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 第２６号明・愛 
発行日2010年12月20日 

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー会報 

 第三者評価を受審した事業者の評価の多くは、役に立っ

た、改善課題が明らかになったなどと好評です。平成21年

度、東京都福祉サービス評価推進機構が実施した受審事

業者アンケートでは、大変満足13.8％、満足56.0％で、約

70％が満足と評価しています。平成17年度と比較すると約

8％の伸び率です。ちなみに東京都では平成15年の本格実

施から7年目ですが平成20年度の受審は２,０１４件で当時と

比較すると10.8％の伸び率です。東京都では特に施設系

サービス分野で定着しつつあると言えるかもしれません。背

景には、受審に際して、実質的に全額補助金が出ていると

いう状況があります。 

 もちろん、第三者評価は全国的にも好評です

が、受審率は伸びていません。補助金の有無

が影響しているとは思いますが、このことを理由

としてばかりいられず、評価機関として、利用価

値を示していく必要があると考えています。 

 当法人は、全国社会福祉協議会の委託で「評価調査指

導者研修会」の講師を務めています。評価調査指導者とし

て相応しい人を都道府県が推薦するわけですが、受講者の

中には第三者評価未経験者や福祉分野に対する知識や経

験が皆無の人も少なからずあり、研修の成果を期待する以

前の課題がありました。仮に受審しても、事業者の継続受審

意欲を喚起するまでには至らないことは必定です。第三者

評価は任意なので普及には受審事業者の評価が大いに影

響します。そこで、今年度から全社協事務局の意向もあり、

受講資格要件を絞り込み、事前課題の提出を義務づけると

共に講義内容も全面的に見直しました。受講生は26人、例

年の6割程度でしたが充実した指導者研修会だったと思いま

す。 

 このような取り組みが、全国の評価推進組織や評価機関

に影響を与えて直ぐに成果が出るとは言えません。しかし、

まずは第三者評価を推進する事務局である全国社会福祉

協議会の積極的取り組みが重要で、その点では大いに評価

できると思っています。また、意欲的な受講者が多く、所属

の評価機関に大いに影響を与えてくれると思わされました。 

 また、制度的には、第三者評価と似ているという見方もある

「介護サービス情報の公表制度」は、見直しの方向が

決まり２０１２年から変更されるようです。公表内容の

変更はないものの事業者自身が情報をウエブ上で登

録する自己申告制とし、公表にかかる手数料は廃止、

調査の義務付けも廃止というものです。こうした流れは

第三者評価の追い風になるでしょうか。最近ある県の

評価機関から、研修依頼を受けました。公表制度の見

直しにより、第三者が事業所訪問するのは第三者評価

だけになるので評価依頼が増えるのではないかという

見方があるようです。質の高い評価をし、その価値を

示すために人材育成を充実させる方針だと受け止めま

した。 

 第三者評価の今後を考える情報として全国社会福

祉法人経営者協議会発行の月刊誌「経営協」１１月

号に掲載された記事を紹介します。１１月開催の全

国社会福祉経営者大会の会長講演で、第三者評

価に触れ、サービスの質を高める手段として第三者

評価の受審を勧め、次のように述べています。「第三

者評価については、信頼性等をめぐってさまざまご意

見も寄せられているが、まずは受審してそのあり様を世

に示し、その上で制度の見直しが必要ならばそれを求

めてゆく姿勢が必要である」と。 

 このような動きを歓迎すると共にますます評価機関

の質の向上が課題になると当事者として責任を感じま

す。 

 このような環境を背景に、これまでの評価実践から

も、当法人として福祉サービスの第三者評価を充実さ

せるための取り組みを検討しました。事業の中・長期計

画に表しましたが、まず、評価機関を対象とした全国的

調査を実施したいと思います。特に、頑張っている評

価機関の取り組みから、地域事情、評価機関の背景、

評価費用や評価プロセス、人材育成の方法などを分

析し、第三者評価事業のビジネスモデルを提案したい

と思います。そして当法人として新たな活動・事業に向

かう戦略を定めます。 

 第三者評価を実施する過程で、中長期計画は組織

の発展には欠かせないことであると、その

重要性を教えられています。詳しくは11月

29日の総会で報告しました。みなさんから

のご意見をお待ちしています。 

発行人 代表理事 新津ふみ子 

 第三者評価の今後を考える 

       代表理事  新津ふみ子 
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 ～2010年7月の自主勉強会から～ 

 介護現場における職員の 

          キャリアパスについて                                    

                   講師  藤井賢一郎さん 

  

■ 介護職員処遇改善交付金との関係 

 介護職員改善交付金は、介護職員の賃金が安いため

に人材確保が困難であるという現状認識に立ち、賃金

改善のための資金を交付するものである。平成２１年度

から開始されたが、平成２２年１０月から新たにこの交付

金を得るための要件として、「キャリアパスに関する要

件」が追加された。 

 交付金基準の条件として、職位、職責または職務内

容等に応じた任用等の要件がある。

その基準例を紹介する（資料１，ア基

準①の例）。 

■ 給与モデル 

 キャリアパスは、典型的な職能給モ

デルから比較的新しいモデル(役割給与)を指向してい

る。（資料２、給与体系の大枠） 

■ ‘福祉’という仕事の考え方が、人材の採用や動機

付け等に影響する 

 （資料３、福祉労働の人的資源管理に関する典型パ

ターン） 

■ 介護の専門性を考える 

（資料４、ミッツバーグ「マネジメントスタイル」から「専門

性の養成」を考える） 

（資料５、ミッツバーグ理論を活用した我が国の専門職

の特徴） 

■ 介護職の専門性とは 

 藤井氏は、専門性とはその分野に関するアセスメントと

技術が明確であることとし、現在出版されている介護技

術に関する４社の教科書を取り上げ、その不一致性に疑

問を呈した。（資料６、教科書によって教える内容が異

なっている。）             （文責 新津ふみ子） 

                      
 介護のキャリアパス（介護

職員処遇改善交付金）は、「賃金を上げてくれ！」という

現場の強い声が発端で、それには見合う教育やポジショ

ンが必要であり、国で制度化しようと始まったものとか。

人材の確保が課題である現状に、離職を減らすための

キャリア構築とモチベーションの向上、男性でも生涯全う

できる給料体系になることが目標である。 

 勉強会は雇用の歴史、労働市場と介護人材確保難の

理由、専門職とは等、とても幅広い内容だった。中でも

私にとってのキーポイントは、介護の現場には今、「知を

つくる」ことが重要ということであった。 

 配られた資料には、「車いすからベッドへの移乗」法が４

つのテキストの絵で示されているのだが、各々方法が

違ってい る。1つは、

明らかに介 助者が、利

用者を肩に 担いでい

る。さらに、 「車いすと

ベッド配置 の推奨角

度」について、5つのテキストの異なる記載が紹介されて

いる。各々、5～15度もの相違がある上に、移乗方法や

角度の根拠は一切書かれていない。講師も、「サイエン

スがない」と指摘していた。 

 ケアは、家族（母）が病人の世話をすることがもとでもあ

り、皆が日常生活で遭遇し実践する機会でもある。その

ため、誰にでもできるという側面はぬぐいきれない。ただ

し、ケアを仕事にするのなら、当然そのケアに専門性が

なければならない。講師の言うように、ケアを系統的にサ

イエンスとしても学び、知をつくることは、専門性のあるケ

アにつながる。さらに、これらが「一生続けるのにふさわし

い仕事だよね（講師談）」と、より強く意識に働きかけるも

のになるであろう。実は、キャリアパスの仕組みの前に重

要な課題は、知をつくることを通しての介護の仕事そのも

のに対する意識・意欲の向上なのではないかと思った。 

 キャリアは、賃金や報酬ではなく（その差が過度ではな

い場合）、理解や知識への欲求の方が強く働くのではな

いかと看護のキャリアパスであるラダーや認定・専門看

護師らを振り返って思う。看護の制度を参考に考案され

ているので病院での体験を振り返りながら帰路についた。

キャリアパスに必要なしくみ、人の心を動かすものとは等

と考えさせられ、大変有意義な勉強会であった。 

去る7月14日、藤井賢一郎さんに「介護現場における職員の

キャリアパスについて」と題して報告をお願いしました。介護分

野におけるキャリアパスの概要だけでなく、介護人材を取り巻く

状況や今後の課題について幅広い視点からの報告でした。資

料として使ったパワーポイントの資料の一部を別添紹介しま

す。（講師は、日本社会事業大学専門職大学院准教授で会

員でもあります。） 

～ 一生続けるのに 

ふさわしい仕事だよね ～
森  智美さん 

自主勉強会に参加して 
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自主勉強会からのお知らせ 

 
■11月29日の自主勉強会「デーンマーク視

察報告」の内容は、会報２７号でご紹介しま

す。 

■次回 勉強会の日時、テーマは、目下検討

中です。決まり次第お知らせしますので、暫く

お待ちください。 

■自主勉強会の当日資料をご希望の方は、

郵券５００円分を同封して事務局にご請求く

ださい。     

平成１２年４月からの介護保険制度スタートに向けて、

医師として（当時医師会の理事）何をすべきかが始まりで

した。プライマリ・ケア学会の研修に参加することが唯一の

情報源でした。新津ふみ子先生には講演等を通してご指

導いただき大変お世話になりました。      

 平成１１年から介護保険制度に

関係する組織、団体を訪問し、

介護に関わるスタッフに参加をし

てもらい事業所間の連携をとる必

要があることを説いて回りました。

介護にかかわる人は誰でも参加

でき、お互い顔の見える介護を目

指し、研修や交流を深めることを

めざし、三木市福祉公社（訪問

介護、訪問看護と展開していました。）、特養や老健だけ

でなく、三木市の介護保険課、三木保健所にも参加を呼

び掛け、４０名程度で平成１１年８月に三木市高齢者ケ

ア研究会（現在会員１８０名）が発足しました。当初はケ

アマネジャーが主体でした。毎年総会を開き、特別講演

を行い、年数回の研修会、交流会を重ね、７年前にはケ

アマネ部会を結成、４年前にはヘルパー部会を立ち上げ

ました。それぞれの部会は、部長、委員で順調に運営さ

れています。高齢者ケア研究会の存在が医療と介護の

連携にそれなりの役割を果たしていました。    

平成１９年ごろから在宅介護が重要視され、病院から

の要望で在宅療養の依頼が増加してきたことを受け、病

院の地域医療室とケアマネ、そして訪問看護、訪問介護

ステーションとともに退院時ケース検討会の開催が増え

てきました。開業医も参加を要請されることが多くなり、在

宅患者さんを支えるために在宅ケアネットワークを構築す

ることが必要になり、医師会主導で三木在宅ケアチーム

を平成２１年３月に立ち上げました。医療と介護の連携を

目指して医師会開業医（在宅療養支援診療所だけでな

く在宅医療に積極的な医師、）三木市民病院、民間病

   三木市医師会 会長 

   三木市高齢者ケア研究会 会長 

           黒田 昭さん  

 

各地の 

情報 
 

 兵庫県 

 介護と医療の連携を目指して 

院（病院長、地域医療室）、歯科医師会、薬剤師会、

居宅介護支援事業所、訪問看護ステションーン、訪

問介護事業所、地域包括支援センター（三木市直

営、ブランチとして在宅介護支援センター）など、それ

ぞれの事業所等に責任者を決めています。退院に伴

い在宅療養が必要な患者さんに地域医療室が複数

の在宅医を患者さんとその家族に紹介し決定していた

だく、この段階で医師会は関与しません。決まれば、地

域医療室はケアマネに連絡し、必要な事業所の責任

者に退院時ケース検討会の呼びかけをする。また在

宅介護の現場で在宅医療が必要になった場合も、ケ

アマネがケアチームの事業所の責任者に連絡すること

で流れは同じです。このケアチームの介護関係者は三

木市高齢者ケア研究会ですから、三木市医師会在宅

医療部会と合体することで、組織化に困難はありませ

んでした。現在、がんのターミナルを含め在宅療養を

希望される患者さんの要望に円滑に応じられていま

す。 

今年の三木市高齢者ケアチームの目標は施設（老

健、特養、グループホーム）部会、デイサービス、デイ

ケア部会です。準備中ですが来年の総会後に発足す

るめどが立ちました。 

私は兵庫県医師会介護保険委員会に

所属し、次期介護保険制度改正に向け

議論を重ねています。 
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 ユビキタスネットワークを利用した社会では、必要な情

報を必要な時に手に入れることができるようになるので、

今よりもっと便利で楽しく豊かな生活がおくれるようになま

す。しかも若者 だけでなく、高齢者 にも、働いている人た

ちにとっても、家にいる人たちにとっても便利になります。 

 何故、放送がデジタル化されるのですか？通信や放送

などに使える電波は無限ではなく、ある一定の周波数に

限られています。現在の日本では、使用できる周波数に

余裕がなく過密に使用されています。デジタル化すれば

チャンネルに余裕ができます。空いた周波数を他の用途

(ユビキタスネットワークなど)への有効利用が可能になる

からです。 

単なる電子化ではなく､草の根

のように生活の隅々までＩＣＴが融

け込み創意ある利活用が促進さ

れ､新しい価値が湧き水の如く湧

き上がり､更に相互に結びつき､市民生活･地域社会や市

場･産業の活性化へと繋がり､社会全体の｢質｣が向上す

るという現象(価値創発)が喚起されるということを想定し

ているからです。 

        

  

      

  はじめまして！ 

     お仲間になりました。 

新入会員

紹介 

菊地 敏夫 さん 

 はじめまして！ お仲間として会

員とさせて頂きました。 

 私は2009年に東京都福祉サー

ビス第三者評価者としての資格を

取得し、今年の４月から藤井紘一

郎さんの紹介で会員とさせて頂き

ました。私は６年前に横浜市にあるＨ病院の事務管理者

を定年退職し、その後はＩＳＯ(品質･環境マネジメント)の審

査を中心に、かながわ福祉サービス第三者評価、横浜市

指定管理第三者評価、介護サービス情報公表調査など

の分野で活動しております。 

 話が変わりますが皆さんは｢ユビキタスネットワーク｣という

言葉を聞いたことがありますか？ 総務省は本格的な少

子高齢化社会における社会的な課題を解決するため､

｢ユビキタスネットワーク社会｣を実現することが不可欠で

あるとの認識から、ＩＣＴ(Information and Communications 

Technology)を利活用する様々な政策を策定し､実現して

きました。今回発表された原口ビジョンⅡでは、知識情報

社会を支える基盤の構築として｢2015年頃を目途に､す

べての世帯（4,900万世帯）でブロードバンドサービスの利

用を実現する｣となっています。 

 「ユビキタス」とは、古いラテン語のことばで「どこにでもあ

る」という意味です。「ユビキタスネットワーク」とは、「どこに

でも存在するネットワーク」、つまり、「何処にいても、何時

でも、どんなものからでも、利用者が意識することなくネット

ワークにつながる」ということです。 

 今はネットワークというとコンピュータ同士が通信して情

報のやり取りをすることですが、近未来では、テレビやエア

コン、冷蔵庫、洋服、かばん、本、・・・など、パソコンとは違

う身の回りの色々なものも互いに通信しあい情報のやり取

りができるようになることです。具体的には、｢カーナビが渋

滞情報を把握した上で道案内してくれる｣､｢品物を持った

ままコンビニを出ると、自動的に代金が引き落とされる｣､

｢自宅に来客があると、携帯電話がそれを知らせてくれる」

などの社会環境です。 

◆社会福祉の基礎構造改革以降、「利用者本位の支援」、

「利用者本位のサービス提供」と、「利用者本位」が社会福祉

分野で流行語のように使われるようになりました。具体的には

介護保険制度が大きく影響していると思いますが、第三者評

価も「利用者本位のサービス提供」を目標にしたサービスの現

状とそれを可能にする組織を評価する事にしています。 

 利用者さんの尊厳の尊重を旨とする社会福祉の領域では、

言わずもがなの事なのですが、既に、国が音頭を取って「利用

者本位」を進めなければならなかった点にお国が予測したこと

とは異なる「利用者 本位のサービス提

供」の混乱を予感 します。 

社会福祉支援にお ける利用者本位の

サービス提供とは、利用者さんの思い（価値観など）を大切に

しながら、その人の力を生かし、「らしさ」が発揮できる生活に

向かって、利用者さんに伴走する事と考えているわたくしは、

「利用者が希望したから」、「利用者の要望があれば」などと、

利用者さんの「言いなりプラン」を立てたり、潜在的支援ニーズ

に目を向けずに‘支援’とする事に怒りすら感じています。「利

用者本位」が流行語になっていると感じる由縁でもあります。

第三者評価ともども、予定通りと言うか、人材育成が急務で

す。                    （かなめのＴｓｕｂｏｎｅ） 

利用者さんの 

こころ模様 
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 事 業 報 告 

■８月以降、東京都内外

で障害者自立支援法によ

る指定施設に移行した指定障害者支援施設（施設入

所支援、生活介護、就労継続支援など）、母子生活支

援施設（旧母子寮）、婦人保護施設、特別養護老人

ホーム、認知症高齢者グループホーム、児童養護施

設、保育所などの評価を行っています。 

■このうち障がい者向けのサービス種別について東京

都では、障害者自立支援法に対応した評価項目が完

成するまでの間は従来の評価表で実施し、「第三者評

価に準ずる調査」として、公表も東京都福祉保健局ホー

ムページで行うなど、第三者評価とは区別して対応して

います。２３年度からは、新法に応じた評価項目で第三

者評価が実施できる予定になっています。 

■東京都内評価機関（有志）で行っている「評価機関

連絡研究会」は１１月開催予定でしたが、第三者評価の

繁忙期と重なり延期になりました。評価機関の設立理念

や経営形態の違いにも配慮して研究会を継続する必要

がありそうです。               （要 厚子）                        

事務局だより 

 会員の皆さま、２１年度もご協力ありがとうございまし

た。お陰様で１１月２９日総会が終わり、新しい目標に

向かっています。 

 現実には、第三者評価の繁忙期にあたっており、目

下、各評価責任者から届く、報告書仕上げに追われ

ています。１１月いっぱいまでは、総会の準備、利用者

調査や職員自己評価のデータ処理が山場を迎えてい

ました。 

 今年は、ホームぺージに会報のバックナンバーを掲

載することができたことは事務局として大きな成果でし

た。事務の須藤さんが担当してくれています。 

 誠に残念ながら訃報もありました。 

 ８月に、理事として、また、評価者としても法人の活

動にご尽力くださった上村節子氏が闘病空しく他界さ

れました。改めてご冥福をお祈りいたします。 

 事務局は、常勤須藤さん、非常勤で経理担当の土

川さん、代表理事（新津）、事務局長（鳥海）、ときどき

顔を出す評価責任者２人（要、北村）、そして、データ

入力のアルバイトさん２人（石井、荒木）で、新しい年を

迎えます。 

 よいお年をお迎えください。 

 来年もよろしくお願いいたしま

す。     

           （鳥海 房枝） 

第三者評価事業 

  

 

みなさまからの 
       社会福祉情報 
   お待ちしています。 

 
メールアドレス：

meiai@smile.ocn.ne.jp 
 

HPアドレス： 
www12.ocn.ne.jp/~meiai 

❒編集後記❒ 

■スミマセン！スミマセン！スミマセン！・・おまたせしました！・・詳しくは、後

ほど。 

■今年の夏は経験したことのないほどの猛暑でした。「猛暑」という

言葉が特別ではなくなった毎日がやっと終わったら今度は急降下。

２ヶ月も季節が進んでしまったような。日本の静かに移り行く季節の

変化という特徴はどこへいってしまったのか。日本人の情緒も季節

の特徴も無くなってしまった寂しさが秋と共に迫っている今日この頃で

す。メイアイの諸先輩方、若者を鍛えるのは先輩方しかありません！

ガンバリマセウ （川崎） 

■暑いさなかに原稿をお寄せくださった方も、明日にも発刊されんばかりの催促

に背中を押されてお忙しい中ご協力くださった方 も々、そして、季刊「明・愛」を多

少は心待ちにしていてくださる会員の方 、々紅葉をとばしてクリスマス号となってし

まいました。夏からこちら抱えきれないほどのお仕事を受け取って、精一杯の日

常でした。来年は、身の丈にあった生き方をしなければと決意しております。 

（かなめのｔｓｕｂｏｎｅ） 
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１Ｐ・第三者評価の今後を考える  

２Ｐ・自主勉強会レポ－ト「介護現場

における職員のキャリアパスについ

て」 、自主勉強会に参加して  

３Ｐ・各地の情報「兵庫県 介護と医

療の連携を目指して」  

４Ｐ・新入会員紹介 ５Ｐ・事務局だ

よりなど 

２６号 

ガイド 

◆「厚生福祉」（第５７

５１）の巻頭言「リハビリ

と福祉」を会報に同封

します。執筆者の齋藤

芳雄さんにはご了解を

いただいています。 

 
発行 

〒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 

 

 
来年もよろしくおねがいします 

 

ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー 

 事務局一同 

◆すこし早いの

ですが、わたし

からもよろしくお

ねがいします 
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Ken Fujii, Ph.D.

アート クラフトサイエンス
 クラフトやアートの要素を、実践

を離れた教育の場 獲得するの
ア ト
（天性）

クラフト
（場数）

サイ ンス
（分析力）

実践を離れた教育

を離れた教育の場で獲得するの
は困難。

 教育が効果を発揮するのはサイ
エンス領域 あるいは 実践にお

実践の場の習熟
エンス領域。あるいは、実践にお
けるクラフトやアートをサイエンス
の形としてとらえ、それを体系化
していくことで効果を発揮する

アート（天性）アート（天性）

イ ジネ シ ン 創造的な洞察力イ ジネ シ ン 創造的な洞察力

していくことで効果を発揮する。

イマジネーション、創造的な洞察力イマジネーション、創造的な洞察力

サイエンス（分析力）サイエンス（分析力）

論理性、科学的な事実、再現性論理性、科学的な事実、再現性

匠（クラフト・場数）匠（クラフト・場数）

経験、役に立つこと、反復性経験、役に立つこと、反復性論理性、科学的な事実、再現性論理性、科学的な事実、再現性 経験、役に立 と、反復性経験、役に立 と、反復性

長期の教育課程が決定的な意味を持
つ。現場での経験やセンスは重要であ

教育が決定的な意味を持たず、鍛練と
センスが重要。技術の進歩はあるが、

るが、日進月歩する技術へのフォロー
アップも重要。実践と結びついた専門

研究機関の存在が欠かせない。

実践と結びついた専門研究機関は求
められていない。

JCSWJapan College of Social  Work

医師、歯科医師、薬剤師、看護師 理美容師、調理師

Ken Fujii, Ph.D.

車いすからベッドへの移乗（全介助）車いすからベッドへの移乗（全介助）

（２級）介護労働安定センタ

（基礎・２級）長寿

他社とは異なる方法

（ヘルパー）日本医療企画（介護福祉士養成）中央法規

JCSWJapan College of Social  Work
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