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当法人は、平成12年2月に東京都から特定非営利活

動法人として認証を得て、その年の秋に第三者評価を試
行的に始めています。独自の評価項目による第三者評価
の開始は、平成13年のことでした。その後、東京都が全
国に先駆けて第三者評価に取り組み、当法人は平成14
年11月に第三者評価機関としての認証を得ています。厚
生労働省においては、平成15年9月「第三者評価基準及
び評価機関の認証の在り方に関する研究会」を全国社会
福祉協議会に設置し、評価基準、評価機関の認証、評
価調査者の育成、都道府県推進組織の整備、結果等の
公表ガイドラインについて検討しています。そして、平成17
年に本格実施の運びとなりました。しかし受審は任意であ
り、全国的には受審率は伸び悩んでいます。一方、東京
都は入所施設に対して、サービス運営補助費の補助要
件の一つに第三者評価の受審を義務づけ、受審率の確
保・増大に取り組みました。 

以下に、受審件数の推移を紹介します（出典：全国社
会福祉協議会）。 

平成24年度から社会的養護施設に対する第三者評
価の受審が義務化され、関係する1,117施設は3年に1
度以上の第三者評価に取り組みます。また、保育所関連
をめぐっては、内閣府と厚労省において保育の拡充策とし
て、第三者評価の受審目標の策定と受審費用の支援策
が検討されており、27年度から取り組む方向が示されて
います。そして、社会福祉法人をめぐっても「規制改革会
議」や「社会福祉法人の在り方等に関する研究会」で福
祉サービスの質の向上、第三者評価についても課題とさ
れ、検討が進められています。このような外部環境の変
化を「追い風」というのでしょうか？ 関係者の１人は「台
風だ」と言いました。 

当法人が第三者評価に取り組んで13年が過ぎました。
この間に評価機関・評価調査者は、成長したのだろうか、
受審事業所がサービスの質の向上を課題として取り組む
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ことの後押しになっているだろうか、どの程度役に立ってい
るだろうか、と反省することもあります。全国の評価機関の
人たちと、研修などを通し話を聞く機会が増えてきていま
す。その取り組みから学ぶことはもちろんですが、疑問をも
つことも少なくありません。 

このような疑問があり、また社会的養護施設が第三者
評価受審が義務化されたいま、評価機関の評価プロセス
の標準化の必要性を強く感じ、「平成25年度厚生労働省
セーフティネット対策事業費保補助金（社会福祉推進事
業分）」調査研究を受託し、「福祉サービス第三者評価の
標準的な手順の確立に関する調査研究事業」に取り組
み、ようやく報告書を完成させました。 

調査研究の内容は、評価のプロセスに関する評価機関
に対するアンケート調査と、全国40か所の評価機関に対
するヒヤリング調査です。調査結果では、評価機関による
バラつきが目立ちました。このバラつきに影響している要
素は、都道府県推進組織の定める評価プロセスによる違
いや、公定価格として評価料金を定めていること、あるい
は指導による縛り、評価機関の属性（たとえば社会福祉
法人・社会福祉協議会、NPO法人、株式会社など）、評
価機関の基本方針や価値観、また初めての受審か否か
による評価プロセスの違い・工夫、などでした。さらに都道
府県による違いも大きく、今後、大きな問題になるのでは
ないかと思います。報告書は、４月末日にはホームページ
で公開します。 

今後の取り組みですが、25年2月「一般社団法人全国
福祉サービス第三者評価調査者連絡会」を設立させたの
で、この法人の事業として研修や交流の機会をつくってい
きます。第三者評価に関する調査研究は24年度・25年
度と継続して受託しましたが、この調査研究にかかわった
委員16人の半数が設立時の理事・監事となって一般社
団法人を立ち上げました。この立ち上げは、当法人が平
成21年「10周年記念」のイベントの際に提案した「全国第
三者評価機関連絡協議会」の現実化です。第三者評価
では、評価調査者の多くが評価機関と契約（複数の評価
機関と契約している人もいる）して活動しているため、会員
は個人を対象にすることにしました。 

これからの10年、全国の仲間たちと力を合わせ評価機
関・評価調査者の力量の向上、評価の適切性、質の向
上を課題として取り組んでいきます。 

とはいえ、疲れてもいます。“泣くな 泣くな たかだかそ
れくらいで”（長渕剛）と、歌いながら泣いたりもしています
が、歌うと元気が出るものですね。 

第三者評価事業の「これからの10年」」を考える 
 

代表理事 新津ふみ子 
 

NPO法人 

  24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 18年度 17年度 

全国計 3,579 3,347 2,985 2,871 2,757 1,947 1,678 

東京除く 966 992 865 940 1,008 639 326 
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今回は何をテーマに書いたらいいか、とあれこれ迷って

いるうちに時はあっという間に過ぎ去り、やっと書き始めた

ときには「東日本大震災3年目」3.11当日の朝になってい

ました。 

私の日々の朝の目覚めは、情報収集番組であるTBSラ

ジオ（岩手県ではIBC）生島ヒロシ「おはよう一直線」からス

タートします。今朝のこの番組はいつものスタジオを飛び

出し、生島キャスターの出身地である宮城県気仙沼市か

らメインゲストに気仙沼市長を迎え、現地の復興状況を交

えて放送しています。 

私が朝、ラジオを目覚ましとして聴くきっかけとなったの

は、東日本大震災関連死で3日後に亡くなった父の日課

を思い出して見習ってみたからでした。 

生前の父は、後期高齢者になったころに大腸がんや心

筋梗塞など大病を患ったにもかかわらず、自力（自立と自

律）で健康を取り戻しており、日課の午前と午後の買い物

を兼ねた散歩（運動）は震災当日も行っていた、と近所の

方々から教えていただきました。 

その父が毎朝、ベッドでの目覚ましに、イヤホンで耳から

さまざまな世の中情報を聴いていたのがラジオだったので

す。想像するに、あと2か月で卒寿を迎えようとしていた父

が最後まで認知症にならなかったのは、この耳からの情

報で直接的に脳内活性化をはかっていたことも要因の一

つではなかったかと考えています。医学的見地ではどのよ

うに診断されるのか、どなたか教えていただければ幸いで

す。 

さて、震災後3年も経過するとさまざまなことが起きてい

て、何を話題にリポートしていいか本当に困ってしまいます

が、今回もいままで同様に徒然なるままリポートしたいと思

います。 

3月9日に、毎年恒例の中学校同級会（卒業生161名）

が開催されました。参加者は地元在住者がほとんどで、

今回は珍しく約40人ほどが集まりました。以前にもリポート

しましたが、同級生には漁師も多く仮設住宅暮らしで3年

目を迎えています。 

昨年の会話と大きく違いを感じたのは、住宅再建への

「諦め」です。主な理由は、土地の造成等がままならない

こと（少なくても土地造成と区画整理だけで今後5年はか

かる、と言われています）や、年齢的に銀行融資条件が

厳しさを増していること、さらには持ち家を復活し生業を復

活しても後継者に不安が出ている、などです。復興の

遅々として進まない現実は、いろんな意味でそれぞれの

被災家庭にさまざまな問題・課題をもたらしています。 

つまり、「希望」が考えられない・持てない・描けないな

ど、三重苦に陥るには十分な時間を費やした3年間でも

あったのです。 

3月14日には、中心市街地のど真ん中（新日鐵住金釜

石製鐵所敷地内）に「イオンスーパーセンター」がオープ

ンしました。震災以降、細々ではありますが失意のどん底

から血の滲むような努力をして再開した地元商業者は、

今後、どのような運命をたどるのでしょうか。ちなみに、「イ

オン」は市の「まちづくり活性化」の目玉として市長の肝いり

で誘致したものです。市はイオンのサポートをするため、市

営駐車場（5階建て）の新設整備（震災前は3階建て）や、

買い物客の利便のためのイオン正面入り口周辺整備とし

て、わずか１週間で嵩上げ整備工事を実施していました。 

この整備の影響で、復興後がんばって自力再建してい

たある地元会社の玄関が約1mほど下がり、出入りに支障

が出る事態になりました。大雨になったらどのような2次災

害が発生するか、想像にかたくないと思います。被災地に

おける非常時の行政施策としては、計画性のない被災

者・事業所無視の対処療法的手法であると考えます。 

さらに、次年度は交通渋滞回避をはかるため、イオン駐

車場に直結する橋も整備する計画があるとのことです。今

後、時間の経過とともにいろいろな意味で行政責任（国・

県・市）が問われることになると思われます。なお、イオン

のオープンにあたってはハード面だけでなく、復興事業の

グループ補助金導入や固定資産税減免など、ソフト面に

おいても行政から手厚い支援を受けているとのことです。 

徒然なるリポートの最後は、再び私ごととなります。 

    

  東日本大震災・現地リポート 

   ｉｎ 釜石 （第8弾）        

（特養）あいぜんの里 

                   施設長 古川明良さん 
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市役所を卒業して

およそ3年、震災復

興におけるあまりの行

政の手順の悪さにあ

きれ、やむにやまれ

ずわが生まれ郷の新

川原町内会を動かし

て、鵜住居地区の復

興計画のあり方に一

石を投ずるため動き

出しました。 

前回のリポートで紹

介した岩手県立大学

の熊谷誠さんを講師

に「歴史から学ぶ震災復興勉強会」を開催し、演題を「鵜

住居村の大海嘯復興に学ぶ」と題して、2月20日（木）夜

7時から、地域の集会所で講演していただきいたのです。

地域住民の関心は高く、約50人ほどの聴講者があり予定

を超す参加となりました。 

この企画を起こした理由は、市が職員の人材不足を補

うため都市計画事業に詳しいUR（独立行政法人都市再

生機構：旧日本住宅公団） へほぼ丸投げ状態で事業を

実施させた結果、市復興まちづくり計画（被災地区21か

所で計画）がコロコロと目まぐるしく変更され、被災者の一

部はその計画変更に振りまわされ、資金面を含めてなか

なか自立再建への目途が立てられない実態がみえたか

らです。 

特にある地区では、復興計画の事業着手の段階に入っ

た昨年10月頃を境に、被災者の土地の買い上げをめぐる

売買契約の場面では、契約の寸前に理由も明確に示さず

UR担当者から「買う、買わない」の話が出るような有様で

す。決して被災者の立場に立った復興推進にはなり得て

おらず、復興計画自体が何のための、誰のための復興か

と思われるやりとりが、そこかしこに見え始めたのです。まさ

に「泣く子と地頭には勝てぬ」の言葉がピッタリする現実が

ここにある、と私自身は考えています。 

URの仕事ぶりが見えるものとして、たとえば阪神淡路大

震災後に神戸市で街の活性化に資するとして整備された

商業施設があります。そのときに入居した商業者が震災

から19年経ったいまどうなっているかといえば、多くの方々

が閉店や多重債務に追い込まれ、経営に四苦八苦して

いる実態がNHKの特集番組で放送されていました。 

 お、私の情報が間違っていなければ、民主党政権下

で有名になった「事業仕訳」でURはリストラ寸前であったは

ずですが、いまはゾンビの如く再び蘇り、被災地で生き生

きと事業を展開しています。 

私の目に映る復興の現実は、肝心なところで神戸市の

復興に似たような状況で進みつつあるようです。釜石市の

計画に楯突くつもりはありませんが、既に3年も経った現在

の復興状況では、「急がば回れ」ではないですが「歴史か

ら学ぶ」ことで何を次世代に引き渡すべきか、一度立ち止

まって冷静に再検討する場面ではないかと考え、この企

画を起こしました。 

＊ 

今後とも、この現地リポートが会員の皆様に飽きられな

い限りは、行政とURなどの復興への取り組み、あるいは当

事者である被災者の声をさまざまな切り口で取り上げなが

ら、復興計画が住民本位のまちづくりとなるよう見守ってい

きたいと考えています。また最近、マスコミにもよく取り上げ

てもらい、国レベルでも話題となっている巨大防潮堤整備

（当市では根浜海岸エリア）に関する進捗状況について

も、あわせてリポートしていきたいと考えています。 

中央が嵩上げ造成中の正面広場とイオンスーパーセンター、左の5階建てが市営駐車場  
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ら高齢者向け住宅が増えはじめ、現在はサービス付き高

齢者向け住宅が5,526戸、有料ホーム6,471人、そしてど

ちらにも登録していない高齢者向け住宅が約200件

6,000戸ぐらい（推測）あり、高齢者人口に占める割合は、

介護保険3施設とグループホームの合計が3.3％に対し、

住宅系が4.2％と既に施設系を上まわっている。 

ただ、グループホームが当初そうであったように粗製濫

造の傾向があり、苦情も多くなってきている。私どもは、札

幌市ではすでにメインサービスになっている高齢者向け住

宅の質を高めることが大切であると考え、高齢者向け住宅

を評価する仕組みづくりと相談員の研修をする取り組みを

始めた。外部評価がグループホームの質の向上に大いに

役立ったように、高齢者向け住宅もまずは自己評価から

始めてみてはと、ガイドラインを作成して研修会を実施した

（平成24年度厚労省老健事業）。また、相談員が住まい

のキーマンであるとの認識から相談員養成研修事業を3

回行い、「高齢者向け住宅生活相談員必携」を作成した

（平成24年度国交省居住安定化事業）。いずれもホーム

ページ（札幌住まいるアップセンター）で紹介しています。 

高齢者向け住宅の最も大きな課題は、職員の少なさで

あろう。介護保険は外部サービスを使う仕組みがあるが、

介護保険外の生活支援、手続き支援、サロン活用、外出

支援、リハビリ評価などがかなり手薄であり、ケアマネ

ジャーの調整でも限界がある。だから、私どもがこれらの事

業で強調したことは、地域の交流と入居者の権利擁護で

ある。住まいのサービスが住宅内で留まっていれば『住ま

い包括ケア』で終始し、閉じこもりを増やすだけである。実

際、入居者の方の多くは住み慣れた地域を離れて入居し

 

 

 

 

 

 

 

昨年12月に民生・児童委員を拝命した。65歳以上の

一人暮らし宅の訪問活動がメインであるが、わが地区の対

象者は5年前は20件、3年前は30件、引き継いだいまは

40件である。まるで倍々ゲームのような状況で、この方々

が要介護になったら対応できるのだろうか、とミクロの観点

からも実感している。いうまでもなく、地域包括ケアシステ

ムの取り組みは在宅ケアの限界点を上げることを目指して

いるが、ターゲットは、増え続ける一人暮らしの方が要介

護になったときにも在宅で対応できる仕組みづくりであろ

う。しかし、一人暮らしの要介護者が住み慣れた自宅で暮

らすには、相当の覚悟と勇気がいるし、支える側のサービ

スの充実度の問題もある。一方、施設サービスは充実で

きる状況ではないので、サービスの付いた高齢者向け住

宅のニーズが増えてきているのだろう。 

札幌市は、その面ではトップランナーで、10年ほど前か

 

◆講演概要◆  
内部研修会 

「増え続ける高齢者向け住宅は 

               いずこへ」 
 （講師：NPO法人シーズネット奥田龍人さん） 

講師の略歴 
 
昭和27年 札幌市で生まれ育つ。 
 同志社大学法学部卒業。 
昭和52年 北海道に入職。 
 道立肢体不自由者訓練センター。 
昭和58年 北海道では初めての取組となる「障害者

自立生活プログラム」を導入する。        
昭和60年 障害者作業所「自立家」を障害を持つ友

人と立ち上げるも、資金繰りがうまくい
かず3年で解散。 

昭和63年 北海道中央児童相談所の相談員。非行が
凄い時期。        

平成3年 北海道札幌肢体不自由児総合療育セン
ター。早期療育システム作りの一環とし
て全道の巡回相談に携わる。 

平成8年 北海道を退職し、医療法人渓仁会に入職
し、在宅介護支援センターやケアマネ
ジャー、地域包括支援センター等。 

平成13年 NPO法人シーズネットの立ち上げに協
力。 

平成24年2月 渓仁会を退職し、NPO法人シーズ
ネットへ。 

平成25年10月 NPO法人シーズネット理事長。 
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ているのであるから。 

地域包括ケアの提起するダイナミズムは、地域住民や

地域の社会資源が皆で支える構図であろう。これが権利

擁護にもつながる。私どもも事業者団体を育成し、「北海

道高齢者向け住宅事業者連絡会」を一昨年に結成、ここ

を基盤にさまざまな社会資源とのやりとりを始めている。ま

ずは、PT・OTなどによるリハビリ評価の派遣を始めた。そし

て、今年度は傾聴ボランティアの育成・派遣に取り組む予

定である（JT助成金が先日決定した）。 

 

 

 

 

 

 「高齢者の住まいの現状と課題」を拝聴し、高齢者住宅

のトレンドを知ることができました。現在は在宅介護へ向け

た地域包括ケアシステム（2025年完成目標）の構築移

行期にあるとのことで、さまざまな課題、なかでも低所得・

低資産高齢者の住宅の確保と質についての話しが印象

的でした。これは、社会問題となりつつある空き家問題と

抱き合わせて解決する動きもあるとのことで、建築士が果

たす役割は小さくはないと思うとともに、介護についてのス

キルアップの必要性を改めて感じました。同時に、建築士

が「介護と住宅」について学べる環境や機会がないことが

残念でならない気持ちを強くしました。 

 現在、国は良質な住宅ストックをつくり、これを価値ある

ものとし長く大切に使っていくという「循環型社会」を目指し

ています。言い換えると、高齢者になっても安心して

ずーっと住み続けられる住宅をつくったり、リフォームをし

たりして、世代をまたいで使い続けようということです。また

最近のアンケートでは、施設よりも現在住んでいる家にで

きるだけ住み続けたいという方が多くいます。 

 私が認識する良質な住宅の条件を端的に示すならば、

「QOL（生活の質）を念頭にし、要介護の高齢者でも健康

で快適に暮らせること」になります。では「建築士がこの良

質な住宅の新築やリフォームの設計をできるか？」と問わ

れると、ほとんどの建築士にはできないのが現実だと思い

ます。いわゆる「バリアーフリー」の名のもと「段差なし、出

入口幅、手すりに配慮」程度の域を出ておらず、QOLや

ADL（日常生活動作）という言葉も知らないのではないで

しょうか。 

 しかし、建築士の不勉強とは言い切れない現実もありま

す。私の経験ですが「介護と住宅」について体系的に学ぼ

うと、まず福祉住環境コーディネーター2級を取得しまし

た。これは机上での知識なので、次に実践的に学べるセミ

ナーや講習会を探しましたが、介護実務者でなければ参

加できないものばかりで学びたいのに学べないのです。 

 最近の住宅業界への公的助成が手厚くなることは好ま

しいことではありますが、不勉強な建築士の不作為による

粗悪な住宅が量産される前に、「介護と住宅」について建

築士が学べるようになることを早急に望むところです。 

 奥田講師へは研修会後の懇親会でも北海道の高齢者

住宅への取り組みについていろいろ伺い、考えの深さに感

心するばかりで、北海道は温熱環境も含め「住まい」に対

して先駆的である、とつくづく実感した日となりました。 

 

内部研修会レポート 
記録報告 岡村 宅途 

（一級建築士事務所 温古舎） 

）さん 
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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 

評価 

 

 

者連絡会・学習会報告 

 

◆通常総会報告◆ 

平成25年度（第14回）通常総会を11月27日18時30

分から、法人事務所において開催しました。正会員118

名、出席者18名、書面表決者および委任状提出者60

名で、総会は成立しました。審議事項は、会員の皆さまに

はすでに郵送しておりますので本紙面では略します。総

会は新津代表が議長を務め、第1号～第3号議案まで

承認されましたことをご報告いたします。 

 

◆第三者評価◆ 

平成25年度の第三者評価実施件数は、都内39件（う

ち利用者調査のみ2件）、都外13件でした。これは、年度

当初予定していた件数を大幅に上まわっています。2月

に訪問ヒヤリングとなった事業所も数か所あり、例年にも

増して報告書の作成に追われる事態になりましたが、会

員の協力により何とか乗り切ることができました。すでに、

都外施設（北海道、岩手県、岡山県、鳥取県）から今年

度の評価依頼が入っており、一息つく間もなく新年度が

始まっております。26年度の第三者評価も、評価者の皆

さまのご協力のもと進めてまいりたいと考えております。 

 

◆釜石訪問のお知らせ◆ 

昨年、一昨年に有志で釜石を訪問しておりました。特に

昨年の訪問時期は、震災後の2年目にあたる3月10日で

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 

した。宿泊先の確保のためには3月ではない時期が適当

と判断し、今年は5月23日（金）～24日（土）に計画しまし

た。本紙に「釜石リポート」を寄せてくださっている古川さ

んが、現地でガイドしてくださる予定です。参加を希望され

る方は、5月2日までに事務局にご連絡ください。 

 

◆新入職員を迎えました◆ 

4月1日から山本真紀さんが常勤職員としてメイアイヘ

ルプユーに勤務しております。山本さんは7年前から第三

者評価の評価者として本法人に所属し、評価に携わって

きた方です。第三者評価をよく知る方を職員として迎えら

れたことに安堵しております。会員の皆さま、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

（文責・鳥海） 

●事務局から● 

通常総会報告、ほか 

 

《次回内部研修会等のお知らせ》 

 

●次回研修会● 

 と き：６月１８日（水） 18時30分～ 

 テーマ：病院機能評価から学ぶ第三者評価 

 講 師：橋本廸生氏（横浜市立大学名誉教

授／公益財団法人日本医療機能評

価機構理事） 

 
❒編集後記❒ 

 「会報発行は年4回、3か月ごと」の宣言の舌の根も乾か

ないうちに頓挫していました。前号の会報（第36号）発行日

は11月11日で、そこで次号発行予定を本年1月としていま

した。言い訳すればきりがないほど理由は探せますが、「有

言不実行」であることは間違いありません。会員の皆さまを

つなぐ会報です。定期的発行を目指します。 

                         （文責：鳥海） 


