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第三者評価で実施する利用者調査について、最近、とみ

に感じさせられていることを書きたい。まず、最近、利用者面

接のときに感じてしまうこと。 

高齢分野、入所施設における面接調査では、先輩たちと

面接をする。最近“利用者さん”という感じではなく、先輩の

話を聞いている気持ちになっている。年齢にはあまり関係な

く、その人の生き方が前面に出でくるその一語一句に感動す

ることが多い。先輩たちは思い切り話せただろうか、もしかした

ら不十分な時間しか提供できなかったのではないか、と時に

反省することがある。 

障害分野、入所施設では40～50代の利用者と面接する

ことがある。現状の生活のなかでも自分を生かすことへの挑

戦をしつつ、思うようにならない葛藤を表す。何か対策はな

いのかと心が痛くなることがある。ただただ、聞くだけである。 

児童分野、生活施設における面接ではとても戸惑いがあ

る。なぜ子どもたちはここで生活しなければならないのか、一

日も早く普通の社会生活に戻さなければと思ってしまう。そし

て、子どもたちの将来に不安を感じ、社会保障政策のあり方

に思いが及ぶ。 

＊ 

第三者評価における利用者調査の位置づけは、福祉

サービスにおける「利用者本位」の実践であると思っている。

当法人の設立の趣旨をあたらためて紹介したい。『福祉・保

健・医療の分野に永年かかわってきた仲間たちが、それぞれ

の体験をサービス現場に役立ててもらえたらとの思いから立

ち上げた特定非営利活動法人で、「福祉現場の応援」をス

ローガンにしています。「応援」の手法として、福祉サービスを

対象とした第三者評価、利用者調査、研修の企画や実施、

コンサルティング、調査研究などを行っています。現場の事

情をよくうかがって、課題の改善に具体的に役立てていただ

けるような、実践的な後押しをしたいと考えて活動していま

す』である。設立当初から第三者評価のプロセスで実施する

利用者調査ではなく、利用者調査のみの実施を考えてい
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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）  

た。改善への取り組むときに何よりも利用者の本音を大切に

してもらいたいと考えたからである。しかし、聞き取り調査で実

施する利用者調査の集計・分析の困難さが大きく、第三評

価の本格実施のなかで利用者調査が位置づけられたことも

あり、開始から3年程度でお蔵入りになっている。しかし、利

用者調査・面接の必要性と価値は揺るぎなく、また、利用者

の本音に触れる面接をすること、ていねいな聞き取りは、当

法人の手法として続けている。 

第三者評価制度のなかでは開始当初、利用者調査の位

置づけは、都道府県推進組織の方針によるとし、必ずしも実

施しなければならないものではないとされた。多くの都道府県

では実施を方針としているが、評価機関や受審事業者の方

針・意向で実施しているところもある。平成24年度から義務と

して開始された、社会的養護関係施設の第三者評価におい

ては実施を必須とし、また、評価機関向けに作成した「福祉

サービスの第三者評価実践マニュアルVersion 2（社会的養

護関係施設の場合は，Version 1）」では、利用者の視点か

ら福祉サービスを評価することは有益であり、可能な限り利

用者調査を実施し、利用者の意見・要望を取り入れて福祉

サービスの質の向上に役立てることが大切であると明示して

いる。 

東京都福祉サービス推進組織は、利用者調査の重要性

から利用者全数調査を基本とし、方法として、アンケート調

査、面接調査、場面観察を示し、サービス種別に対応した方

法を示している。また、評価機関としての創意工夫を是として

いるので、当法人では通所系サービスにも場面観察を取り入

れている（基本はアンケート調査）。利用者の過ごし方や活動

の様子などを拝見する重要な取り組みだと思う。そして、今

後は評価結果を利用者（家族）に直接説明する機会をいま

以上に積極的に提案していきたい。利用者本位の支援・取り

組みは、現場で直接支援をする人たちだけではなく、私たち

評価機関にも同様に突きつけられているのである。 

今回は、改めて当法人の設立趣旨をひも解くことができ、

第三者評価基準にある「法人の理念・基本方針等の職員へ

の理解と周知への取り組み」の機会になりました。 

長渕剛が第１子誕生の時に「NEVER CHANGE」という歌を

書きました。変えられないもの・ことの大切さをかみしめていま

す。 

「利用者調査」の重要性と学び 
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特定非営利活動法人メイアイヘルプユー15周年記念

は、私にとって様々な意味で貴重な体験となりました。記

念講演会参加者に私の拙い文書による12回にわたった

現地リポートを事務局でまとめていただき、設立15周年特

別記念冊子として配布していただきました。 また、会終

了後の懇親会の席上でさらにご挨拶をさせていただく機会

をいただくなど、改めて新津代表をはじめ会員の皆さまに

感謝を申し上げます。 

さて、前回リポートに引き続き、震災当時に私がかか

わった学校復旧整備で主に鵜住居小・中学校整備の経

緯・経過に焦点を当て、震災直後から日記風に書き込ん

だ「業務メモ」や「釜石市災害対策本部会議結果」を参考

資料に表のように「学校復旧整備協議等時系列一覧表」

としてまとめてみました。 

時系列に改めて整理してみると、短時間で市長等の了

解をとり、3月30日県に復興整備に関する基本的方針を

口頭であっても速やかに持ち込んで協議を進め、国とも協

議できる窓口をこじ開けた点は、手前味噌ではありますが

一応評価できると考えます。 

しかしながら、現実は当時3県で一番早かった県協議

事案がなぜここまで復興整備が遅れたか、その原因を私

の知りうる情報で分析すると、最大の理由は「まちづくり復

興の優先に首長と議会が誘致企業による雇用を含む経

済復興を最優先施策としたから」ではと考えます。 

いわゆる、被災地の一地域の問題とはいえ、教育環境

整備で将来を担う子ども達や保護者を含め速やかに地域

定住化を図ることを優先すべきか、企業がらみの経済振

興策を最優先としたまちづくり再興を目指したかが大きな

    
 

  東日本大震災・現地リポート 

   ｉｎ 釜石 （第13弾）        

（特養）あいぜんの里 

                   施設長 古川明良さん 

 表 学校復旧整備協議等時系列一覧 

月 日 曜 内   容 

3月11日 金 釜石市議会3月議会開催中。14：46東日本大震災発災。 

※その晩は孫2人と一緒に孫の通う小学校で避難。家族とは音信不通。 

3月12日 土 教育長と小職はおよそ2週間ほど教育長室で「仮住い」。 

※その間、「鵜住居・唐丹地区の学校復旧整備に関する計画方針」を検討。 

3月13日 日 ※災害対策本部会議（毎日：18：00～開催）中に、行方不明だった父が救急車でせいてつ記念病院へ運ばれたとの情報が入

る。 

3月14日 

～18日 

月金 ※16：00頃、震災関連死で父死亡（せいてつ記念病院）。 

翌日から父は葬祭会館に安置（家族泊）。葬祭会館から出勤。 

3月19日 土 16：00 災害対策本部へ復帰。教育長室が再び「仮住い」となる。 

※父を火葬（釜石市斎場）。家族は再び避難所へ戻る。 

3月28日 月 12：30 市長協議：鵜住居地区に幼保小中一貫校で仮設校舎整備を図りたい。仮校舎は紀州造林向かいで本復旧校舎は紀

州造林跡地の1万坪を検討することして、県教委へ要望協議する計画検討事項の基本方向について口頭にて了解を得る。 

12：35 副市長協議：市長協議事項を伝える。ただし、仮設住宅予定地なので建設部長協議を指示される。→仮設住宅建設

予定地の該当無を確認。 

3月30日 水 11：15～12：40 県教委出張（市教委：次長、担当課長）で要望協議・情報交換（県教委：次長、担当課長が対応） 

【協議結果】鵜住居地区に幼保小中一貫校で仮設校舎整備を図りたい。仮校舎は紀州造林向かいで本復旧校舎は紀州造林

跡地の1万坪を検討。整備にあたり国へ強力に働きかけを願う。 

※県教委より被災3県で一番早い県要望と評価を受けた。 

4月2日 土 16：43～16：52県教委担当課長☎情報交換→文科省の仮設校舎整備担当部局は初等中等教育局とのこと。県は県教委施

設担当の課長が担当。 

4月7日 木 16：50 県教委教育義務課長☎情報交換 

4月8日 金 10：00～ 鵜住居小学校保護者説明会（甲子小学校体育館：担当課長同行）→具体的整備場所は明示できないが、保護者

が整備検討エリアを想像できるようには説明した（納得する表情が窺えた）。 

4月9日 土 10：40～11：03 県教委担当☎協議→①仮設校舎と本復興を同時手続きで進めたい。②具体的手続きと資料提供の指導を

受ける(市教委担当補佐）→事前着工可能（被害を受けた学校の状況写真と仮設校舎の位置図を提出。また、補助事業要望

を国へ働きかけ中→流失10/10、全壊9/10、2 m以上浸水8/10）の指導受ける。 

4月10日 日 14：55～ 鵜住居地区学校整備協議（企業誘致担当次長）→①紀州造林は1万坪あり。本校舎復興と仮設校舎復旧の両方

を同時場所で整備できないか企業誘致担当次長より提案される。②幼保小中一貫校および栗林小を含めての将来を見越し

た整備について再検討（早急に）→土地借用も協議話題としたが、土地取得で協議することし借地はなしとした。 
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分かれ目であったように思います。 

ちなみに、当該誘致企業は事業拡張場所を変更し、当

市でなく他県で事業展開を図りました。 

総括として、震災初動で私自身が直接かかわった学校

再建に向けた行動を改めて検証すると、すべてが混乱し

た状況にあったとはいえ、自身の反省を含め何点か指摘

できることがあります。まず、1点目は、仮設と本設の整備

のあり方がしっかりと計画決定されていたのか。2点目は、

議会議員対策をしっかりと対応していたのか。3点目は、

そもそも論ですがこのような規模の大震災復興事業が市

町村で計画・実行すべき事業であるべきなのかの3点で

す。 

今年も栃木・茨木・宮城県で河川の氾濫による自然災

害が発生し、多くの犠牲者や被災者が出ました。決して他

人ごとではないのです。 

今後も地球規模の温暖化とも絡み、日本の場合は「い

つ」「どこで」「何が」あってもおかしくない自然環境にあると

指摘する学者もおり、私自身もそのように考えます。 

この対応策には、国が国民の生命と財産を守るため自

然災害史を様々な視点から学び、外交で

「安保関連法制改革」にこだわると同様

に、内政でも有事・平時を使い分ける行政

施策を早急に再構築すべき時代であると

考えます。 

 表 学校復旧整備協議等時系列一覧（つづき） 

月 日 曜 内   容 

4月11日 月 10：00～ 釜石東中学校保護者説明会（甲子中学校体育館：担当課長同行）→具体的整備場所は明示できないが、保護者

が整備検討エリアを想像できるようには説明した（納得する表情が窺えた）。 

4月13日 水 県教委教育企画室市町村助成担当より「緊急仮設校舎の建設予定について（照会）」の事務連絡文書受付。 

4月18日 月 8：15 市教委担当補佐に取敢えず鵜住居と唐丹地区学校整備に関する資料を県提出するよう指示する。 
※県教委「緊急仮設校舎の建設予定について（照会）」回答文書提出期限。 

4月19日 火 「学校施設災害復旧費国庫負担事業に係る事前ヒアリングについて（照会）」文書を受付。 

4月20日 水 県教委教育企画室担当と「事前着工届」等に関して☎情報交換。→①被災写真はメジャーを添えての資料ではなく、その校

舎が明確にその場所に位置を含めて原形復旧できないことを示すこと。②市全図に現位置と移転位置がわかるよう配置図を

作成。③ゼンリン地図に建設場所を特定できる資料作成→①～③の資料があれば「事前着工届」は提出可能と指導を受け

る。 

4月21日 木 文科省施設企画課防災推進室災害復旧係担当☎で被災状況を情報交換。 

4月26日 火 県教委出張（市教委担当課長・担当補佐）→県教委・教育企画室市町村助成担当ヒアリングを県庁10階で9：00～16：00。 
18：00～ 釜石市災害対策本部本部会議（部長職以上で構成）で「仮設学校整備に関する基本方針」を説明し了承を得る。 

4月28日 木 14：40～ 県教委出張（市教委次長）→県教委・教育企画室担当協議「仮設学校整備に関する要望協議」。 ※仮設校舎に

ついて国への働きかけ連携を確認。 
14：50～県教委・次長挨拶。 

4月29日 金 文科省施設企画課防災推進室災害復旧係担当へ☎にて協議を要請も担当者有休のため、明日、同係内別担当者と☎での

協議を約束。 

4月30日 土 14：50～15：35 文科省施設企画課防災推進室災害復旧係担当と☎で協議→被災地現状と要望点等を訴える（①平時災

害時の原形復旧整備手法は不可能な災害規模。②仮設校舎の早期復旧には国直轄代行手法が効率的であることを要望。

③国職員の現地視察の必要を提案④現地視察後に復旧整備のための災害有事用の制度検討を要望。⑤被災地学校の役

割を伝える→学校は改めて地域コミュニティーの核であることを再確認。そのためには短時間で学校復旧が必須であることを訴

えた。⇔国担当者のコメント：国の立場ではスタッフ不足であること。「国会」対応などは組織内での応援はあるものの、現地視

察をする時間がとれないことを逆に訴えられた。 
15：30～ 市長部局出向辞令交付式（教育長室） 
16：00～ 釜石市災害対策本部本部会議 
16：30～ 釜石市退職者辞令交付式（災害対策本部にて） ※市長より小職のみ退職辞令を拝受。 
17：15 退庁（36年1か月釜石市役所奉職） 

《次回の内部研修会のお知らせ》 
 

●日時：平成27年11月26日（木）19時15分～ 

●場所：メイアイヘルプユー事務所 

●講師：金沢 善智 氏（理事、株式会社バリオン

代表取締役、介護環境研究所所長） 

●テーマ：日本の介護技術は海外で活きる！  

     中国の介護事情と今後 

 総会の後、内部研修会、交流会を行います。会員

の皆さまには万障お繰りあわせのうえ、ご出席くだ

さいますようお願いします。 
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が危惧されています。 

なぜ、人口減少が進むのか。出生数が減少しているこ

とが大きな要因で、高齢者が多くなって死亡も増えている

ので、差し引きで減少している。戦後直後は、年間に270

万人弱が誕生し、第1次ベビーブームが到来しましたが、

昨年はやっと100万人を維持した程度。第1次ベビーブー

マーが第2次ベビーブームを起こしたが、残念ながら第3

次ベビーブームは起こらないまま、第2次の人の最後の世

代が40代に入ってしまい、これから大きな出生向上は期

待できない。現在の人口構造で人口水準を維持できる合

計特殊出生率は、2.07だが、1970年代から現在は1.42

と低迷を続けています。 

さて、地方はもっと以前から人口減少を経験していま

す。北海道の町村は、昭和30年から35年が人口のピーク

です。図2をご覧ください。地方からは東京圏を中心に大

都市圏に人口が転出したのは、過去に3回の山がありまし

た。高度経済成長期、バブル経済期、そして平成の「いざ

なみ景気」期です。また、地方の少子化の状況も異なり、

東京圏などの大都市圏や北海道は出生率が低く、九州

や沖縄は概して高いのですが、最も高い沖縄でも1.86と

2.07以下となっています。 

しかし、希望の光もあります。第1に、東京都に住んでい

る10代・20代の若い世代と50代男性が「地方への移住」

を検討したいという割合が高く、40～50％近くになってい

ます。第2に、現在独身の男女も9割近くが結婚したいと考

えており、結婚した場合の子どもは2人以上と回答していま

す。こうした希望を叶えることが、地方創生の最大の目標

です。結婚・出産の希望が叶えば、2060年に1億人程度

の人口維持が期待できます。 

Ⅱ．地方創生4つの政策分野 

人口減少への対策として、4つの政策パッケージを設定

 

 

「人口減少への対応と地方創生に向けて」をテーマに、

9月17日に開催した内部研修会への参加者は非会員3

名を含んで21名でした。また、新潟県、静岡県、千葉県な

どの会員も参加してくださっています。きわめて今日的な

テーマであり、なおかつ高齢者の地方移住などが断片的

に報じられているため、参加者も関心をもって講師の話を

聞くことができました。 

当日の講演の要旨は講師の五十嵐さんに、また、その

感想は鷲津さんに寄せていただいておりますのでご紹介し

ます。 

 

 

 

 

 

 

「人口減少」「地方創生」という言葉をよく耳にするように

なっていますが、今日は、人口減少の背景と、その対応

策としてどのようなことを検討しているか等を話したいと思

います。議論の中心は若者、少子化ですが、高齢者の移

住について「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想も議論

したいと思います。 

Ⅰ．なぜ人口減少が進むのか 

日本全体は、2008年の1億2,700万人をピークに人口

減少局面に突入し、国立社会保障・人口問題研究所の

推計によれば、2040年には1億人程度、2110年には

4,200万人と3分の1強に急減していきます（図1）。ご存じ

のように高齢化は進み、生産年齢人口と年少人口比率は

低下し、日本全体の経済力の低下や何よりも活気の低下

◆講演概要◆  

人口減少への対応と 

地方創生に向けて 
  

内部研修会報告 

図1 図2 
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し、それぞれの分野で政策設計を進めています。図3～5

をご参照ください。 

Ⅲ．「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想とは 

移住の希望を叶える一つの手法として、「生涯活躍のま

ち（日本版CCRC）」構想の検討を進めています（図6）。首

都圏の要介護高齢者を地方に移転させる構想と批判が

ありますが、それは誤解です。①健康なうちからの移住、

②東京圏以外にも郊外から「まちなか」への移住も対象、

③地域や多世代交流、そして④必要になった場合の医

療や介護の提供、がコンセプトで、民間が事業主体となっ

てまちづくりを継続的に進めることが必須とされています。

モデルとなっている取り組みはいくつかありますが、金沢の

社会福祉法人が運営している「シェア金沢」が有名です。

都市部からの移住者や元気な高齢者が生活し、広い敷

地には、障がい者や学生も居住し、産前産後のケアセン

ター、デイサービスも併設されています。農園やグラウンド

なども整備され、希望に応じて就労やボランティア活動に

も参加できます。自治組織に参加することが条件で、自治

活動として売店を運営などもしています。 

Ⅳ．政策間連携・地域間連携・官民連携の必要性 

地方で仕事をつくるため産業活性化が検討されます

が、同時に雇用の質を検討することが必要であり、民間の

知恵と柔軟性、事業の継続性が不可欠です。また、たと

えば地域ブランド創りなど一つの自治体だけではできない

ことが多い。国民（われわれ皆）があきらめることなく勇気

をもってプロジェクトを進めることが求められます（図7）。 

（文責：五十嵐智嘉子） 

図5 

図3 
図6 

図4 図7 
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私は、今年度より評価者としても仲間入りを果たすこ

とになりました。この紙面をお借りしてご挨拶申し上げ

ます。まだまだ未熟者ではございますが、メイアイヘルプ

ユーの諸先輩方のご指導のもと、一生懸命努めたいと思

います。よろしくお願い申し上げます。 

私自身は高齢者ケアの現場で長年働き、現在は都内の

訪問看護ステーションで在宅のケアマネジャーとして務

めております。私も地方（新潟）出身者であり、大学進学

を機に首都圏に出てきたタイプの人間で、そのまま東京

で就職し、家庭を築き生活しております。その意味でも今

回の五十嵐先生の「人口減少への対応と地方創性に向け

て」の研修は、自身のことに関連して特に興味深く聞かせ

ていただきました。 

私自身の感覚として、東京都内で働きそこで暮らして

いると、日本の人口減になかなかに気がつきにくいこと

を改めて感じさせられました。加えて職業上の感覚でい

えば、都内の特養の待機高齢者の数や介護サービス事業

所の新規オープン数などもあります。また、生活者として

の感覚として、豊洲に象徴される都内各地の高層マン

ション建設や都心の再開発ラッシュ、池袋、新宿、渋谷な

どの繁華街の人のにぎわいなどは、人口が減少している

ことと一見真逆に思える状況を呈しています。しかし、研

修のなかでの話にあった「東京への一極集中の人口流入」

という視点から見れば、私の故郷である新潟県等の地方

の風景はまったく逆の状況を呈しているといわざるを得

ません。地方から東京へ集中した人口流出という状況が、

東京で暮らしている私のような人間に、わが国全体で人

口が減少している状況を実感しにくくさせているように

感じました。 

地方から首都圏への人口流出と、人口減少のもう一つ

の要因である「少子化に」については、若い世代の統計的

データを研修で聞くなかで、私自身のこれまで人生が、ま

さにそれにあてはまるものだと実感しました。たとえば、

若い世代の「結婚や出産の意欲低下」と「非正規の雇用の

増加による収入減少と晩婚化」「子育ての不安」について

は、振り返ると私自身のこれまで人生経験に合致してお

りました。地方から出てきて、東京で福祉の仕事に就いて

きましたが、20代で結婚できるほどの経済的な豊さや余

裕がはたしてあったかといわれれば、決してそうではあ

りませんでした。また、非正規以外の雇用の広がる福祉業

界のなかで、ケガや病気、配置転換等で、いつ自分も非常

勤やアルバイトの待遇になってしまうのではないかと

戦々恐々としながら働いていたことも新しい記憶です。

さらに、地方出身者の私たち夫婦には、出産後に両親から

サポートや手助けを受けられないため、妻の妊娠中に大

きなお腹をかかえた妻と一緒に2人で区役所の保育課に

何度も何度も足を運び、保育園がとれなかったらどうし

ようと、本来、幸せなはずの出産においてもなんともいえ

ない不安な気持ちを抱えていたことも覚えています。 

「まち・ひと・しごと創生法」「日本版CCRC－生涯活

躍できるまちづくり－」という考え方はぜひ実現してほ

しい方向性です。私の出身の市町村でも盛んに行政主催

のIターンやUターンの受け入れイベントが盛んです。し

かし、本当の意味で雇用も含めた多様で魅力的な地域づ

くりをしなければ、東京から人は移動しないと思います。

実際に盆や正月に実家に帰省しても、住民が高齢者のみ

の地域で、普通の企業の雇用がまったくなく、公務員と病

院と老人ホームだけが元気な地域社会というものに、魅

力はなかなか感じにくいです。 

今回の研修を受けながら、先日の評価者フォローアッ

プ講習「児童福祉サービスの現状を知ろう」に参加してそ

こで聞いた話しを思い出しました。そのフォローアップ

講習では東京都の保育行政の担当課長の方が講師として

みえ、いろいろとお話しをしてくださいました。近年、待

機児童の問題がクローズアップされ、なかなか改善がみ

られていないと都民から批判を受けているが、行政も何

もしていないというわけではないという話でした。 

その都の保育行政の担当者によると、近年、東京都も過

去最大のがんばりをみせて懸命に努力しているとのこと

でした。過去に例のない大きな予算をつけ、様々な規制緩

和や政策を迅速に行い、市区町村の取り組みを細やかに

支援した結果、東京都全体で大幅な保育園の定員増加を

果たしたそうです。 

しかし、その定員増加にもかかわらず、待機児童がほと

んど減らなかったそうです。そこで聞いた理由は、フォ

ローアップ研修を受講して児童福祉上の理由のみを考え

ていた私の予想を超えていました。待機児童が減らない

理由は、行政上の努力である保育定員増加以上の圧倒的

な東京都内への人口流入があり、子育て世代の流入増加、

保育需要に大幅増大があるからだ、とのことでした。待機

児童の問題は保育行政の問題でなく、東京一極集中のこ

の国のありかたの限界、地方創生にも関連しており、保育

行政だけではどうにもならない！ とその保育行政の担

当者が話のなかで切実に訴えていたことが印象的であっ

たのを記憶しております。 

都内の日の当らないウサギ小屋で、自分の

書斎も持てず、子どもと格闘しながらこの文

章を書いていて、地方への移住もまんざら悪

くないなと少しずつ思い始めてきました。 

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 
＊HPアドレス：www.meial.org/ 

 

《通常総会のお知らせ》 
 

 下記の日時で、通常総会を開催する予定で準

備を始めております。 

 総会の資料および出欠確認書は後日送付いた

しますが、万障お繰り合わせのうえ、ご 

出席くださいますようお願いします。 

●日時：平成27年11月26日（木）18:30～ 

●場所：メイアイヘルプユー事務所 

内部研修会報告 
報告：鷲津隆一（介護福祉士） 


