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第２４号明・愛  発行日2010年４月30日 
特定非営利活動法人メイアイヘルプユー会報 

 本年（Ｈ２２年）３月９日に全国社会福祉協議会で開催され

た「福祉サービス第三者評価事業に関する評価基準等委員

会」で報告された内容の一部を報告します。この委員会には

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課が出席し、新津（代表

理事）はこの委員会の委員をしています。 

   １．認証評価機関数については、認証開始から平成２2年１

月時点までで６４７機関が認証され、そのうち取り消しが１６２

機関あります。取り消し理由は、辞退が１２３、その他の理由が

３９です。したがって本年１月時点の全国の認証評価機関数

は４８５機関です。取り消した評価機関は約２５%、その理由は

主に辞退であり、評価実績がないことが主な理由と考えられま

す。このような事態について、委員会の席で厚生労働省の担

当者からは、やる気のある評価機関が事業を続ける、選ばれ

る評価機関が残るという意味では、妥当ではないかというよう

な意見も聞かれています。 

 ２．評価調査者養成研修の実施状況については、研修修了

者は８，９２９名、継続研修受講者は３，３９８名です。 

 ３．受審件数は、２２年２月２５日時点（２１年度見込み）で、

２，７２５件、このうち東京都が２，０１５件（約７４％）、続いて

京都府１３８件、神奈川県１０７件ですが、前年度と比較し伸

びているのは東京都で、京都府と神奈川県は約４０%減です。

全国的には、１９年度２，８３５件から減尐傾向です。 

４．サービス別全国受審数・受審率は、高齢分野では、特

別養護老人ホーム３９９件（6.77%）、障害分野では、身体障 
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◆会報の題字を新しくしま
した。 

◆「厚生福祉」（第５７０７

号）の巻頭言「高齢者」の

「医療制度」を執筆者の齋

藤芳雄さんからご提供いた

だきましたので会報に同封

します。（編）  

害者更生施設８件（9.7%）、児童分野では、肢体丌自

由児施設１４件（13.46%）、児童養護施設７３件

（12.94%）、保育所は７９６件（3.48%）、その他救護施

設２０件（10.64%）が上位です。受審実績は芳しくありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような状況の中、第三者評価事業の事務局を

担当している全国社会福祉協議会では、今年度、第三

者評価を重点事項として事業計画に位置付け、プロ

ジェクトのような検討委員会を立ち上げ、積極的に取り

組むということです。期待したいと思います。             

                代表理事  新津ふみ子  

発行人 代表理事 新津ふみ子 
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              事 業 報 告     

 厚生労働省の老健事

業として研究助成を受け

た研究会報告は４月７

日、指定様式で報告書

を提出しました。現在、５月末日の完成を目指し、報

告書の作成に取り組んでいるところです。なお、本研

究会は３年間に亘る実施計画としており、４月以降も

継続研究として研究助成申請予定です。 

 同じ老健事業で三菱総合研究所が介護事故につ

いて大規模な調査を行っており、大腿骨頸部骨折は

介護事故の中で大きな比重を占めていることが分か

りました。事故予防に現場が苦慮していることも分か

ります。この研究の成果が、現場を文字通り応援す

るものになるよう、４月以降も取り組んでいきたいと考

えています。               （鳥海 房枝） 

調査研究に関する事業の報

告は、お休みします。（編） 

 ■２１年４月～２２年３

月までに法人が実施した

第三者評価は３０事業所でした。通所介護、特別養護

老人ホーム、認知症グループホーム、居宅介護、児童

デイ、＊知的障害者通所授産、＊知的障害者通所更

生、身体障害者療護、知的障害者入所更生（新法移

行１件を含む）、認可保育所、認証保育所、児童養護

などのサービス種別です。このうち１７件は東京都の事

業所で、その他は、岡山・鳥取・千葉・静岡の各県内法

人の任意（各県の評価制度とは関係なく）の評価依頼に

応じたものです。いずれも、東京都福祉サービス評価推

進機構が用いている方式で実施しました。＊印を付した

サービス種別の事業所は障害者自立支援法への移行

手続きをすませている事業所です。 

■東京都では、２３年度には障害者自立支援法（新法）

に対応した評価項目で実施することができるよう準備が

進められています。それまでは旧法によるサービス種別

対応の評価項目で実施し、事業者と話し合って新法の

求めに該当する必要項目をオプションで追加評価する

よう指導しています。 

■メイアイヘルプユーは東京都の他の４評価機関ととも

に「良質な評価機関としての質の向上」を目指して連絡

研究会（略称）を立ち上げ、まずは、６月に合同で学習

会を開催することにしました。内容については、この会報

で報告します。 

■鳥取県で実施された認証評価者フォローアップ研修

には鳥取県の認証評価機関として法人からは島根県の 

小原十紀子（認証評価者）さんに出席していただきまし

た。                      （要  厚子） 

事務局の動き 

 昨年５月から常勤職員として10周年記念行事

開催など大変な時期を支えてくださった増田さん

が、４月末日をもって退職されました。後任の「須

藤さん」は増田さん同様、新津代表の‘教え子？’

です。どうぞよろしくお願いします。 

 今年度は自主勉強会を３ヶ月に１回開催の予

定です。会報やメールで可能な限り早めにお知ら

せします。（鳥海） 

 

 

２月１２日 自主勉強会   ２月２６・２８日評価合議      

３月１２日 運営会議・評価責任者会議 

３月１７日 大腿骨骨折予防委員会 

４月６日 評価者登録希望者来所  

４月１９日 事務局会議 

４月２３日 事務職員歓送迎会   

４月３０日 会報発送 ・・・・・・・・・・ 

   事務所の 「ある日」   

第三者評価事業 特別養護老人ホーム

における利用者の 

大腿骨頚部骨折予防

研究会 
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記事の見出し 

 ２１年度（２１年４月から２２年３月まで）は、第三者評

価に関する研修で９県に伺いました。新津が関わった研

修は、県の評価推進組織や評価機関が独自に主催する

評価調査者の継続研修会でした。勢

いを感じた研修会では、押しなべてか

んばっている評価機関がありました。

全国的に受審数が伸びない中、各

県・各評価機関ともに第三者評価の

必要性を認識し、事業者への説明・

営業に取り組み、また真摯に評価活動をしていました。

本稿では、研修会に参加した評価者を通して知ることが

できた様々な評価機関の評価のプロセスから、受審事業

者の期待に応える情報収集のあり方について述べてみよ

うと思います。 

言うまでもなく第三者評価は‘任意’受審であり、受審

事業者が費用負担をします。したがって事業者の意欲と

目的意識が受審を促します。また、仮に受審した場合、

事業者の期待に応える評価が受けられると、これは次な

る受審につながり、他事業者への波及効果があることも

経験しています。即ち、費用対効果が受審率に大きく影

響する仕組みであると言えます。このような視点で２つの

点について報告します。 

第一に評価に充てる日数・時間です。一日間で終わら

せているところ、二日かけているところがありました。一日

で終わらせているところでも、事前の説明や事前の読み

込みを丁寧にし、また沢山の事前資料をもらいしっかりと

読んでくる等の申し合わせをしています。しかし、第三者

評価は情報が頼りであり、一日で得られる情報はあまりに

も限りがあるのではないでしょうか。また、受審事業者が

持つ固有の課題、例えば強み、弱みを知り事業の継続

や改善に寄不できる評価をするためには、経営管理者

層の考えや意向、気持ちを知ることが大切であるように

思います。評価調査者の五感をフルに活用し、感じ、判

断するためには事業者と関わる時間が多い方がよいに違

いありません。 

 

～事業者の期待に応える第三者評価～ 

 情報収集について    新津 ふみ子さん 

自主勉強会のお知らせ 

 

テーマ 介護サービス事業所における 

     コンプライアンスの必要性を考える  

と き ２０１０年５月１４日（金）１８時３０分 

講 師 高野 龍昭氏（会員） 

     東洋大学ライフデザイン学部講師 

会 場 メイアイヘルプユー事務所 

参加費  会員５００円、非会員１,０００円 

お申し込みは５月７日（月）までに事務局まで 

 

  もう一つは、文書、書類（マニュアルやケアプランを

含む）など資料の取り扱いや位置づけです。受審事業

者からの丌満として、文書類の有無とそのチェックにば

かり時間をかけ、自分たちの活動については十分に聞

いてもらえなかったという内容です。これでは介護サー

ビス情報の公表と変わりがないという意見です。 

このことを第三者評価の目的から考えてみます。受

審事業者のみなさんは、聞き取り調査において、評価

項目に対応した情報を提供してくれるとは限りません。

むしろ、自分たちの活動を場面や事例を交えて話しま

す。評価調査者はその内容を評価項目に対応させな

がら判断し、時に説明が長くなるときには時間管理を

し、また判断にあたり情報が丌十分な場合には、追加

の質問をします。このようなプロセスをたどることは、事

業者が自ら改善への気づきを得てゆくことにつながると

思うからです。文書の確認が丌要であると言っている

のではありません。評価調査者には、単に文書や資料

の有無を確認するだけではなく、内容から活動の適切

性などを判断し、話題の方向性を定め、質問をする役

割が求められます。そのためには、文書・資料化の必

要性、目的、書くべき内容などについて理解し、活用

できることです。ある評価機関の研修参加者は、書類

を読みこなせない評価調査者

が多いと嘆いていました。当法

人も十分ではなく研修課題で

す。 
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自主勉強会レポート    行政監査と第三者評価 
   ～その特徴と視点の違い ～ 講師 （会員）望月 隆太郎さん 

 本年２月１２日に行われた自主勉強会は、もと行政マンである

望月隆太郎さん（会員）に 「行政監査と第三者評価」～その

特徴と視点の違い～ について報告をしていただきました。（編）   

 

自主勉強会の概要

とポイントについては、

松下さんが記事にしています。ここでは、その他の点につい

て記します。（事務局） 

（１）「監査」と「検査」について 

 今回の自主勉強会のタイトルは「行政監査と第三者評

価」です。行政（自治体）は法人や事業、保険医療機関な

どに対して、法令や通知等の遵守状況の調査を行います

が、これを一般に「行政監査」とか「指導検査」と呼んでい

るので、勉強会のタイトルに気軽に「行政監査」を用いまし

た。本来、総称しては「指導検査」であり、指導検査内容の

うち、ある状況に対するものが「監査」と言われるものだとい

うことが、今回の勉強会で分かり、「監査はもう済みました

か」などと、うっかりは言えないのだと感じました。 

 福祉・保険・医療に関わるサービスを「利用

する側」と「提供する側」とが信頼とルールに

基づく関係構築のためのレフェリー役として実施する方法

の総称が「指導検査」であり、指導検査の方法の内、介護

サービスの取り扱い、介護報酬の請求（診療内容や診療

報酬の請求）などに関する事項について、丌正、または、

著しい丌当が疑われる場合に行うものが「監査」ということ

になるようです。 

 指導検査には、ほかに①法人・所在地などで行う「実地

検査」、②事業所などを一定の場所に集めて講習などを

行う「集団指導」、③法令違反、著しく適正を欠いた運営

が疑われる場合や、改善が長期にわたって認められない

場合に重点的あるいは継続的に行われる「特別指導検

査」があります。提出された書面に基づいて審査・面談な

どにより行う「書面審査」は、Ｈ１９年度から廃止になってい

ます。東京都の場合、福祉保健局の指導監査部がこれら

を行っています。               

  

講師の望月氏が自

治 体（東 京 都）の

指導検査に携わっていた経験から、現場の苦労話などが

盛り込まれた興味深い内容であった。聴講者との意見交

換も盛り上がり終始盛況のうちに勉強会に参加することが

できた。 

まず、保育所の指導検査基準をもとに指導検査の仕組

みについての説明、つぎ「指導検査」と「第三者評価」の特

徴と違いについての考察が述べられた。 

指導検査は「サービスの質の確保」を目的とし、役割に

は「実地におけるコーチ役」と「丌正に対するレフリー役」が

ある。検査は、「最低水準の確保」と「基準に達成している

かの測定」を基本において実施される。 

一方、第三者評価は「サービスの質の向上」を目的と

し、「事業者の気づき」や「利用者の選択と事業の透明性

のための情報提供」があげられ、「サービスの質の向上」

「運営内容・経営課題の改善」を基本にあげている。比較

してみるとそれぞれの特徴と役割が見えてくる。 

興味深い内容に、指導検査で「質の向上への取り組

み」が指摘された場合、改善の取り組み方法の一つに、

「第三者評価」があがっていることである。これは、第三者

評価が社会的にも評価され期待されていることをうかがわ

せ、また、施設としても指導検査に関

係なく第三者評価を取り入れ、「ケア

の質の確保」に取り組むことが有意義

であると言える。今後の第三者評価

の動向が楽しみである。 

興味深い講義をありがとうございました。  

自主勉強会に参加して    

船橋市立リハビリテーション病院  

松下明美 

行政監査と第三者評価    

（自主勉強会から） 
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（２）対象区分と指導検査基準について 

 第三者評価では、サービスと組織を評価の対象としま

すが、指導検査では、それに、会計・経理が加わる点、

法人を対象とする検査もある点が異なります。 

検査基準について保育所を例に取ると、＊組織面の

指導検査で２２の関係法令、最低基準、指導監査要綱、

通知等が評価基準になっており、サービス面で、保育指

針をはじめ３１、会計・経理では１４の関係法令や通知等

が基準になっていることが分かります。多尐、重複してい

る通知等もありますが、第三者評価項目に言う「組織の

社会的な責任として守るべき関係法・規範・倫理等」は、

厳密に言えば大変な数に上りそうです。（＊講師配付資

料－東社協発行「運営ハンドブック－社会福祉施設・事

業者のための運営ハンドブック」抜粋資料による） 

（３）福祉サービスの質の向上について 

 福祉サービスの質の向上についても指導検査の対象と

なっています。質の向上への取り組みとしては、第三者評

価のほか、自己評価、苦情解決委員によるオンブズマン

活動等が例としてあげられており、行政指導上は、第三

者評価を主たる取り組み方法として位置づけていると講

師は述べています。 

（４）保育所指導検査にみる「人権の尊重」について 

 第三者評価では、「利用者の尊厳の尊重」という大変重

要かつ（評価するには）抽象的すぎる評価項目があり、評

価に際して評価軸が決まらずにつねづね頭を痛めていま

すので、保育所のサービス面での検査基準の一つ「人権

の尊重」について調べてみました。 

 指導検査では、「子ども一人ひとりの人格を尊重した保

育を行っているか」を観点として、関係法令等の実施状

況を根拠に、「行っている」ことを前提に、「行っていない」

「丌十分である」の２つの区分で「評価」しています。評価

根拠は児童福祉施設最低基準（最低基準）と保育所保

◆先日、ある重度の身体障害者入所施設で第三者評価の

報告を行いました。聴衆は、施設職員と希望する利用者さ

んです。５人ほどの利用者さんが前の方で車いすに座って

おられました。◆報告の終盤、一番前で熱心に聞き入って

いらした中年のご婦人が、「第三者評価の報告を聞くのは

初めてですが、人手が足りない中、ここを生活の場としてい

ても、十分なケアを受けることができず、内心、もやもやとす

るものがありました。今日、第三者評

価の報告を聞いて、施設側にも、評

価の方々にもわたくしたちの置かれ

ている状況を良く理解してもらえて

いることが分かり、長年のつかえが

取れたような気持ちです。報告を聞いて良かったと思いま

す。」と、胸を押さえ、涙を浮かべて感慨深げに感想を述べ

られました。◆評価を実施するにあたって、利用者さん全員

の聞き取り調査を行い、評価者は十分ではないケアの実情

を聴き取っていましたので、発言の背景は良く理解できまし

たが、評価者冥利につきる利用者さんの言葉です。利用者

さんが施設長や職員の前で、思っていることが自由に言え

る雰囲気をどこの施設に対しても期待したいものです。                   

（かなめのＴｓｕｂｏｎｅ） 

自主勉強会レポート 
   行政監査と第三者評価 ～その特徴と視点の違い ～ 

育指針ですが、因みに、前者の最低基準では、第九条「入

所した者を平等に扱う原則」、「虐待等の禁止」、「懲戒に

係る権利の濫用禁止」の実施が具体的な評価基準になっ

ていました。 

■今回は、東社協発行「運営ハンド

ブック－社会福祉施設・事業者の

ための運営ハンドブック－」を主な

参考図書として望月さんご自身の

経験を交えた東京都の指導検査について勉強しました。各

自治体の様子についてもお知らせいただければ会報に掲載

したいと思います。 （編）    

 

利用者さんの 

こころ模様 

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：meiai@smile.ocn.ne.jp 
＊HPアドレス：www12.ocn.ne.jp/~meiai 



 

6 

 

メイアイヘルプユーの会員の

皆様、はじめまして。春まだ

寒い北海道で、ＴＶに映る首

都のお花見の賑わいをうら

やましく見ています。私は、

名前のとおり辰年の58歳、あ

と2年の定年を心待ちにしていましたが、今年大学を卒業し

た長男はこの氷河期で就職できず会計の専門学校に行くと

いうし、大学3年の次女は休学してカンボジアのＮＧＯ活動

に参加するというし‥‥。まだまだ働かなければならない状

況に追い込まれています（やれやれ）。 

 新津代表には高齢者福祉の関係で以前からご指導い

ただいてましたが、その後私が代表を務めていた北海道社

会福祉士会が福祉サービス第三者評価の推進機構を北

海道から委託されたことを契機に、評価調査者の養成研

修などでいろいろとご協力いただいています。 

 福祉サービス第三者評価事業は、北海道の場合は他府

県と同様、事業所の受審が伸びておらず、０６年度から評

価事業を開始して０９年度末でまだ４５件という受審件数で

す。東京都は、受審していることを補助金の要件としている

ので、他道府県に比べ受審件数が桁違いですよね。北海

道でも受審するにあたって何らかのインセンティブを行政に

働きかけているところですが、今のところなにもありません。 

さて、北海道というとどんなイメージをお持ちですか。

ちょっと社会学的な観点からご紹介しますと、都道府県別

のベストスリーに入っているのが、①尐子化率（東京、京都

各地の情報 

  北海道 「岩内町地域包括支援センター」         奥田 龍人さん 

 ❒編集後記❒ 
■先の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にて発信された「第５期介護保険事業計画」を受けて

既に様々な動きが始まっています。第３期、第４期計画の延長上に位置づけられる第５期計画は、第３期計画

策定時に定めたＨ２６年度までの目標達成に向けて取り組むことになります。キーワードは「日常生活圏域」で

す。日頃から「日常生活圏域」を意識していますか。もう一度、自分たちの「日常生活圏域」を見詰めなおしてみ

ましょう。まだまだ地域でやれることがありそうです。不良少年と言われようが、栄養失調と言われようが、市民権を

得た介護保険がこの先どうなっていくのか。一説によると介護保険のお見合い相手は医療保険とか。介護保険

料を払っている人も、未だの人も自分たちのこととして注視していきましょう。（酒井） ■「事務局の動き」は最終

ページにつつましくという事務局長のお達しが守れませんでした。（かなめのTsubone） 

〒141-0031  

東京都品川区西五

反田2-31-9  

シーバード五反田

401   

（０３）３４９４・９０３３ 

ＮＰＯ法人 

メイアイヘルプユー 

について第3位）、②離婚率（大阪、沖縄についで第3

位、相対離婚率は青森、高知についで第3位）、③生

活保護率（大阪についで第2位）、④女性の喫煙率

（２位の大阪9.2%、3位の東京8.7%を圧倒的に引き

離してトップの11.4％）、⑤高齢世帯の子どもとの同居

率の低さ（東京、鹿児島についで第3位）等々。 

これらをつなげると、家意識やジェンダーにこだわら

ない人間関係などが見えてきそうです。しかし、自立

しているかというとそうでもなく、基幹産業の農業・漁

業が厳しく、二次産業が尐ない北海道では、やはり官

頼み（開発局という役所が存在することに象徴的です

が）にならざるを得ないパターンがあります。しかし、こ

れからも公共事業が減尐することは間違いなく、なん

とか公に頼らない文化を作らねばと思っているのです

が。 

とまあ、こんな風土で高齢者福祉に携わっているわ

けで、私の活動する岩内町など、漁業衰退により生活

保護率は68パーミルというレベルで、人口1万5千人

ながら福祉系のNPOなどひとつもない状況です。今

は、何とかボランティア組織をつくりたいと網を仕掛け

ています。実際の業務では、一人暮らしの方の支援

がとても多く、首都圏に住む子どもたちとメールのやり

取りなどをする機会も多いですね。 

皆様も北海道へ来る機会があれば、そのような観

点からも北海道を見てみるとひとつの側面が理解でき

るのではないかと思います。 


