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第三者評価をめぐる動向と
リトアニアへの旅から

れ、適切であると思います。一日も早く、評価機関・評価調
査者が活用できるようご尽力ください」と返信しました。これ
は、都道府県に改定版の通知を発出する厚生労働省の関
係部署に対する依頼でもあります。
〈救護施設〉
平成30（2018）年度、救護施設版の評価基準ガイドライ
ンが発出されました。これを受けて、救護施設の全国組織で
ある全救協（全国救護施設協議会）は、全国の救護施設
（186施設）に対し、第三者評価の積極的な受審を呼びかけ
ています。
この背景には、平成27（2015）年施行の「生活困窮者自
立支援法」の見直しが平成30年度にあり、無料低額宿泊所
の規制強化（貧困ビジネス規制）について検討されました。
救護施設は「他法他施策の優先」が原則となる施設で、
複雑な問題を抱えた人の地域のセーフティネットとしての位
置づけです。三障害、アルコール・薬物依存、DV・虐待被
害、ホームレス、矯正施設退所者、地域からの孤立（排除）
など複合的なニーズをもつ人を受け止める社会資源が不足
するなかでの救護施設への期待です。救護施設の役割の拡
大と支援の質の確保が求められ、そのことに対応すべく「第
三者評価を活用すること」を呼びかけています。
ち な み に、全 国 救 護 施 設 協 議 会 の 会 誌『全 救 協』
（No.156，2018.3.16発行）では、その特集「第三者評価事
業を活用した福祉サービスの質の向上に向けて」のなかで、
「教護施設版ガイドラインに期待すること」として以下のように
述べています。
ガイドラインは、救護施設のサービスの質の向上を目指す
ため、全国共通の客観的な指標として初めて策定されたも
のです。全国のすべての救護施設がこれを手に取り、自己
評価をし、第三者評価を受け、自己評価と第三者評価の差
異を知り、施設の「強み」「弱み」を覚知し、課題を見出し、そ
れを共有化し、検討を加え、よりよいサービスの改善に向け
た取り組みを行ってほしいと思います（p.5）
この呼びかけに、心打たれるのは私だけでしょうか。評価
機関・評価調査者としてもこの呼びかけを受け止め、第三評
価に臨むことだと言い聞かせています。
〈保育分野〉
子ども・子育て支援新制度において、5年に1回の受審が

代表理事 新津ふみ子
◆第三者評価をめぐる動向
更新時研修で、全社協からの報告「第三者評価事業の動
向と課題」のなかから、評価機関・評価調査者として気に
なったことを私見で報告します。
〈高齢者および障害者・児〉
平成31（2019）年4月から「“『福祉サービス第三者評価
事業に関する指針について』の全部改正 について”の一部
改正について」（平成30年3月26日付厚生労働省3局長通
知）による改正を受けていますが、そのポイントの一つに「第
三者評価の利用者選択情報としての位置づけの強化」があ
ります。平成30年の改正内容は「契約締結時における介護
事業者からの重要事項説明として、第三者評価の受審状況
等の説明を義務化する」であり、サービスの選択に資すると
認められる重要事項としての説明が義務づけられたのです。
具体的には、重要事項説明書（重説）に「第三者評価受
審の有無と、受審した場合は直近の時期および評価機関を
記載する」ということです。昨年度から、受審事業所の重説に
は記載が見られます。重説の内容は、サービスの開始・契約
時に利用者には必ず説明するので、少しは関心が深まって
いるでしょうか。
実は、私自身は反省しています。第三者評価で事業所に
ヒアリングをするときに「この内容を説明していますか」「そのと
きに、利用者から質問はありますか」などと確認したことは、
記憶をたどると、一事業所だけでした。利用者の関心を知る
点からも、必要ですね。
「高齢者版」「障害者・児福祉版」の評価基準は、平成29
（2017）年版を使っていると思いますが「保育所版」の見直し
（後述）と同様に、2020年度中に改定を行うことになりまし
た。全社協「福祉サービスの質の向上推進委員会」常任委
員会では、新型コロナウイルス予防のため、先般「文書審議」
を実施しました。私は、評価機関の代表として、改定基準を
審査しました。改定は共通評価基準についてですが、より適
切な項目になっています。意見として「分野の特性が生かさ
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年12月17日発行）の巻頭言「死に
際の医療費」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）
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可能となるよう、第三者評価の受審および評価結果の公表
を行った事業者に対して、受審料の半額程度を公定価格の
加算（15万円）として補助することになりました。
それでも受審は進まず、平成30年度受審数（保育所）は
1,648件で、全国施設数23,573施設に対して、受審率は
6.99％です。今後も受審料の半額程度の補助は継続される
とのことであり、受審が進むことを期待します。
また、保育所の評価基準ガイドラインは、平成28（2016）
年3月に改定されたあとは改定されていませんでしたので、
平成29（2017）年3月に改定された「保育所保育指針」も意
識しながら「福祉サービスの質の向上推進委員会」で基準の
見直しに取り組み、2020年度には改定版が通知されること
になると思います。ぜひ活用していきましょう。
〈社会的養護分野〉
第三者評価について「3年ごとの受審」が義務化されてか
ら、来年度は3クールの最終年にあたり、基準の見直しを実
施する予定です。
〈その他〉
第三者評価が多様な分野で取り組まれることになります。
どのように活用されるのかは今度の課題ですが、そのつど情
報提供します。
●民間あっせん機関（養子縁組あっせん機関）の第三者評
価
●一時保護所（児童養護分野）における第三者評価：現段
階では、評価基準は評価機関による第三者評価にそぐわ
ないとの判断から「（案）」を取る段階には至っていない
●放課後児童クラブの第三者評価：2020年度を目途に基
準案を取りまとめて通知する予定
●児童館の第三者評価（改定）：改定案をまとめ、2020年
度中に通知する予定
＊
第三者評価に取り組み、20年になります。改めて、評価結
果が利用者に活用されるために、何を改善しなければならな
いのか、しっかり考える「年」にしたいと思います。

万人が手をつなぐ活動“人間の鎖”が行われ、1990年3月、
独立回復を宣言した国です。
リトアニアで、私は数か所の教会を観光で訪ね、そして一
人でまた祈りに行きました。年齢を重ね、数年前から神社や
お寺などで手を合わせることが多くなっていましたが、リトアニ
アでは教会です。教会では「永遠」という文字に惹かれまし
た。戦争・侵略が繰り返されるなか、明日の保証は考えられ
なかったのでしょう。神を信じ、永遠を信じることで今日があっ
たのではないかと思いながら、日本・東京での自分の日常の
継続、安定感に感謝しました。そして、教会では手を合わ
せ、身近な人たちの名前を言って「守ってください」とつぶや
いている自分がいました。
また、杉原記念館を訪問しました。日本が第二次世界大
戦前に設置した領事館に副領事として勤務していたとき、ナ
チス・ドイツ軍に迫害されたユダヤ人に対して、日本通過ビザ
（日本を通過し、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどに逃れる
ため）を発給して多数の命を救ったのです。当時、外務省の
承諾を得ることができず、それでも独自に通過ビザを発給し
たのです。ここでは「正義」という文字が目に焼き付きました。
杉原千畝さんの勇気ある行動から「人道主義」とも書かれて
います。
また、リトアニアでは、4名の仲間で合意し、大量虐殺が行
われた「旧ヴィリニュス・ゲットー」に行きました。収容所は今
もそのまま残っています。心痛い体験でした。ここでも「正義」
とは…と、考えさせられました。
私は、帰国してから「正義」について考えてみました。新津
メモでは「正義とは個人がもつもので、制度は集団を対象とし
たものであり、方針を定める。時として、制度・集団は個人の
正義を奪うのではないか。制度は枠をつくることであり、正義
から離れて行くのではないか。でも、集団としての正義はある
のか…」などなどのメモです。
そこで、人道主義の意味について、辞書を開きました。「人
道主義とは、人間愛の立場から人々の福祉を図ろうとする思
想態度。博愛・平等、人権の尊重、平和・無抵抗主義などを
特徴とする。ヒューマニズム（人間尊重主義）の一形態」と記
載されていました。まだよくわかりません。でも、仕事・活動で
問題を感じたときには「正義」を思い出し、考えたいと思って
います。
←リトアニア（首都：ヴィリニュス）
＊
新しい年を迎え、悲しい出来事がありました。世話になりっ
ぱなしだった身内が、がんの診断を受け、短期間で亡くなりま
した。この短期間は、葛藤の毎日でした。落ち込み、毎日一
人になると涙ぐんでいましたが、仕事で宮崎県高原町に行
き、一人で田圃道を歩いていたとき、突然、「永遠」が私の頭
を占めたのです。たとえ身内が亡くなっても、「永遠」に私の
中で生き続けると思えたのです。そして、死を受け止めること
ができたようです。リトアニアの旅にただただ感謝しました。
貴重な情報と示唆に富む講義をいただいた山崎特命全
権大使に感謝です。そして、ホテルから広場を見ると、クリス
マスツリーが見事でした。ヨーロッパでも最優秀と評価されて

◆リトアニアへの旅から
次に、私事ですが、大いなる学びを得たので少し書かせて
ください。
昨年12月末の4日間、バルト三国の一つ“リトアニア”に
行ってきました。現在、元厚労省官僚の山崎史郎さんが“リト
アニア特命全権大使”として赴任しています。北海道の知人
と同伴して4名での旅でした。第三者評価・現場を離れ、毎
日、観光と街のなかを歩いてきました。
山崎大使から、リトアニアの歴史と最近の情勢について、
独自資料を活用して講義を受けました。リトアニアという国名
が初めて書物に記されたのが1009年、そして何度かの戦争
に襲われ、ソビエトの支配下、ナチスの支配下におかれて、
そのなかで1944年には50万人のリトアニア人が強制収容所
へと送られ、国外追放されたり殺害されたりしています。その
後、独立を目指し、1989年には国内の都市600キロを200
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↓蜂蜜酒のボトル2本

いるとのことです。街を歩いていて
も、安心 でした。皆、前を向 い て
しっかり歩いています。「私も」と思
いながらの帰国でした。
充実した時を過ごすことができ
たのは、同行した仲間たちの配慮
です。ありがとうございました。
実は、リトアニアは蜂蜜の産地で
あり、リキュールも蜂蜜を使っています。お土産に購入し、新
事務所開きのときに飲みましたが、まだ残っています。関心
ある方はぜひ、ご連絡をください。
◇
やっぱり、長渕剛で今回も締めます。新曲『Orange』（オレ
ンジ）、映画『太陽の家』の主題歌です。

事務局だより
◆事務局移転の経緯
昨年の11月1日、大変急でしたが、事務所を移転しまし
た。実は、移転は12月25日過ぎ、「第三者評価の年度内の
ヒアリングを終えてから」と予定していました。
ところが諸般の事情で2か月前倒しせざるを得なくなり、準
備に時間をかけるゆとりのないままの移転です。新津代表と
鳥海は北海道の評価ヒアリングで前日まで札幌でした。まさ
に精鋭部隊の様相で、事務局スタッフは八面六臂の働きを
しながらこの状況を乗り切ってくれました。結果的には、この
時期に移転したため、年末までに物品の整理ができ、落ち着
いて新年を迎えられたと、急な移転を肯定的に考えられるよ
うになりました。
すでにお立ち寄りくださった会員の皆様は感じられたことと
思いますが、新事務所は前の事務所よりも、さらに五反田駅
に近く、駅から徒歩3分という場所です。周囲には飲食店も
多い環境です。ベランダは「ゆうぽうと通り」に面しています
が、二重ガラスのため大変静かです。そして、事務室のほか
に2部屋あるため、会議等にも重宝しています。ぜひとも皆様
にお立ち寄りいただきたく、改めてお知らせしました。
◆“新事務所お披露目カクテルパーティ”の様子から
東京近辺の会員の皆様にはお知らせしたのですが、年を
越した1月12日、新事務所のお披露目カクテルパーティを開
きました。
カクテルは、新津代表が行きつけの新宿西口にあるカクテ
ルバーからバーテンダー2人をお呼びして、目の前でシェイ
カーを振ってもらいました。さまざまなハーブやフルーツ、野
菜なども取り入れ、「すり鉢」等も使いながらつくるカクテル
は、“自由自在・融通無碍”という感じです。
そして、2人が同時にシェイカーを振る姿に、参加者からは
期せずして「オーッ」と声が上がったほどです。
なお当日は、37名の方がご参加くださいました。16時から
始まり、19時過ぎに終えたパーティでしたが、途中で帰る人
はほとんどいません。よくぞこの空間にこれだけの人が入っ
て、グラスを傾け続けた、ということに半ば呆れ、半ば感動で
す。
この素敵な時間をもてたことを振り返って、代表は「またや
ろう」と申しております。
◆最近の事務局の様子から
新型コロナウイルスのニュースに関心をもたざるを得ない
毎日です。イベントが軒並み中止、街の人出も明らかに少な
くなり、山手線もガラガラ状態です。私ごとですが、定期受診
している病院も、外来受診者の減少で通常より大幅に待ち時
間が短くなっていました。
さて、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょう
か。
現在、事務局は第三者評価の講評作成、納品業務に追

♪どうしてそんなに やさしいの
悲しいくらいに やさしいの
君が流した 涙のわけは
夕方過ぎに 帰るから
待っててね 聞かせてね 約束だよ ……♪

新会員自己紹介
このたび、メイアイヘルプユーへの入会を許されました岩
野と申します。
昨年3月、長年かかわった保育の仕事を定年退職し、現
在は住居区内の児童センターにて児童問題相談員として非
常勤で勤務しています。
退職してしばらく経った昨年5月頃、忙しさから少し解放さ
れると、長年気になっていた自分の下腹（ぽっこりお腹）を何
とかしたいと思うようになり、「筋トレ」に通うようになりました。
「お腹に力を入れてー！ お腹を背中につけるように力を
入れて、少し持ち上げてー！」と終始声かけをしてくれるト
レーナーを横目に「そんなにいつもいつも、力を入れられない
よ！」と感じていました。
お正月が過ぎた最初の日、「今のお腹周りの紐（ひも）をつ
くりますね」と、何センチとは測らず、今の自分のお腹周りの実
寸の紐を渡されました。「2か月後、何センチ減らしたいです
か？」とコーチ。せっかくならと大きく出て「3センチ」と答えた
私です（無理、ムリ、と思いながらも…）。
2月初め、その紐を当ててみると、何と本当に3センチ減。
しかも、１か月で。特に何もしていないのに、自分でもびっく
り！ 気にかけていることが大事？
*
4月から、第三者評価者の仲間入りをさせていただきま
す。与えられるさまざまな研修を受講し、評価調査者として
必要な情報を学び、常に気にかけ、まずは10施設ぐらい経
験し、勉強させていただきたいと思います。
とにかく先輩評価者の皆さんの足を引っ張らないよう努め
てまいります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
岩野一子（いわの かずこ）
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われています。もし新型コロナウイルスが9～10月頃に発生
していたら、今年度の第三者評価の都内分はほぼ実行不可
能だったのではないかと思います。評価者研修等が一部中
止になってはいますが、評価そのものへの影響としては、現
時点では評価結果のフィードバック日程の延期、中止程度で
終っています。ただしこの終息がいつ頃になるかで、新年度
への影響にも注視していく必要がありそうです。
最後に、今年度の評価実績です。「都外事業所」が12か
所、「都内事業所」が35か所、都内「利用者調査のみ」が2
か所でした。
すでに、4月以降の新年度の評価依頼が、都外4法人か
ら入っています。都内分も、見積依頼の件数が例年より多い
状況です。評価者の皆様には、またご協力をお願いします。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、新しい年度が始
まろうとしています。暖冬の影響でしょうか、目黒川の桜も咲
き始めました。どうぞお近くにお越しの際には事務所にお立ち
寄りください。
（文責・鳥海）

※次々回の勉強会も講師とテーマを決めました。どうぞ予定
に入れてください。
◇日 時：6月25日（木）18時30分～20時
◇場 所：メイアイヘルプユー事務局
◇講 師：高野 龍昭 氏（東洋大学・准教授）
◇テーマ：近年の介護保険制度の動向（仮）

編集後記
新型コロナウイルスの流行が全世界に及んでいます。感染
者の発生に伴って世界地図が赤く染められていくさまは圧巻
です。そして、中国の対応に驚いたのがつい先月のこと、今
ではヨーロッパやアメリカでも「戒厳令」を想起させる対応を打
ち出しています。
どの時点で終息の判断をするのか、それは新規発生者の
動向か、治療薬の開発か。私はその両者なのではないかと
思っています。
いずれにしてもこの出来事は、後世の世界史の一頁にな
るほどのことではないかと考えます。
総会で会報の定期発行をお約束しておきながら、今号を
皆様にお届けするのが遅れ、申し訳ありませんでした。次号
をお届けできる頃には「コロナ」が収束していることを願いつ
つ…。

次回内部研修会のご案内
恒例の「内部研修会」を下記の要領で行います。
講師の金澤さんはメイアイヘルプユーの理事で、大学教
員を経て独立し、現在は中国、ミャンマーなどでも仕事をして
います。
当日はそうした取り組みからのお話をしてくださる予定で
す。奮ってご参加ください。
概要は下記のとおりで 申込締切は4月18日（土）です。
記
❖日 時：4月22日（水）18時30分～20時
❖場 所：メイアイヘルプユー事務局
❖講 師：金澤 善智 氏（株式会社バリオン・代表取締
役／介護環境研究所代表CEO／医学博士）
❖テーマ：外国人介護職を本気で育て、活用する！
－「EPA」「技能実習生」「特定技能」からの一つの提言

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/
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-26-2
五反田サンハイツ714
（０３）３４９４・９０３３
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