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 7月19日、当法人の設立15周年記念会を無事終え

ることができた。記念行事として基調講演とシンポ

ジウムを実施した。当法人は平成12年2月に設立、

認証を得、現在の会員数は118名である。平成21年

度に設立10周年記念会（10周年記念誌を発行）を済

ませ、今回はその後の5年間の活動をまとめた設立

15周年記念誌の発行、釜石リポート（会報に連載し

ている『東日本大震災・現地リポート in釜石』をま

とめた冊子）の発行、また当法人が３年にわたり取

り組んだ厚生労働省からの受託・調査研究をベース

にし4人の理事でまとめた本、NPO法人メイアイヘル

プユー編『高齢者施設における転倒事故は減らせ

る！』（発行：雲母書房）を発行することができ

た。さらに、平成21年9月に実施した「メイアイヘ

ルプユー設立10周年記念セミナー」を皮切りに、全

国の福祉サービス第三者評価機関・評価調査者の

ネットワークから生まれた『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』を平成26年2月

に設立させることができた。評価機関・評価調査者

の質の向上を課題とし活動を開始している。福祉

サービス第三者評価の次の時代を見据え、現状の第

三者評価システムに拘泥することなく現場に活用さ

れる評価について、幅広く考えたいと思っている。 

＊ 

 本会報は、『設立15周年記念会』の特集号であ

る。今回は基調講演の紹介をする。シンンポジウム

は順次、会報で取り上げる予定である。 

 基調講演のテーマは、『2040年を見越した日本の

社会保障を考える』である。上智大学総合人間科学

部社会福祉学科（当法人理事）の藤井賢一郎さんに

お願いした。2025年から先を考える必要性を感じて
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いたからである。そこで

社会保障制度、福祉・医

療分野に精通し、ビジョ

ンを大切にする藤井さん

の広い知見から示唆が得

られるはずと確信し、依

頼をした。講演のすべて

の内容が重厚であり、時

間が足りなかったことを

反省している。参加者か

らも、もっともっと聞き

たかった、知らないことばかりで視野が広がったな

どの感想が寄せられている。 

 基調講演のテーマを決定するきっかけになったこ

とを少し紹介したい。 

 まず、自分の年齢を通してである。10年先の

2025年問題は、もうどこでも話題になり、団塊の世

代である私は、自分に突き付けられた課題だと思っ

ている。自助は当たり前で、健康に気をつけるこ

と、互助に努め社会貢献を意識した活動をするこ

と、共助は保険料などの負担を多くすることに賛

成、公助は子どもたちのために使うこと、そして、

延命治療と看取りについては私の想いを確実な方法

で伝えておくことまで至っている。さらに、もしか

したら、平均寿命が延び90歳を超しても生きている

かもしれない、だから問題はここに至る道筋である

と考えるようになってきた。 

 次に、ある本との出会いである。 

 私が“2040年”を気にし出したのは、『だから日

本はズレている』（新潮新書、2014年4月発行）を

読んだときからである。著者は古市憲寿、29歳の社

会学者の超辛口日本論として紹介され、10万部を突

破していた。最終章の「このままでは『2040年の日

本』はこうなる」では、2040年の日本の姿を書いて

いる。このなかで特に気になった著者の予測を紹介
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する。2040年のわが国の姿である。 

 日本は欧州のように、低賃金労働を移民に任せると

いう選択肢を最後までとらなかった、というかとれな

かった。東アジア諸国の経済水準が上昇し、職業機会

が増えたため、それらの国々の人々は日本へ移住する

メリットがなくなってしまったからだ。そこでファース

トフード店員や介護職など「移民相当職」に従事して

いる労働者は低賃金で働くが、相対的貧困率が4割を超

えた2040年の日本では、誰も「貧困問題」や「格差

社会」なんてことは語ろうとしない。しかし、人々は

幸せそうだ。そんなことはもはや社会の前提であり、

人々は自分の所属する階層社会のなかで「私たちはこ

んなもんだろう」と思う。そうすると階層移動の夢が

閉ざされた社会では、逆に幸福度が上がってしまう。 

 「日本の将来推計人口」を大きく超えるスピードで

人口は減っていった。その理由の一つは、少子化であ

る。日本では家族や若者などに向けた福祉があまり貧

弱なことは数十年指摘され続けてきたが、政府はその

対応を先送りし続けてきた。2019年には日本の特殊

出生率は1.0％を割っていた。そして、人口減のもう一

つの大きな理由は、日本を脱出する人々の存在であ

る。2020年代からは「海外で働くこと」は、中流層

にも波及し、中流層の脱出が目立つようになってき

た。日本国内において「まともに働ける仕事」がどん

どん減ってきて、インドや南アフリカなど経済成長を

続ける国に行ったほうが自分を高く売れることが多い

からである。 

 若者があまりにも多い国では政情が不安定になりや

すい。職や居場所のない者たちがテロや革命に走って

しまうが、わが国は、それと比べると流血沙汰がない

だけ「マシ」である。相対的に「マシ」であるがゆえ

に、巨額の財政赤字、不可解な規制、いびつな世代間

格差、高い自殺率、誰もが重大な問題だと気づきなが

ら、この国ではあらゆる社会問題の解決が先送りされ

てきた。人々は「やばそうだけど、まあ何とかなるで

しょう」とその解決を先延ばしにして、場当り的な対

応をしてきた。 

 そして著者は、最期に「おじさん」たち自身が変

わることで社会を変えること、「おじさん」は「若

者」よりもパワーをもっている。そのパワーを適切

に使うことができれば、社会はきっといい方向に変

わってゆく。「おじさん」と「若者」が手を組むの

はそうむずかしいことではない。「ズレ」はちょっ

とした工夫で埋めることができる、と結んでいる。 

＊おじさんとは、いくつかの幸運が重なり、既得権

に仲間入りすることができ、その恩恵を疑うことな

く毎日を過ごしている人。人は、いまいる場所を疑

わなくなった瞬間に誰もが「おじさん」になる。 

 私は、この本を警告と受け止めた。私のまわりに

は‘おじさん・おばさん’が多い。2040年に至る道

程について、さらに考える機会が欲しかった。 

 藤井さんの講演は、正しく、大いなる示唆を与え

てくれた。以下に紹介する内容は、私が関心をもっ

た内容であり、講演の一部分であることをお断りし

ておく。関連するパワーポイントを紹介するが、藤

井さんが講演に使ったパーポイントのすべては、当

法人のホームページで閲覧することができる。 

１．将来を予測するためには、過去と現在の変化を見る 

 2040年の医療・福祉問題、そして負担問題を想定

するためには、いまから25年前（1990年代）の状

況が、いま（2015年）でどのように変化したかをと

らえることがわかりやすいとした。説明とパワーポ

イントから、改めて25年の変化を実感した（図1～

3）。 

２．人口問題と女性問題 

 将来人口推計をするにあたって、国が仮定してき

た合計特殊出生率は、実績と大いにずれた。すなわ

ち、合計特殊出生率を高く見積もったので、結果と

して高齢化は安定すると予測していたが、はずれて

高齢化は進行し続けている。また、経済がある程度

以上に発展すると、出生率が再び上昇し始め、人口

図1 図2 
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高齢化の速度が遅くなることが明らかにされている

（Myrskylä, et al. Nature 460: 741-743, 2009）。し

かし、日本、カナダ、韓国は例外的にこうした方向

から逸脱している。 

 出生率の上昇対策として、フランス、スウェーデ

ンの取り組みが紹介された。 

 合計特殊出生率の低下が緩慢であるか、上昇して

いるが、その理由は次の２つである。 

①結婚はしないが子どもは生んでいる。婚外子を制

度として認め、子育て支援を制度として保障して

いること。 

②働いている女性が多い。雇用制度、子育て支援制

度が充実していること。 

 わが国ではこの取り組みを参考にすることではな

いか、と藤井さんは提言した。実は、現状でも働い

ている女性のほうが2人以上の子どもの出生率は高

い。夫の給料だけでは複数の子育ては困難だという

（図4）。 

 わが国の現状は、結婚を前提とした出産である。

未婚者が増加している現状では、出生率を高めるこ

とは困難であろう。婚外子を認めるには、大いなる

価値観の変更と制度の見直し・変更が必要であるが

挑戦しなければならないかもしれない、と思ったの

は私だけでないだろう。また、出産・育児が普通に

できて女性が働きやすい職場、雇用態勢の整備は、

話題にはなるが実践は思わしくない現状であり、重

大な問題だと気づきながら問題を先送りにしてい

る。本当にどうなるのだろうか。 

３．労働人口の姿 

 労働人口は、出生率が回復し（2030年に合計特殊

出生率が2.07まで上昇）、かつ女性がスウェーデン

並みに働き、高齢者が現在よりも5年長くは働いた

（わが国の高齢者は労働意欲が高い）としても、

2060年には5,400万人程度まで減少。したがって、

海外の人材に頼らざるを得ないのではないか、と予

測された（図5）。 

４．医療と福祉の問題 

 医療と福祉の統合が求められ、多職種間の共通言

語が必要になる。EBM（根拠に基づいた医療）、福

祉分野においても根拠に基づいたサービスの選択が

課題となる。また、IPW（インタープロフェッショ

ナルワーク；多職種・専門職連携）の取り組みによ

り医療職間の連携にとどまらず、福祉職も視点入れ

てともに学び合う学習・実習の方法と機会を積極的

図3 

図

4 
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につくることである。藤井さんが最近気になってい

ることは、介護福祉士の教育であり、学習・勉強す

る介護福祉士の育成が課題であるとした（図6～

8）。 

５．家族のとらえ方と役割、地域とは、地域の問題とは 

 まだ同居率は高く、家族に依存し、本人の判断よ

りも家族の判断を優先している現状であるが、今後

は単身者の割合が高くなり、単身で生活する人が中

心の社会になる。そこでは、家族の位置づけが変化

する、せざるを得ないだろう。また、生活スタイル

の変化とともに個人と地域の関係が変化するだろ

う。地域はどのように変貌するのだろうか（図

9）。 

６．2040年の負担の問題 

 所得が1億円を超えると所得税の負担は下がる現

状について、ピケティ税の可能性について話題にし

た。フランスの経済学者であるピケティは、著書

『21世紀の資本論』で、所得税の累進課税強化の提

唱と、「世界的資本税」＝ピケティ税を提案してい

る。これは、住宅、不動産、金融資産などすべての

資産から負債を引いた純資産に累進税を課し、しか

も、国境を越えて全世界で行うという提案である。

既存税では負担には対応できないが、このピケティ

税の実現の可能性は未知数であるとすれば、わが国

では税を誰がどれだけ負担するのか。重大な問題だ

と誰もが気づいてきているが、対策は見えない（図

10）。“勇気と覚悟をもって挑戦すること”なんて

いうとまた長渕剛かぶれの言葉になるが、2040年を

目指し自分に言い聞かせ、設立15周年記念の締めに

する。 

図10 

図6 

図7 

図8 
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 全国各地で様々な事業を展開されている団体の
方々の発表をお聞きする中で、改めて痛感させられ
たことは、「1に勉強、2に勉強、3・4が無くて5に
勉強！！」、2025年・2040年を乗り切るために
は、特効薬はなく、自分たちが提供しているサービ
スの質の向上への不断の努力をすること以外にない
ということです。 
 当然のことですが、第3者評価の目的は、事業所
全体、スタッフ一人ひとりのサービスの質を向上さ
せることであり、第3者評価を受審しても、サービ
スの質の向上が図られなければ、評価機関自体の力
量不足ということになります。ということは、評価
機関には、事業所以上に社会的責任と評価手法等の
質的な向上が強く求められているということです。 
介護保険制度の創設時には「介護の社会化」「家族
機能の社会化」ということがよく言われましたが、
保険給付としての介護サービスは、家族介護の延長
上にあるものではなく、プロとしての自覚と専門性
と多職種との連携のもとに、質的に高度なサービス
が提供されなければならないはずです。にもかかわ
らず、「家族的な雰囲気」といった曖昧な表現の中
で、自分たちが提供しているサービスが家族レベル
のサービスに留まっている事業所が多いような気が
します。 
 評価機関の評価手法等の質的向上は、評価結果に
対する取り組みの検証等を事業者との協働作業の中
で行われなければならないこと。言い換えれば、受
審されている事業所との協働作業によって評価機関
の質の向上が培われていることを、肝に銘じて取り
組まなければならないと思います。 
最後に、朝令暮改的な制度改正や地域の厳しい状況
の変化に対して、怯むことなく、利用者へのサービ
スの質の向上への取り組みを主体的に展開されてい
る方々の実践報告は大変参考となりました。当法人
の構成メンバーの一員として、深く感謝申し上げま
す。 
 
 
 
 
 
 メイアイヘルプユー設立15周年、おめでとうござ
います。 
 記念の講演会、シンポジウムではメイアイの新津
代表やメンバーの長年の活動から得られた多彩な人
脈のなかから、藤井さん、廣江さん、財前さん、亀
尾さん、高田さん、安岡さんが登壇されました。 
 藤井さんからは、少子・高齢化から懸念される日
本の社会保障の継続性と未来について、廣江さんは
じめ５人の福祉サービス事業者からは、今後を見通
して現在取り組んでいる事業への熱い想いや第三者
評価に対する考えについて、お話を聞くことができ

 

2040年（メイアイヘルプユー30周年）を目指して 
メイアイヘルプユー理事 竹原 厚三郎 

 

メイアイヘルプユー設立15周年記念会に参加して 
特定非営利活動法人アスク 佐藤由紀子  

 

第三者評価を受審して 
社会福祉法人 天神会 滝井美咲緒 

ました。 
 そのなかで特に考えさせられたのは、障害児・者
サービス事業者である社会福祉法人クムレの財前民
雄さんが、利用者の心の奥からの叫びとして提示さ
れた次の９つの項目です。 
①私に聞きましたか。 
②私は安全ですか。 
③私の健康は守られていますか。 
④私のプライバシーはありますか。 
⑤私の権利や尊厳は守られ、個人として扱われてい

ますか。 
⑥私の選択で時間を過ごし、私の選んだ人と時を過

ごせますか。 
⑦私が地域社会の一員となるようにするには、どう

すれば良いか、学ぶことを手伝ってくれています
か。 

⑧受けているサービスや訓練は意味がありますか。 
⑨受けているサービスや訓練は、家族や地域の人た

ちから見てもよいイメージが持てていますか。 
（『知的障害がある人たちによるサービスや生活の
質を問う指標（米国）』） 
 「利用者本位」とか「個人の尊厳」「個別支援」
が福祉サービスの基本であるといわれていても、上
滑りな理解をしているだけでした。今回掲げられた
９つの項目は、サービス提供者が常に振り返らなく
てはならない指針であり、評価調査者がどのような
観点で調査するべきなのかの大切な項目であると肝
に銘じました。 
 
 
 
 
 
 メイアイヘルプユーの法人設立15周年、おめでと
うございます。 
 社会福祉法人天神会は「愛と献身」を基本方針と
し、昭和56年6月に岡山県笠岡市神島という地に特
別養護老人ホーム天神荘を開設。現在高齢者施設と
障害者支援施設など16事業所を運営し、340名の職
員が1,000名の方に福祉サービスを提供していま
す。 
 笠岡市は岡山の西南部に位置しており、瀬戸内海
に面した温暖な気候と風光明媚な笠岡諸島を有して
おります。人口約51,600人、高齢化率33.3％で高齢
化が進んでおり、今後ますます、地域のなかで私た
ち法人にできることを考えていく必要があります。 
 天神会がメイアイヘルプユーで第三者評価を受審
したのが平成25年のこと。利用者満足度向上を目的
に受審したのですが、時に鋭い眼光におびえつつ、
時に励ましをいただきながら、いかに自分たちの自
己満足でサービスを提供してきたかを考えさせられ
ました。落ち込んだこともありましたが、受審後は
課題が明確となり「本気で明日から職員一致団結し
てがんばろう」と決意して現在に至っています。 
 そんな出会いがあり今回15周年記念会に参加させ

(6 ページに続く) 
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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   
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ていただき、藤井賢一郎先生の基調講演『2040年
を見越した日本の社会保障を考える』やシンポジウ
ムのテーマである『第三者評価を意識しつつ、わが
国のこれからを考える』を拝聴し、この笠岡の地に
社会福祉法人として何ができるのか、どう地域と発
展していけるのかを考えなければならない、と再度
元気をいただいたように思えます。2040年を見据
え、先生方のパワーをもらいつつ、少子化や高齢化
が進む中で私たちにできることを模索しながら、第
三者評価を受け、成長できたらと思っております。 
 
 
 
 
 
 設立15周年、おめでとうございます。 
 私は新潟県社会福祉士会「あいエイド新潟」の評
価調査者として活動しています。毎年、当評価機関
の研修や運営に対して、新津代表からご指導をいた
だいています。 
 設立15周年記念会に参加して、藤井先生の基調講
演では日本の人口から社会保障制度の今後について
知ることができました。また、シンポジウムでは各
社会福祉法人やNPO法人の先駆的な活動をお聞きす
ることができました。 
 特に印象に残ったことは、発表者の皆様に共通し
て、利用者を個別に支援することと合わせて、利用
者を取り巻く家族や地域も支援対象として、地域特
性に合わせた組織的な事業に取り組んでいることで
した。また、横浜いずみ学園の髙田施設長から「安
心安全とは何か」「家庭的とは何か」「支援の効果
とは何か」しっかりと説明できるようにしなければ
いけないとのお話があり、私も評価調査者として当
たり前のように、「家庭的」「温かい」「落ち着い
た」などの言葉を福祉サービスの印象として感じて
いました。評価調査者として、その福祉サービスが
なぜ「家庭的」や「温かく」等、感じられる理由や
原因について、今後は十分に確認、考察する必要が
あり、より専門的な視点が求められていると強く感
じました。 
 最後に、新津代表の口癖ですが「われわれは、
もっと、もっと勉強してよりよい実践（第三者評
価）を積まなければいけない」かくありたいと思い
ます。 
 
 
 
 
 
 2015年7月19日、うだるような東京の暑さのな
か、『メイアイヘルプユー設立15周年記念会』に
は、当初の予定人数を大幅に超える128名の皆さま
のご参加がありました。そのため、第1部の会場は
急遽、椅子席を後方につくるなどしたものの、配布
資料が足りなくなり、後日改めて郵送した方もおり

(5 ページから続く) 
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ます。参加者は、北は北海道から南は沖縄にまでわ
たっていました。また、その内訳は、会員36名、事
業所32名、評価機関16名、関係者14名、学生・社
事大卒業生24名、その他６名でした。本当にたくさ
んの方々にご参加いただき、感謝に堪えません。 
 続く第2部の懇親会は、第1部のシンポジウムのシ
ンポジストの『こうほうえん』廣江理事長の挨拶に
続き、『釜石レポート』を寄せてくださっている古
川さんからご挨拶をいただきました。乾杯のご発声
は、シンポジストで北海道から参加していただいた
社会福祉法人よいち福祉会の亀尾理事長にお願いし
ました。懇親会も、当日参加をご希望される方もお
り、60余名の参加者で大いに盛り上がりました。 
 15周年記念会にあわせて『高齢者施設における転
倒事故は減らせる！』を、メイアイヘルプユー編で
出版（発行：雲母書房）できたことも大きな喜びで
す。当日、手にしてくださった参加者がこの本を
「フェイスブック」等で取り上げてくださり、すで
に反響があることに驚かされています。当日配布し
た15周年記念誌や、講演・シンポジウムの様子も紹
介していただきました。本当にありがとうございま
す。 
 事務局の不手際もたくさんありましたが、参加者
の皆さまのご協力により無事記念会を終えることが
できホッとしています。15周年の次は20周年にな
るのでしょうか？ 「生きていれば」と言いなが
ら、10周年記念から15周年までが本当に短かった
と感じています。とにかく15周年記念会の様子を会
員と関係者の皆さまにお届けしたいと考えて、特集
号の会報を発行することにしました。どうぞご覧下
さい。 

 
 
 
 
 

《内部研修会のお知らせ》 
テーマ：「人口減少への対応と地方創生に向けて 

日 時：平成27年9月17日（木）18時30分～ 

場 所：メイアイヘルプユー事務所 

講 師：五十嵐 智嘉子 氏

※今回企画の研修会のテーマは、きわめて今日的な

ものです。講師にもやっとスケジュール調整をして

いただけました。どうぞ万障お繰り合わせのうえご

参加ください。参加申し込み締切日は9月11日です。

メール、ＦＡＸでお申し込みください。 

        

 

メイアイヘルプユー設立15周年記念会に参加して 
あいエイド新潟 田崎 基 

 

設立15周年記念会を終えて 
メイアイヘルプユー事務局長 鳥海房枝 


