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福祉サービス第三者評価事業の目的は、①個々の事

業者が事業運営における具体的な問題点を把握して

サービスの質の向上に結びつけることを目標とする、②第

三者評価を受けた結果が公表されることによって、結果と

して利用者の適切なサービス選択に資するための情報と

なる、である。この②については、目的として掲げた“気持

ち”はわかる。福祉サービスが「措置」の時代から「契約」

に変わり、「利用者の選択を尊重する」という歴史的な背

景が大きく影響しているからだ。だが、この②については取

り組まれていないのが現状だ。「利用者の選択」のために

は公表されている内容が比較できることが重要であるが、

公表内容である評点と講評・コメントを読みこんだとして

も、（利用希望者含む）利用者が容易に理解できるとは思

えない。たとえば、比較しやすくするためには数値化するこ

とが必要であるが、仮に数値化しても、福祉サービスにお

いてはそれを選択するための比較材料としての価値は高

くない。すなわち、福祉サービスの特徴は、人員・施設な

どに関する最低基準と報酬体系のもとでサービスが提供

されているからである。サービスの内容・枠組み、価格（対

価：報酬・自己負担）について基本的に国や地方公共団

体が決定し、事業者は最低基準と報酬体系を守ってサー

ビスを提供することに

ある。同じサービスで

あれば、同じような数

値が並ぶことにしかな

らない。 

やはり、第三者評価の

３4号の 

  ガイド 

１Ｐ：福祉サービス第三者評価事業の２つの目的について考える 

２～３Ｐ：東日本大震災・現地リポート in 釜石（第６弾） 

４Ｐ：【内部研修会】 「NPO自立支援センターふるさとの会の活動について」 

５Ｐ：【内部研修会】 「疾患の特徴を考慮した住環境整備サービス」 

６Ｐ ：評価者連絡会・学習会報告／新入会員紹介／編集後記 

◆『厚生福祉』（第５９８９号）の

巻頭言『「たまゆら事件」を考え

る』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）  

主たる目的は①であり、改善に取り

組む事業者を“応援”することにあ

る。その評価の基準は、最低基準で

も平均でもなく、「到達すべき状態」

「あるべき状態」についての「基準」に

ほかならない。そして、多くの基準

は、外的な基準（注１）ではなく、内的な

基準（注２）で構成されている。すなわち、組織・事業者の活

動内容を評価することが目的である。だから、むずかし

い。福祉サービスの特徴とともに、組織マネジメントに関す

る基礎知識と経験、サービスの特徴と内容などについて

熟知していることが求められる。まさに専門性が必要とさ

れている。 

東京都福祉サービス評価推進機構は、評価機関に所

属する評価者に対する個別育成計画の作成とその実践

について報告することを義務づけた。当評価機関は、実

力を蓄える機会と認識し、マジな取り組みを開始した。 

それにしても、聞き取り調査時に、ときどき、胃の粘膜が

赤くなってきたと感じることがある。それはどのようなとき

か？ 事業者の真摯な取り組みは理解できるが、あるべ

き状態にはまだ遠いと感じたとき、事業者にどのように伝

えたらわかりやすいのか。その伝え方や内容が定まらない

ときに、胃の粘膜がスーと赤くなってゆくように思える。これ

は私だけだろうか？ 

今日も“長渕剛”の歌で元気をもらい、活動開始しよ

う！ 

 

（注１）外的な基準：客観的であって、それによる評価は評価者の判断

に依存しないもの。たとえば、「理念があるか？」「○○マニュアル

があるか？」。 

（注２）内的な基準：組織の活動内容を評価するもの。この評価では、

評価者が組織マネジメントやサービスの内容・特徴について熟知し

ていることが求められる。たとえば、「理念や基本方針が職員に周

知されているか？」「事業所の標準的な業務水準を見直す取り組

みをしているか？」。 

福祉サービス第三者評価事業の 
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今回は、この現地リポートでもたびたび話題に取り上げ

てきました、わがふるさと鵜住居町（旧鵜住居村）で「ふる

さとって何だろう？」と私自身が改めて思い、気づかせら

れた最近の出来事などを報告してみたいと思います。 

思うに「病は気から気は心から」と自分なりに勝手解釈

しており、昨年暮れに中古ですがマイハウスを購入、この３

月には父の三回忌法要を無事に終え、そのことを境に自

分自身の心のもちように「生きとし生ける人生、なお前向

きに！」との考え方へ微妙に変化したことは、心に少しま

わりを見わたす余裕が生まれたかな、と思う今日このごろ

です（今のところ）。 

それには、実母（享年76歳）は平成18年2月18日（土）

午前10時（推定）ごろに横断歩道上で４トン保冷車にはね

られほぼ即死の交通事故死、実父（享年90歳、あと２か

月で満90歳の誕生日）は大震災で津波にされわれました

が偶然近所の方々に助けられ、その後、避難所を数か所

移動した後に体調を崩して救急車でかかりつけの病院に

入院、３日後に誤嚥性肺炎で死亡し、10か月後、行政よ

り「津波関連死」との認定を受けました。 

この両親ともに不慮の事故死という現実に遭遇したこと

が、自身の死生観に人の一生には定命があり、また無常

であるとの思いに至らせたことが、心のもちように少なから

ず影響を与えていることと無縁ではないような気がしており

ます。 

そのようなときに、父が最後まで元気

で一人暮らしてがんばっていた鵜住居

町新川原の町内会長である浦山さんか

ら送っていただいた町内会広報（会長

の手づくり）に、総会を4月28日に開催、終了後には昨年

も好評だった花見会を開催する、との記事がありました。 

早速、電話にて会長へ広報送付のお礼を述べ、夫婦

で総会に参加し父がお世話になった地域の方々にその場

を借りてお礼を述べたいとの思いを伝え、参加の了承を得

たのでした。 

ちなみに、東京生まれの妻は鵜住居で生活していたと

きから日本舞踊の会主をしており、地元鵜住神社の例大

祭（震災前は市内でも評判の祭り）では先生として手踊り

の振付けや指導をしており、地域にあっては地元生まれの

私より顔が売れています。 

総会当日は、震災からすでに２年と１か月も経っている

はずなのに、いまだお互いの無事を確かめあう方々もいる

など、震災がもたらした地域コミュニティ崩壊の影響の大

きさを感じながら、一方ではなぜかお会いした人すべてが

昔懐かしい顔に見えてしまいました。 

総会では鵜住居地区の復興事業の現状が会長さんや

役員の方々から説明されましたが、参加された会員の７

割ほどが仮設住宅の生活を余儀なくされているにもかか

わらず、市が示した復興計画は仮設に住む多くの会員に

とって明確な将来設計が示されているとは言えず、計画

事業主体である「都市計画事業」そのものが理解されて

いないなど、情報の錯綜と過疎の両面が会員個々に起き

ている実態も垣間見えました。 

また、２年間という時間の経過とともに、被災住民同士

や被災していない住民なども含めて目に見えない格差が

出てきており、仮設住宅内では隣同士で些細なことでい

がみあう場面が日常的に起こっている、とのお話もありまし

た。 

この点に関し一つ思うことは、そもそも被災地域の高齢

者は生まれ育ってから震災当日に至るまで本家・分家に

かかわらずほとんどが庭付き持ち家の生活環境に馴染ん

でいた方々で、都会型の居住環境で暮らした経験のない

方が多く、したがって、仮設住宅の生活環境で将来設計

もままならず、かつ、無為に生きる時間の愛しみとが重なり

合った時空間のなかで「音」がもたらす精神的ストレスは、

隣人同士だからこそ私などの想像をはるかに超える思い

で日々過ごしているのでは、と考えるからです。 

    
  東日本大震災・現地リポート 

   ｉｎ 釜石 （第６弾）        

（特養）あいぜんの里 

                   施設長 古川明良さん 
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もう一つの話題は、私

の小学校時代からの友

に三味線を奏でながら演

歌を歌う“駒幸雄”という

世間的には無名な演歌

歌手がいます。ところが、

この友には津波被害の

あった県内の沿岸地域

の盆踊りには定番となっ

ていまでも使われている

『三陸みなと音頭』という

隠れた大ヒット曲がありま

した。 

この友も3.11では母を

津波にさらわれており、１

年以上も経ってDNA鑑

定でやっと母の死を確認

し見つけることができたの

です。それでも本人は、ホッとした様子で喜んでいました。 

また、この友は昨年から土曜の午後６時から30分間の

ローカルラジオ番組を自前でプロデュースしていて、ラジ

オを活用してハワイのラジオ局とニューヨークの事務所を

三元で結ぶ珍しい番組構成で被災者復興支援を行って

います。その番組の収録を兼ねて鵜住居地区に唯一ある

町内集会所（狭いが）でイベントを開催したその晩は、仮

設に住まう顔馴染みの方々が大勢お集まり、束の間の賑

わいではありましたが心が癒された時間でもありました。 

このイベントには中学時代の同級生の支援があり、民謡

の演奏や踊り、そして郷土芸能の勇壮な「虎舞」の招聘、

さらには裏方でのお手伝など、「やはりもつべきは友」とそ

の友人は思ったに違いありません。 

このイベントに集まった先輩や古老の方々との会話のな

かで、震災後２年も経過して初めて気づいたことがありまし

た。それは、鵜住神社の神輿と郷土芸能「虎舞」の屋台

が津波で喪失していた、という衝撃的な事実でした。この２

つがそれなりに揃わなければ、旧鵜住居村の秋の例大祭

の復活はあり得ないということです。そして古老曰く「役所

など他人にばっかり頼っていないで、神輿や屋台づくりに

自ら寄付集めなど何か動がなねば」との言葉は、私の心

にズシンと大きく響くものがありました。 

この友が企画した小さなイベントで、参加した住民の一

人ひとりにお祭の楽しさを改めて思い出させてくれたので

は、と感じました。そして、地域にとって何気なく開催され

ていた神社の例大祭「お祭り」は、実は神代の昔から地域

の１年間のさまざまな住民同士のイザコザを含めてリセット

する究極のコミュニティ維持装置であったのでは、と初め

て私自身に気づかせてくれました。まさに小さなイベントの

大きな出来事、であったように思います。そしてこの気づき

は、私の終盤人生の目標と課題にさらにやるべきことをも

う一つ増やした瞬間でもありました（どこまでやれるや

ら！！）。 

ここまで述べてきて、もう一つ気づいたことがあります。

それは何度も記述しますが、震災からはや２年と２か月が

過ぎましたが、東日本大震災で千年に一度遭遇した被災

３県（岩手県・宮城県・福島県）の全被災市町村長から

は、被災住民の共通した最大のテーマである「住まいと雇

用」の速やかかつ確実な同時確保に向けて組織化して直

接国へ統一要望するという機運も行動も起きていないこ

と、また、マスコミ報道にもそのような記事が見当たらない

こと、「これはなぜか？」という疑問と事実です（私だけが

知らないのかな！）。 

この件は、日本の戦後民主主義の根幹のありように深く

かかわる重要な点もはらんでいるのでは、と自分なりに考

えておりますので、もう少しアンテナを高く掲げながら情報

を収集して、必ずや現地リポートしてみたいと思います。 

いつも地域を見守る鵜住神社が風景と境内に掲げられた復興委祈願の旗 
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あり、家族のような支援とコーディネートにより、安心生活の

実現を目指しています。『まちカフェふるさと』としての総合

相談事業を行うとともに、都市型軽費老人ホーム『ルミ

エールふるさと』の運営、さらに共同居住などをとおしてお

互いに助け合いながら一戸建てやファミリータイプマンショ

ンで暮らす共居など、地域力再生となる互助に力を注い

でいます。 

認知症になっても、がんになっても、障害があっても、家

族やお金がなくても、孤立せず、最後まで暮らせる地域社

会づくりが『ふるさとの会』の事業目的となっています。まさ

に普遍的な命題であると感想を添えて報告を終わります。 

最後に、耳慣れない『都市型軽費老人ホーム』につい

て別途報告します。『都市型軽費老人ホーム』創設の背

景と制度概要です。 

平成21年３月に群馬県渋川市の未届施設『たまゆら』

で火災があり、死者10名という惨事になった。犠牲者の多

くは都内の生活保護高齢者で、これを契機に大都市にお

ける低所得高齢者問題が表面化した。特別区長会では、

居宅での介護が困難な低所得高齢者に対する施策充実

として、『軽費老人ホーム』等の福祉施設入所者の拡大

策を講じるよう国・都に緊急要望した。東京都では『少子

高齢時代にふさわしい新たな「すまい」実現プロジェクト

チーム』を発足。国に対して『都型ケアハウス』を提案し、

規制緩和と財政支援を要請した。国は都の要請を受け、

平成22年４月に厚生労働省令を改正し、従来の『軽費老

人ホーム』の基準を緩和した『都市型軽費老人ホーム』を

創設した。 

施設・人員基準等は、定員規模：20人以下、施設基

準：居室；個室7.43m2、談話室・集会室不要、調理委託

（配食）の場合は調理室不要、職員配置：施設長常勤１

名、生活相談員常勤１名以上、介護職員１名以上、事務

員と栄養士は支障がない場合置かなくても可、入居対象：

60歳以上の方、身体機能の低下等により自立した日常生

活を営むことについて不安のある方、家族による援助を受

けることが困難な方、施設所在区市に住民票を有する

方。国および都の整備補助制度ならびに都の運営費補助

制度がある。高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

における高齢者施設の整備としての住まいの確保に『都

市型軽費老人ホーム』を位置づけ、自立生活に不安のあ

る方を対象に、比較的低額な料金で住まいとともに食事

や見守り等のサービスを提供する施設である。平成25年

度から、東京都福祉サービス第三者評価の対象となって

いる。 

（文責：酒井） 

 

 

 

 

 

 

 

今回、平成25年度４月期の第１回内部研修会は、『特

定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会』にレク

チャーいただきましたのでご報告いたします。皆様が『ふる

さとの会』と聞いてまず思い起こすのは、“ホームレス支援”

ではないでしょうか。マスコミ報道等でご存じのように、

1990年１月１日に『ボランティアサークルふるさとの会』と

してスタートされました。その後、1999年10月に特定非営

利活動法人の認証を受けて法人格を取得し、『自立支援

センターふるさとの会』として活動を拡げられ、現在に至っ

ています。キーワードは３つで、安心した生活、安定した住

居、尊厳・居場所、です。『ふるさとの会』事業の社会的使

命として、生活困窮者が地域のなかで安定した住居を確

保し、安心した生活を実現し、社会のなかで再び役割や人

として尊厳・居場所を回復するための支援を事業として行

うこと、としています。利用者は2013年２月現在で1,283

名、その内訳と活動エリアは455名が台東エリア、562名が

墨田エリア、108名が荒川エリア、134名が新宿エリア、26

名が豊島エリアとなっています。事業所も、宿泊所・自立

援助ホーム、都市型軽費老人ホーム、就労支援、地域生

活支援、精神障害者グループホーム・ケアホーム等と多

岐にわたっています。 

事業スキームは、住まい、生活支援、地域リハビリ、在宅

看取りで、住まいを基本に看取りまでを支援しています。居

所の維持および確保のための居住のコーディネートや保

証人、回復期在宅生活を可能にする生活支援、地域包

括支援センターやケアマネジャーにつなぐなどの在宅医

療・介護サービスの調整等、医療との連携はここでも課題

となっています。 

また、求められている日常生活支援として、困ったときや

寂しいときの相談、病気になったときの相談や受診予約や

通院同伴、制度についての相談および手続支援、食事の

準備、掃除やゴミ出しや室温・換気などの居住環境の保

持、日常的な金銭管理、服薬管理などが高い頻度であげ

られており、いわゆる家族的支援といわれている情緒的・

情報的・手段的ソーシャルサポートを統合的・連続的に提

供することが求められています。機能障害を生活障害にし

ない、そのためには地域在宅を支える生活支援が重要で

 

◆講演概要◆  
内部研修会 

「NPO自立支援センターふるさとの会

の活動について」 （講師：瀧脇憲さん） 
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金沢善智氏（医学博士・工学修士・理学療法士）を講

師に迎え、「疾患の特徴を考慮した住環境整備サービス」

をテーマにした内部研修会を6月12日に開催しました。雨

模様の天候にもかかわらず参加者は18名（うち非会員３

名）で、長野と新潟からも出かけてくださっております。 

非常に面白く、90分が過ぎました。むずかしいことをやさ

しく、やさしいことを深く、深いことを面白く……は、あの「井

上ひさし氏」の有名な言葉ですが、それを思い出させる講

義でした。講義のなかで印象に残ったことをご報告しま

す。 

疾患はまず脳卒中の分類です。脳卒中は脳出血、くも

膜下出血、脳梗塞（脳血栓と脳塞栓）にわかれ、後遺症

としては①片麻痺、②感覚障害、③平衡反応障害、④高

次脳機能障害、⑤その他の障害、があります。また、パー

キンソン病では、疾患の特徴を４分類して説明されまし

た。とくに脳卒中の後遺症のなかの平衡反応障害は、保

育園の第三者評価で「子どもの怪我をどのように受け止め

るのか？」を示唆するものでした。その理由は、平衡反応

が「１歳から６～７歳の間に転倒などを繰り返して身につけ

る重要な反応（傾斜・踏み直し・背屈・パラシュート反応、

等）」だからです。 

内容は紙面の都合で詳細に報告できませんが、まずこ

れらの後遺症が生活に及ぼす影響を予測することが必要

になる、ということです。脳卒中は後遺症のため、障害は

固定していますが、パーキンソン病は進行性の病気です。

そのため、パーキンソン病では症状の進行に合わせた住

改造も必要になります。 

いずれにしても、障害の特徴をよく知り、できることを見

きわめ、生活行為のなかで困難になる部分を最小限にす

るために住宅改修をする、ということです。たとえば手すり１

本にしても「たかが手すり、されど手すり」と思うほど、付け

る位置や素材で効果がまるで違うこと、便器の高さ調整や

床の段差解消例、などもスライドで紹介されました。 

「できる動作」と「普段やっている動作」は違います。私

たちは、最大限の能力を発揮させて日常生活を送ってい

るわけではありません。にもかかわらず、障害をもった本人

 

《次回・次々回内部研修会のお知らせ》 

●次回研修会● 

 と き：７月12日（金） 

 テーマ：東日本大震災現地リポート 

 講 師：古川明良氏（特養『あいぜんの里』

施設長） 

 ※なお、今回は震災当時に釜石市教育員会教

育長だった河東眞澄氏も参加されます。釜

石市の教育委員会の「つなみてんでんこ」の

学校教育のお話もうかがえそうです。是非、

ご参加ください。 

●次々回研修会● 

 と き：９月３日（火） 

 テーマ：わが国の福祉の行方、そして人財

育成は（仮題） 

 講 師：藤井賢一郎氏（上智大学総合人間

科学部社会福祉学科准教授） 

 ※講師の藤井氏は本法人の理事で、本年４月

に日本社会事業大学から上智大学の准教

授に就任されました。 

 

内部研修会レポート 

「疾患の特徴を考慮した住環境整備サービス」 

  講師 金沢善智さん（医学博士・工学修士・理学療法士）

記録報告 鳥海 房枝さん 

にリハビリと称して24時間がんばらせていないか？ 動か

なければ悪くなる、という強迫的励まし（？）をしていないで

しょうか？ これは大きな間違いです。講義は、「在宅での

リハビリを学習した嫁が姑に自宅で教えたところ『リハビリは

嫁の意趣返しか！』と泣かれてしまった」というエピソードを

私に思い出させました。 

「心が動けば身体が動く」の言葉どおりに、「楽しいから

続く→楽しいから少しがんばれる→楽しいからつらくてもが

まんできる」のです。つまり「楽ちん」が鍵です。「普通の生

活を普通に支援する」大切さを再認識するとともに、支援

には専門的知識と技術が必要になり、他の専門職との

ネットワークをもてているかも問われる、と感じました。 

その後の交流会で盛り上がった話題は「薬と住宅環境

（福祉用具を含む）の見直しで、多くの在宅高齢者の問題

は解決する」です。これも、残念ながら詳細をお伝えする

ことはできませんが、きわめて今日的話題でした。  
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❒編集後記❒ 

  『会報』の発行は、年４回、３か月ごとを目指してきまし

た。今回お届けする第34号は、なんとかそのお約束を守れ

そうです。今号から『会報』の編集を学研ＯＢの鈴木さんに

お願いしております。／釜石からのリポートも第６弾、『千年

先への遺言』も残部少々になりました。お読みいただいた感

想をたくさん頂戴しており、折を見て皆様にご紹介する予定

です。／「内部研修会」は、皆様の関心の高い内容で企画

しております。どうぞご参加ください。          （鳥海） 

〒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 

評価者連絡会・学習会報告 

 

 

 

5月31日、18時30分より例年どおりに第三者評価の

評価者連絡会を実施しました。この連絡会では、本法人

所属の評価者が、東京都の今年度の評価変更点などを

確認するとともに、昨年度の評価実績、個人として今年

度の評価への抱負などを確認しました。なお、当日参加

された評価者人数は、16名（うち、主たる評価者14名）

です。所要により欠席された方には、当日の資料を郵送

しました。 

6月16日、９時30分～17時までの時間で、評価者学

習会を実施しました。日曜日の終日、しかも全員が『釜飯

弁当』をとり、缶詰状態での学習です。評価の実際を学

ぶことを目的にしたこの学習会は、３年前までは一泊二

日で行っておりましたが、より多くの評価者が参加できる

よう日曜日の終日へと変更した経緯があります。 

今回は18名（うち、主たる評価者15名）の参加を得

て、「事前資料の読み込み方」をテーマに学習しました。

資料は、昨年度に本法人が評価した２事業所の「経営

層自己評価」「職員自己評価」「利用者調査」「事業報

告・事業計画」等です。最初に、東京都のガイドブックで

事前読み込みの目的と意味を確認し、その後は４グルー

プに分かれての話し合い→発表→まとめ、という進め方

です。 

午前と午後で１事例ずつグループワークしたのですが、

改めて事前読み込みの重要性と、何をポイントに読み込

んでおくと実際のヒヤリングを深められるかがよくわかりま

した。参加者からも「とても深い学習ができ、多くの気づき

が得られた」との感想を聞き、意義ある学習会ができたと

安堵しております。（文責：鳥海） 

 

 

 

平成25年5月26日 

社会福祉法人美芳会 

早 川千日呂 

 

「デイサービスの第三者評価を受けようと考えてい

る」。平成21年のある日、理事長より相談がありました。静

岡県ではデイサービスの評価機関がないため、他県の機

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 

関を調べた結果、『メイアイヘルプユー』の評価の高いこ

とを知り、お願いすることになりました。 

私自身、『美芳会』に入職するまでは介護・福祉分野

の経験は全くなく、メイアイヘルプユーに第三者評価を依

頼した時点では入職して６年目でした。評価中や評価結

果を踏まえて感じたことは、介護サービス提供者として根

拠に基づいた介護を利用者に提供できていないのでは

ないか、ということでした。現場の職員が日々「利用者の

ために……」と働いている姿をみている自分としては

ショックを受けました。 

現在に至るまで２施設の第三者評価、また平成23年

度からは特養のケアのコンサルテーションに入っていた

だき、排泄を中心として根拠や実証をもったうえで介護を

行えるよう指導いただいています。コンサルテーション当

初は、言われたことを行い、講義を受けるだけだった職員

が、最近では自分で考え実行することができるようになっ

たと感じています。 

私自身としては、介護の知識や経験においては現場の

職員にかないませんが、現場が困ったり、問題が生じたと

きに相談・紹介できる人脈をもち、職員の力になることで

働きがいのある職場をつくり、地域のなかでなくてはなら

ない法人にしたいと思い、ネットワークを広げるために入

会しようと思いました。 

できる限り研修会に参加し、他の会員の方々とのネット

ワークを築きたいと考えていますので、よろしくお願いいた

します。 

評価者連絡会・学習会報告 

社会福祉法人美芳会 

 事務主任 早川千日呂 さん 

新入
会員

 

紹介
 


