまいます。管理者が頑張っても、ヘビークレーム家族が狡猾な相手
になると、施設管理者の対応や発言などの不適切な点を粗さがしして、新たにクレームの材料
とするなどエスカレートして泥沼化していきます。
そこで、一定期間進展がなく鎮静化しなければ、本部から施設管理者に対して対応窓口の移

管を指示します。本部は「この相手は手強く長期化する」と判断したら、施設管理者からの移
管要請が無くても積極的に指示しなければなりません。

◍本部対応の目的

本部が対応することでクレームの鎮静化を図る

■対応経過の確認と対応方針の決定
移管を指示したら、それまでの対応経過を確認し、どのような対応手段が可能か判断し、顧

客相談室としての対応方針を決定します。家族に対しては、「退所要求の検討」「警察への告
訴」「賠償訴訟」などの用意があることを伝えますが、あくまでも最終目的はクレームの鎮静
化です。

本部対応に切り替える

本部対応方針を決定


