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あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいた

します。 

新しい年を迎え、感慨深いものがあります。当法人が20周

年を迎えるからです。 

平成12年（2000年）2月1日に設立、この当初からまだ制

度化されていない福祉サービスの第三者評価を事業とする

方針でした。設立趣旨には、「福祉・保健・医療の分野に永

年携わってきた仲間が、それぞれの体験をサービスの現場

に役立ててもらえたらとの思いから立ち上げました」と記載し、

その手段・事業として第三者評価を実施すると決めました。

「メイアイヘルプユー」という法人名も役に立ちたいという気持

ちを込め、第三者評価を役立たせるため軸は、サービスが

「利用者主体」であることとしたのです。考えてみれば、体験

を生かしたいなどということは、生意気そのものだったとも思い

ます。しかし、時代は求めていたのかもしれません。第三者

評価は制度になりました。 

平成13年8月、制度化し、国レベルで第三者評価を実施

するため、全社協主催で「評価者養成研修会」が開催され、

平成14年度には全国を対象に第三者評価のモニター事業

が開始、その後本格実施に至りました。東京都においても平

成15年から第三者評価が実施され、評価機関として登録し

て活動を開始しました。しかし、当法人は、平成13年度に

は、自主的な研修会を開催して独自の評価基準を策定し、

有料で第三者評価をはじめていたのです。その後・主として

制度内での第三者評価を事業とし、現在、全社協、そして1

都5県に登録する評価機関なりました。今年は6県になる予

定です。 

第三者評価は、内閣府の「規制改革」を受け、成長の兆し

が見えています。また、昨年度は、会員の市川さんが、大学

1P：新年を迎えて 

2～3P：知的障害者を主たる対象者とした障害者福祉施設における障害者福祉施

設従事者等による権利擁護の実態  

4Ｐ：2018年度通常総会報告／メイアイ20周年記念行事のご案内／恒例の釜石

訪問のお誘い 

◆『厚生福祉』（第6445号）の巻頭

言「優生保護法」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）  

院の論文のテーマに第三者評価を取り上げ内部研修会で報

告があり、また、京都大学大学院の学生から第三者評価に

関するヒヤリングを受けました。大学院レベルでもやっと関心

が出てきたのでしょうか。嬉しい限りです。 

❖ 

当時から第三者評価を担当してきた会員（評価者）も、20

年を迎えます。20歳増えたということです。数年前から、都

外の評価を担当し宿泊をするときには、近隣の神社や仏閣

に行くようになりました。そして、自分の足りなさを振り返り、感

謝とお願いをするようになりました。また、高齢に伴う体調不

良にも襲われ、自分の健康・体調を見つめて付き合うことを

課すようになりました。このような状況のなかで、後輩の育成

は大いなる課題であり、計画的・意識的に取り組んでいます

が、不十分です。でもおかげさまで、30～60歳前半の若手

が役割を果たせるようになり、その成長に嬉しさを隠せませ

ん。 

第三者評価をはじめとしたすべての現場は、学びの場・時

です。年齢を重ねるごとに学びが深まってゆくように思いま

す。実践・経験を振り返り、新たな発見があります。それは自

分の不十分さを確認することですが、学びへ向かわせてくれ

ます。まだ伸びるような気がするのですが。……頑張ります。 

❖ 

長渕剛で今年も始めます。「かあちゃんの歌」の一部で

す。 

♪…… 

あれから幾度も冬を越え 

何とか大人になったけど 

幼き我が子を胸に抱き 

僕は立派になれたかな 

……♪ 

高齢になった自分を認め、不十分さが増してゆく自分を認

め、でもまだ挑戦です。 

20周年記念行事で、皆さんとお会いできること、楽しみに

しています。 

NPO法人 

  
 

代表理事 新津ふみ子 
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平成17年10月、厚生労働省社会・援護局は「障害者

（児）施設における虐待の防止について（2005）」（下参照）に

おいて、当時、大阪府における障害者福祉施設従事者等に

よる障害者虐待における虐待状況の対策の一つとして、施

設における虐待を未然に防止するための対策および虐待が

発生した場合の迅速な対応として、「福祉サービス第三者評

価事業」の受審が重要であることが示されました。 

その後、10年が経過した平成28年12月現在、障害者福

祉施設従事者等による障害者虐待における虐待の事実が

認められた事例を「都道府県別」にみると、大阪府45件に次

いで東京都26件であり、「事業所種別件数割合」は、「障害

者支援施設（施設入所支援）」26.0％が最も多く、日中活動

事 業 で は、「就 労 継 続 支 援 B 型」14.5％、「生 活 介 護」

12.7％の順で多い。さらに、「被虐待者の障害の種別」では,

「知的障害」が83.3％と最も多く、障害支援区分のある者が

70.5％を占め、「区分6」が全体の24.3％と最も多く、行動障

害がある者が全体の28.8％を占め、比較的重度の「知的障

害」のある者が被虐待者の傾向があります。 

そこで、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事

例が全国的に多い東京都における知的障害者を主たる対

象者とした「施設入所支援」と「生活介護」を運営している障

害者支援施設と、「生活介護」を運営している事業所を対象

とし、福祉サービス第三者評価事業の結果を分析することに

より、利用者の潜在的な権利擁護の実態や障害者福祉施

設が実施している権利擁護の実態を明らかにすることを試み

ました。 

分析方法として、「全国知的障害関係施設・事業所名簿

2015」に掲載がある東京都内における知的障害者を主たる

対象者とした障害者福祉施設98か所のうち、平成24年10

月から平成29年4月の約5年の間で東京都福祉サービス第

三者評価事業を受審し、「とうきょう福ナビゲーション」に評価

結果の掲載がある91か所の障害者福祉施設を対象として、

福祉サービス第三者評価の利用者調査における満足度調

査の結果の分析、利用者調査における利用者の回答の要

約（【3】「利用者同士の交流など,仲間とのかかわりは楽しい

か」）の結果の分析、評点評価の結果の分析、講評の結果

（【6-4-1-2】「利用者一人ひとりに合わせてコミュニケーショ

ンのとり方を工夫している」）（【6-4-1-4】「周囲の人との関

係づくりについての支援を行っている」）の分析として、個人や

特定の団体などが特定される具体的な内容は、一般的な記

述内容に置き換えて集計し、Berelsonの内容分析の方法を

用いてカテゴリ分類を行い考察しました。 

その結果、利用者調査における満足度調査の利用者調

査における利用者の回答の要約（【3】）の結果の分析から、

潜在的な権利擁護の実態として否定的なカテゴリ（利用者

同士のコミュニケーションがむずかしい、利用者同士で楽しく

なく仲の良い友だちがいない、相手に迷惑をかける人がい

る、職員とかかわっている、利用者同士の行事が苦手、他の

利用者に相談できる人がいない、職員は見て見ないふりをし

ているなど）がみられたが、事業評価における講評の結果

（【6-4-1-4】）の分析から、予防的なカテゴリ（行事や日中

活動、余暇活動について利用者同士が話し合い主体的に

参加できる機会がある、利用者が職員と話し合い主体的に

参加できる機会がある、利用者が交流し合い仲間意識や社

会性を高め人間関係に活かせる方法の助言や学ぶ機会が

ある、など）がみられました。そのなかの具体的な実践は、否

    
 

内部研修会報告 
 

知的障害者を主たる対象者とした障害者福祉施設における障害者福祉施設

従事者等による権利擁護の実態ー福祉サービス第三者評価の結果を中心にー 
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意点、意思を理解する情報を得るなど）で得られたかかわり

方を取り入れた方法などで、より多くの利用者が回答すること

ができる利用者調査の方法を模索することも今後の課題で

あると考えます。 

次に、利用者調査における満足度や回答の要約は、個人

が特定されないようにプライバシーが保護されている点は重

要ですが、有効回答者の属性がほとんど掲載されていな

かったため、有効回答者の背景の業者と話し合った掲載可

能な範囲にとどまるため、利用者の潜在的な訴えをありのま

まに認識することに限界がありました。 

また、利用者調査における利用者の回答の要約は、施設

と評価事業者と合議を行い、掲載可能な範囲が決められて

いるが、詳細な記載基準は定められていません。そのため、

掲載されている内容から一定程度の利用者の声を可視化

することは可能でしたが、施設と評価事業者と話し合った掲

載可能な範囲にとどまるため、利用者の潜在的な訴えをあり

のままに認識することに限界がありました。 

さらに、事業評価における講評評価について、評価項目に

対する評価が行われていない現状があり、「有効回答」が発

生してしまい、評価項目に対する適切な評価が実施されて

いるか否かについて、評価機関の評価者間で十分に合議を

実施し、評価内容に見落としや誤り、情報不足による再調査

の必要の有無を確認することが今後の課題であると考えま

す。 

また残念ながら、事業評価における講評評価にて、同じ法

人で別の立地にある同種別の事業所に対する評価内容に

ついて、同じ評価者／事業者による第三者評価が行われて

いる事業所があり、講評評価内容が全く同じ内容で記載され

ていた評価が存在しました。同種別の事業所であっても、利

用者されている利用者や施設を運営している職員は異なる

ため、全く同じ評価内容になることは考え難いと思われます。

福祉サービスの実践において、支援等を可視化、見える化

し、客観的に福祉サービスの内容や水準を示すことにより、

評価内容を利用する利用者や、受審した施設や事業所の

最善の利益となり、利用者の権利擁護を実現するためにも、

福祉サービス第三者評価事業者や、その評価者の質の向

上が今後の課題であると考えます。 

 

 

●文 献 
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定的なカテゴリや、障害者福祉施設におけるサービス提供の

在り方の見直しに取り組む実践につながることが明らかになり

ました。 

さらに、否定的なカテゴリとして明らかにされた利用者の

ニーズを障害者福祉施設従事者等が強烈に意識することこ

そ、態度や感情を伴った力動的な相互作用を利用者との間

につくり出す出発点であり、知的障害者を主たる対象者とし

た障害者福祉施設を利用する利用者の権利擁護を高める

ことにつながることが示唆されました。 

  

●権利擁護とは 

権利擁護について山崎（2017）は、生きづらさを抱えてい

る人に対して、「生きるために一人ひとりが社会の主人公とし

てもっている力を発揮しながら、かけがいのない存在として自

己実現をする」ために、「声をあげられない人の代弁的な機

能だけではなく、その人がその人らしく自己決定をしたり、意

思や思いを表現したりすること」ができ、「利用者が福祉サー

ビスを利用する主体として生きていくために、福祉サービスが

その人のところに適切に届くようにするため」に、「ケアを進め

ていくしくみ」であると述べています。 

近年は、対象者の代弁としてのアドボカシー（advocacy）

と、対象者の強さ、無力さの克服に焦点をあて、パワーを強

化し問題解決のための対処能力を高めていくエンパワメント

（empowerment）が権利擁護の中核をなすものであると考え

られており、秋山（2006）は山崎と同様に、「ニーズ充足、生

活支援、生活擁護も行う」ものであるとしています。 

  

●福祉サービス第三者評価事業を用いた研究の現状にお

ける限界と今後の課題 

利用者調査における満足度調査では、全数調査を基本と

しながらも、今回対象とした障害者福祉施設における在籍数

に対する有効回答者の割合が全体で約4割（施設約3割,事

業所約6割）でした。今回事業評価の評価項目【6-4-1-2】

の内容分析（視覚的側面：ゼスチャーやサイン、動作やしぐ

さから意思や希望を理解しコミュニケーションを行う、写真を

用いて意思や希望を理解し情報伝達や予定を確認しコミュ

ニケーションを行うなど。触覚的側面：点字を用いてコミュニ

ケーションを行うなど。聴覚的側面：わかりやすい平易な言

葉ややさしい表現を用いて意思や要望を理解し情報提供や

コミュニケーションを行う、ゆっくりとはっきり聞こえ具合に気づ

かいながら声をかけるなど。心理的側面：気持ちが安心でき

る場所でコミュニケーションを行う、グループダイナミックスを

用いてコミュニケーションを行う、無理強いせず意思を理解し

笑顔でやさしく寄り添いコミュニケーションを行うなど。家族と

の連携：家族から利用者とコミュニケーションを行う方法や留
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〒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 

 

 

 

 

日  時：2019年7月6日（土曜日） 14時～ 

場  所：東京都千代田区麹町5-1 

     弘済会館（JR中央線四ツ谷駅 徒歩5分） 

開催内容： 

 ①基調講演：“今、改めて倫理を問う（仮テーマ）” 

 ②シンポジウム“苦情対応の現状と課題 

           （第三者評価の立場から）“ 

  講演と実践報告 

  ●「高齢」「障がい」「保育」の3分野 

  ●「評価機関」 

 ③懇親会：17時～（同会館にて） 

※詳細は、決定次第、改めてお知らせします。開催日

時・場所は確定していますので、万障お繰り合わせ

のうえ、多くの方々のご参加をお待ちしておりま

す． 

 

 

 

 

あの東日本大震災から8年が経とうとしています。

恒例の釜石訪問ですが昨年11月頃を予定しておりまし

たが評価のスケジュールが立て込み、3月に延期して

おりました。 

今年、釜石はラグビーのワールドカップの試合会場

になります。すでにその関係でホテルや飲食店なども

影響を受けはじめているようです。3月11日の前後は

震災記念行事、そしてワールドカップの試合中はさら

に現地は混み合いそうです。そこで、訪問日を3月16

日～17日に予定しました。宿泊先は釜石駅に隣接する

ホテルフォルクローロ三陸釜石です。現地では「古川

さん」にお世話になります。震災から8年、大きな節

目のように思います。 

現地訪問をご希望される方は2月15日までにメイア

イヘルプユー事務局にお申し込みください。皆様のご

参加をお待ちしております。 

 事務局長 鳥海房枝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイアイヘルプユー 

20周年記念行事のご案内 

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@smile.meiai.org 

 
  

2018年10月から2023年9月までの中長期計画」と20周年

記念行事を含む2018年度事業計画」等が承認されまし

た。 

1．開催状況 

 出席者数：正会員97名中64名（うち書面表決者数お

よび委任状56名） 

 ※定款第27条に定める定足数を満たし、有効に成立 

 日  時：2018年11月30日 

      午後6時30分～午後8時00分 

2．審議事項 

 ・第１号議案 2017年度事業報告及び決算報告 

 ・第２号議案 2018年度事業計画及び予算（案） 

 ・第３号議案 次期中・長期計画等 

 ・第４号議案（報告） 支払規程の変更 

 ・第５号議案（報告） 平成30年度の役員体制等 

3．審議結果 

 第1号・第2号・第3号議案について、新津・鳥海両

理事から提案を受け、質疑応答の結果、全員異議なく

承認されました。また、第4号・第5号の報告議案につ

いても、了承されました。 

 第2号議案の2018年度事業計画及び予算（案）の中に

は、20周年記念行事の開催及び所要経費が計上されて

おり、議決に伴い、今後、開催に向けた準備が進めら

れることになりました。 

 これまでの中・長期計画（2017年10月から2018年9

月）の次期計画である「2018年10月から2023年9月まで

の中長期計画」が承認されたため、新たな計画に基づ

き活動を推進することになりました。 

 ※詳細につきましては、事務局にお問い合わせください。        

恒例の釜石訪問のお誘い 

 


