
 

1 

第40号明・愛 発行日2015年2月20日 

特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー会報 

発行人 代表理事 新津ふみ子 

 

 

 

 
 
 
 
 
 平成26年３月現在、都道府県推進組織が認証している第
三者評価機関は、428評価機関です。また社会的養護施
設は平成24年度から３年に１回以上の受審・公表が義務づ
けられ、全国社会福祉協会が推進組織ですが、ここで認証
した評価機関は138機関（平成27年１月時点）です。受審
件数は、この義務づけが影響して伸びています。その結果、
平成17〜25年度までの延べ受審数は26,151件です。 
 しかし、まだ受審件数は全国的に少なく、この数年間の評
価実績のない評価機関があり、当然、評価調査者としての
経験がない人も多く存在しています（養成開始～平成２６年
３月末で、養成済み累計10,447名）。このような状況は、都
道府県が実施する評価調査者の継続研修にも影響し、平
成25年度の実施は35都道府県に留まります。継続研修をし
ない理由は、「予算の確保が困難」、「複数年に1度開催」、
「研修の参加希望者が少ない」などです。 
 このようになにかさびしい現状ではありますが、一方、第三
者評価を活用している事業所に出会います。サービスの質
の向上を課題として組織づくりや人材育成、利用者意向の
把握、サービスの標準化、事業の透明化の確保などを課題
として、第三者評価をしっかりと活用しています。時に評価調
査者として、真摯な取組み、先駆的な取組みの前に感動し
ます。また、評価者として質問が下手だったために取組み内
容を引き出すことに時間がかかったり、事業者の語ることと評
価基準の整合性に時間がかかったりして、申し訳なく懺悔す
ることがあります。 
 問題を感じたとき、私は、第三者評価のガイドラインを読み
改めて評価基準を確認します。そして、理解できていない専
門用語や言い回しについて学習し、現場の取組みにあわせ
て解釈をしてみます。まさに、現場は事業規模や事業実施
期間、サービス種別などにより多様だからです。また、同じよ
うな経験をしている仲間に相談して経験を聞き、対応策を検
討します。多く経験を活用する取り組みであり、“福祉現場の
応援団”として活動すべく、私のなかで標準化が進んできた
ように思います。 
 平成26年３月、「福祉サービス第三者評価実践マニュアル
Version 2」を作成しました。これは、全国社会福祉協議会 
福祉サービスの質の向上委員会 評価調査者部会（新津は
委員・部会長を務めました）が作成しています。全国の評価
機関が現在実施している評価プロセスとその取組みのバラツ
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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）  

キが顕著であり、受審事業所から評価機関・評価調査者の
質に対し懸念が寄せられています。私自身、全国の評価機
関・評価調査者との出会いで、評価プロセスとその取組みに
おいてバラツキが大きく、そして適切性に欠くのではないかと
懸念させられることがたびたびあります。国の制度であり、特
に社会的養護の受審は義務です。標準化されていることが
基本です。このマニュアルは、評価実績を積み上げている評
価機関・評価調査者、第三者評価の制度化に当初から参
加している学識経験者、評価受審事業者を委員として構成
し検討しました。これまでの取組みや経験を反映させ、「Version 
1」をかなり書き換え充実させました。評価機関・評価調査者
が質の向上を課題とて実践するときのマニュアルとして、活
用してもらいたいと思います。このマニュアルを参考にして評
価機関独自に工夫をしていただき、そしてみなさんの意見を
取入れ「Version3 」に発展させてゆくことだと思います。 
 平成27年度の課題は、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の活動を軌道に乗せ、評価機
関・評価調査者の標準化に取り組んでゆきます。 
 “道はいつでも明日へ続くから”そのための用意をしょう（長
渕剛）。 

＊ 
追記：社会的養護施設の第三者評価については、この
「Version 2」を基本にして、平成27年３月に「Version 1」を
作成しました。社会的養護施設の分野で評価をする際は、
是非参考にしてください。「Version 2」は、全国社会福祉協
議 会 の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.shakyo-hyouka.net/
panf/manual_ver2.pdf）に掲載されています。社会的養護施
設版の「Version 1」は、近く掲載されます。 

第三者評価のプロセスにおける標準化の必要性  

代表理事 新津ふみ子 
 

NPO法人 

出典：全国社会福祉協議会政策企画部 



2 

 このリポートを書き始めた今日は2015年１月11日

（日）、東日本大震災の月命日です。東日本大震災の岩

手県の被災者数（H26.12.31、現在）は死者4,672人、震

災関連死者449人（父を含む）、行方不明者1,130人で

す。 

 遂に、4年目の新年を迎えることとなりました。震災後では

初めて、大変穏やかな年末年始を迎えることができまし

た。今年も、マスコミ報道などでは拾いきれない、いまなお

春遠い被災地現場の声なき声を、さまざまな想いを込めて

拾いあげ、情報を発信します。今年もよろしくお願いいたし

ます。 

 さて、私個人の住まいに関しては既に取り上げましたが、

震災から２年目の暮れに、従姉の紹介で降って湧いたよう

な話から中古建物を購入することができました。多分、被

災者のなかでは比較的早く自立復興を果たしたほうだと思

います。 

 昨年暮れ、旧盆のお墓参り以来、久しぶりに生まれ郷の

鵜住居地区を訪ねました。そこで見た光景は、子どものころ

に陣屋遊びなどで駆け回った山が（学校建設のため）何と

も無残なかたちに切り崩され、また、都市計画整備事業の

土地嵩上げ工事などで、わずか半年の間で生まれ郷の原

風景が完全に崩壊していました。 

 特に、切り崩した山裾は平安末期から鎌倉時代の「川原

遺跡」があり、漆器など奥州平泉文化を色濃く残したところ

で、昔から「神が宿る」と言い伝えがある一帯でもありまし

た。 

 ４年も経とうとするのに復興の現実は何故にこの程度なの

か、と被災現場に立ってじっくりとまわりを眺め回すと、改め

て感じることですが、この復興事業は誰のため、何のための

ものなのか、と行政の取組みに怒りと空しさを感じてしまい

ました。 

 実は、東日本大震災発災当時、私は釜石市教育委員会

事務局教育次長の職にあり、月末には晴れて定年退職の

予定でした。しかし、震災直後に市長から退職延長辞令を

受けて、約2か月近く復旧作業や復興方針の論議に参画

しておりました。 

 それゆえに、市の復興計画のその策定過程において、進

め方の手順が真に被災者の思いをしかとくみとり、さまざま

な外部の人材を含めた知恵を取り入れ、財政を含めて次

世代への責任を熟慮したものであったのか、そのためには

他力ではなく行政自身が自ら大いに汗をかき主体的に策

定した復興計画であったのか、と思わずその場で呟いてし

まいました。 

 私自身、戦後復興期の教育と高度成長期の恩恵を受

け、定年退職直前で震災という究極の修羅場を潜り抜けて

きわけです。今年中に前期高齢者入りする身としては、戦

後70年が国の繁栄をマネー経済に委ね、一方で、バブル

経済の崩壊を経験した島国根性丸出しの平和ボケの歩み

方を選択してきた日本とは、一体何だったのか、と。 

 「戦地と同様」と戦争経験者の古老が呟く被災地だからこ

そ見える、日々おきている出来事を何の脈絡もなく、ただ想

いつくままに箇条書きにしてみたいと思います（過去と現在

と未来への、頭の整理と自律神経系の安定化のため

に……）。 

１．防潮堤が14.5メートルに決定したこと→白砂青松リアス

式景観美の崩壊、磯漁業の衰退、巨大施設整備は次世

代へ負の財産のつけ回し。 

２．防潮堤の高さから都市計画区域が決定されたこと→同

じ被災者でも、整備される土地と整備されない土地が生

まれ、街づくり景観と地域コミュニティーの崩壊をもたら

す。 

３．復興計画が旧村単位ではなく、行政区単位で切り刻ん

だこと→地域の伝統文化は３世代程度では崩れない。地

域コミュニティーを崩壊させ、住民合意の多様性を阻害

する。歴史に学ぶ機会を失う。外部有識者等の社会実

    東日本大震災・現地リポート 

   ｉｎ 釜石 （第11弾） 
（特養）あいぜんの里 

   施設長 古川明良さん 

2014.12撮影。釜石市松原

町・白山小学校→震災当日

に孫と一緒に津波を見た場

所から望む。土地嵩上げ工

事でショベル等重機と土砂搬

送大型車が行き交う。強風

時は砂塵舞う。 

2014.12 撮 影。釜 石 市 港

町、震災時の居住場所を守

る防潮堤？ この厚さで！！ 
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験的計画助言は、自主・自律の復興計画づくりを目指す

被災自治体の主体性を阻害する（汗を流さず、安易に他

力に頼る被災自治体もある）。 

４．70年間戦争なしの平和でいられたことで、産学官同質

の大規模組織の官僚化から見えたもの→税金の無駄遣

いと財源の活かし方の不思議。そして、国民を悲惨な戦

争に導いた戦前のドイツ傾斜化指向に同質な臭いを感

ずる。 

5．日本の伝統文化は統制経済の国づくりからは育まれな

いことを歴史が証明している→室町時代、安土桃山時代

など。 

6．1979年の大学入試共通一次試験導入と原則10年ご

と改定の「教育指導要領」はアナログ世代とデジタル世代

の二層化を生み、人生の価値観が異なる世代間ギャッ

プを多様に育んだ。だから、「価値観の多様性」が叫ばれ

るのか？ 

7．戦後経済が、寄らば大樹の大企業政策とマイホーム住

宅政策が大都市人口流入と核家族化の進展を助長し、

結果として少子高齢化を呼び込み、人口動態の歪み、

および大都市のへ人口集積と地方中小都市等の衰退

化と格差拡大をもたらした。 

8．国の経済指標で扱われる数値は、多様な価値観や情

報化時代の実態経済を指し示す役割を担いづらい時代

である。数字は基本的に嘘を吐かないが、数値を扱うも

のが意図的に数値を利用することはある。したがって、一

度は疑って正確性の裏をとる必要がある時代である。特

に、財務省が示すデータは……。 

9．議員（国・県・市町村共通）の資質が、「○○チルドレン」

で見られるように民主主義の美名のもと主義主張を明確

化できない幼児性と伴に、政治信条ではなく生活費目当

てのサラリーマン化議員が増殖著しいように感じる（私だ

けかな？）。 

10．東北の被災者は日本の美意識の象徴のように賞賛さ

れたが、実は声の上げ方を知らない被災者が多いだけで

す。したがって、声を上げられる人があらゆるネットワーク

を活用して、被災者の本音を代弁するために声を上げ続

ける必要がある。 

  もし、これさえもできなくなったときは、再び中央権力に

牙を向け、敗者の歴史を繰り返してきた蝦夷魂、阿弖流

為や江戸幕末期の三閉伊一揆（1853年に南部藩で起

きた百姓一揆）に習う手段に訴えるしかないのかな、とも

考え過ぎてしまう自分がいます。 

 ちなみに、最近の気になる傾向に、沖縄県民の普天間

移設への政治選択や佐賀県知事選挙のJAの反撃な

ど、地方が常に中央へおもねる構図が崩れ始め、真の地

方分権・主権への地殻変動の胎動なのではないか、と私

自身は感じます。 

以上10項目を、何の意図も脈絡もなく、頭に浮かんだま

まに取り上げてみました。そのなかでも特に指摘しておきた

い事項は、７番目の「住宅政策」で戦後復興を支えた「土

建屋集団」にさらなる活躍場所と雇用維持を目的に「旧建

設省」と「旧大蔵省」とが連携し全国津々浦々を巻き込み、

税制上の優遇政策や山野の宅地開発など積極果敢に進

めた結果ではないかと考えられ、その究極の集団が「都市

開発機構（UR）」に帰結されたのではと想像するのは私だけ

かもしれません。改めて被災地から多様な現実を見せられ

ると、戦後復興期から高度成長期にかけてつくり上げた消

費文化の最も高額な支出である「住宅政策」が、私にはク

ローズアップされてしまうのです。 

 いま、市内の至るところで大手ハウスメーカーによる分譲

住宅づくりが行われています。私の施設がある平田地区で

も、土地建物付き新築住宅が3千万円の価格で販売され

ています。ちなみに、岩手県の最低賃金はまだ時給700円

に届いていません。しかし、釜石では大型ショッピングセン

ター誘致のお蔭（？）で1,000円を超えています。同じ沿岸

被災地の、宮古市や大船渡市および陸前高田市にはない

現実です。 

 昔、高度成長絶頂期に日本国民の価値観の代名詞みた

いなコマーシャルで、「大きいことはいいことだ」と音楽家の

山本直純が森永製菓「エールチョコレート」のCMソングで全

国的にブレイクしましたが、ことここに至っては「ほんとか

な？」と疑ってしまいます。 

 日本人の心の原風景には、藻谷浩介氏が書いた「里山

資本主義」が意図するローカル経済の「物々交換経済」で

の支え合いとグローバル経済の「マネー経済」のバランスが

特に必要な時代に突入しているのではないのかと強く感じ

てしまいます。少子高齢化が進展し、真に「安心して安全」

な日々の日暮らしを心豊かに過ごすためには。 

 最後に、究極の私論で「21世紀型日本存続論」を何の

脈絡もなく感性に従って言い切れば、東京都を別国と見な

した１国２制度が日本の進むべき道では、と【妄想】してい

ます。 

2010.8 撮

影。「川原

遺跡」一帯

の遠景。 

2014.12 撮

影。学校建

設のため山

裾等を切崩

し造成中の

遠景。 
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ター」です。 

２．地域生活定着支援センターの５つの業務 

①コーディネート業務：出所に際して支援が必要な対象

者（特別調整対象者）の、退所後の福祉サービス利用ま

での手続きや利用施設や事業所につなげる。 

②フォローアップ業務：対象者を受け入れた施設や事業

所の職員への助言や対応支援のフォローアップ。 

③相談支援業務：対象者本人や家族、その他、支援者

等からの相談受理および福祉的支援。 

④啓発活動：対象者の現状を理解してもらうための研修

や講演会の実施。受け入れ施設を増やしたり、地域で支

えるためのネットワークの構築。 

⑤その他、必要な支援業務：合同支援会議（調整会

議・ケア会議）を開催し、チームで支援する。 

３．居心地のよい場所や活躍できる場所があるとい

うこと 

「特別調整対象者」といわれる刑務所等出所者で、高

齢者や障害者は福祉の網の目からこぼれ、偏見や差別

のなかで人としての権利も奪われた方々です。「罪を償わ

ないのではなく、償えない人たちである」という理解が必要

だ、という岸氏の言葉が印象的でした。 

 しかし、支援があり、対象者が安心して暮らせ、居心地

のよい場所や活躍できる場所が与えられると人は変わる、

ということを岸氏は多くの事例を通して語ってくださいまし

た。 

 

 

昨年12月８日に標記の研修会を開催しました。 当日の参

加者3人からのレポートをお届けいたします。 

 私が所属する長野県社会福祉士会も、2012年４月か

ら県からの委託を受け、この業務を開始しました。対象者

との関係を築くことのむずかしさや、受け入れ機関の調整

の困難さを日々痛感する毎日です。そこで、実績のある

千葉県地域生活定着支援センターでは、どのような努力

や工夫をされているのかを学びたくて参加しました。「地域

生活定着支援センター」とは、各都道府県に１か所設置さ

れ、刑務所や保護観察所等と協働して、関係機関と連携

をとりながら、矯正施設退所後に行くあてのない高齢者・

障害者に対して支援を行う機関です。刑務所等には、福

祉サービスが必要な認知症を発症した高齢者や知的障

害者などが数多く入所していますが、それが社会的に認

知されたのは、元衆議院議員の山本譲司氏が実刑判決

を受け、獄中での生活を記した著書がきっかけとなりまし

た。 

１．福祉の支援が必要な刑務所出所者の現状 

 受け入れ先がない満期出所者のうち、約14％は高齢者

または障害を抱え自立が困難な者であり、しかも１年未満

での再犯は、知的障害者で69.2％、高齢者で49.3％とか

なり高く、この現実は見逃せないと思いました。刑務所入

所中に、出所後の福祉に円滑につなぎ、住居や就労の確

保ができたら社会生活に移

行でき、再犯に及ぶことを

ある程度防げるのですが、

いままではそれ支援する機

関がなかったのです。その

支援を行うのが、全国にあ

る「地域生活定着支援セン

◆講演概要◆

内部研修会 

罪を犯した障害者・高齢者の支援 
講師：千葉県地域生活定着支援センター センター長 岸 恵子 さん 

内部研修会報告（その１） 
報告：萱津公子 
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４．千葉県地域生活定着支援センターでの取り組

みの工夫 

長野県で困難を感じている業務は、対象者の居住地の

確保です。理解して受け入れてくれる施設の確保や支援

員を配置したアパートが必要です。千葉県のセンターで

は、法人のバックアップで緊急シェルターが確保されてい

ます。これは強みです。また、「司法福祉モデル勉強会」

が行われ、多職種が集い、理解しあい、つながるネット

ワークが構築されていることも、網の目を細かくしてこぼれ

落ちないようにする仕組みだと思います。 

 私たちは、社会から置き去りにされ、光が当たらない

人々がいることをしっかり認識し、支援する必要を今回の

研修で再度学ばせていただきました。 

 「人を殺してみたかった」と言い、世間を騒がせた名古屋

の女子大生事件は記憶に新しい。 

 世の中では累犯障害者が行き場を失い、刑務所と社会

を行き来している。この負の連鎖は、本人の揺らぎが問題

なのか、それとも社会の根底にある問題が再犯を繰り返さ

せるのか。歪んだ心にはどのような手立てが講じられるの

だろうか。 

 千葉県地域生活定着支援センター長の岸恵子氏は「加

害者は、実は被害者である」「センターは再犯防止のため

にあるのではない」、さらに「本人が、どこに躓いているのか

がわかれば、支援のあり方が見えてくる」と語る。 

 同センターの場合、さまざまな専門家たちにより『司法福

祉千葉モデル勉強会』が開催され、「障害者刑事弁護人

制度」に発展した。その結果、障害に対する理解のみでな

く、早期対応と未然防止の役割を担い大きな成果を上げ

た。会議や面談の回数が年間1,689回（20回/人）に及

ぶと聞くと、その熱心さに心を動かされる。常に「本人あり

き」の対応であり、真摯な姿勢がうかがえる。 

 司法や福祉の連携が円滑になれば、コスト削減ばかり

か、パートナーシップによる新たな福祉サービスが期待さ

れることであろう。罪を犯した障害者や高齢者は、自らの

こだわりに気づいたとき、平穏な日々を得ることができるの

かもしれない。地域に住む１人として岸氏のメッセージを

しっかり胸に受け止めたい。 

 犯罪者をめぐる報道も、様変わりしているように思いま

す。先日は、高齢受刑者の増加で、刑務所が介護施設

(6 ページに続く) 

内部研修会報告（その3） 
報告：鳥海房枝 

内部研修会報告（その２） 
報告：石川さなえ（精神保健福祉士） 

《内部研修会のお知らせ》 

テーマ：生活保護受給者への支援 

「社会から排除された人々の実態と 

それへの支援」 

日 時：平成27年3月25日（水）18時30分～ 

場 所：メイアイヘルプユー事務所 

講 師：大山 典宏 氏（埼玉県職員） 

著 書：「生活保護 vs ワーキングプア」 

「生活保護 vs 子どもの貧困」 

「隠された貧困」等…… 
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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 

の様相を呈している状況

が報じられていました。ま

た、今回の研修テーマであ

る、知的障害者などによる

軽犯罪、どちらも再犯率の

高いことについての報道で

す。軽犯罪といわれるものの内容も、「おにぎり１個」等、

実に少額の窃盗まであり、再犯であるがゆえに服役という

結果になっています。 

 犯罪者なのだから逮捕されて当然、といった考え方があ

る反面で、刑期を定めるための裁判経費に加えて、服役

期間の１人あたりの経費は１年間で約500万円になる、と

講師の岸氏からの報告がありました。この費用も国民の税

金からあてられています。このたびの学習会の要旨と、

「地域生活定着支援センター」（以下、センター）の活動

は、他の方からの報告がありますので、税金の費用対効

果の側面から、センターの役割を考えてみました。 

 「無駄を省き、効率的に税金を使う」という公約（言葉）

は、選挙のたびに立候補者が訴えています。効率的な税

の使い方、即ち再配分の仕方は、この軽犯罪の再犯防止

にこそあてられる必要があると強く思いました。その具体的

な方策が、センターの活動からわかります。しかも、同セン

ターの年間予算2,400万円という金額で、年間1,689回の

会議・面談に基づき、軽犯罪者の社会への定着に実績を

上げています。この活動がもっと社会から注目され、税金

の効果的使い方として有効であるとの認識が生まれ、セン

ターの活動が認知されることを願います。  

(5 ページから続く) 

みなさまからの 
社会福祉情＊HP報アドレス：お待ちしています。
（編） ww メールアドレス：smile-npo@meiai.org 

❒お知らせ（法人設立15周年記念会の開催）❒ 

 お陰様をもちまして、本年7月で『メイアイヘルプユー』は設立15周

年を迎えます。その記念会を、以下のとおり開催いたします。会員の

皆様はじめ、本会活動に関心のある皆様のご参加をお待ち申し上げ

ます。なお、当日の式次第は、後日。詳細をお知らせします。 

◆日時：2015年7月19日（日） 13時～17時予定 

◆場所：五反田ゆうぽうと会館 ６階「芭蕉」 

  品川区西五反田８－４－１３  

◆電話：03－3190－5111（五反田駅 徒歩5分） 

※記念会終了後、懇親会を17時30分～19時30分「芭蕉」の隣室

の「紅梅」で行います。 

※五反田ゆうぽうとには、宿泊施設もあります。宿泊は各自でご手配

くださるようお願い申し上げます。 

（文責：鳥海） 

《新刊紹介》 

『この、ケアなるもの―外口玉子自撰集』

ゆう書房・代表 牧野浩一
 弊社『ゆう書房』は、看護・介護など医療関係の出版物を発行

する東京・自由が丘の小さな出版社です。メイアイヘルプユーの

皆様には、2009年９月の『設立10周年記念誌』の編集・制作を

ご用命いただいて以来、大変お世話になっています。最近は、第

三者評価の「評価報告書」などの校正作業をご依頼いただき、期

待にそえるよう、もてる力を日々振り絞っております。 

 一方、弊社では昨年12月16日に、標記の新刊を発行しまし

た。著者の外口玉子（とぐち・たまこ）さんは、保健師・看護師とし

て長年にわたって主に精神障害者とその家族の支援に携わり、

いわば今日の日本の精神保健看護の場をつくりあげてきた人で

す。現在も、看護仲間や患者家族などの協力を得て立ち上げた

社会福祉法人『かがやき会』（東京・高田馬場）を拠点に、精神

障害者、家族、そして地域の支え手を結ぶかたちでの生活支援

の場づくりを続けています。 

 新刊は“自撰集”で、外口さんの1960年代からの多くの著作の

なかから“外口ケア論”のコアと考えられる文献を精選し、１冊の

本としてまとめました。寄せ集めに陥らないよう、ストーリーをもつ

本づくりをめざしたつもりです。どの文献も秀逸ですが、現場のケア

の担い手の皆様には、冒頭50頁の『方法としての事例検討』

（1981年初出）をお勧めしたいと思います。その内容はいまなお

新鮮で、感動で心震えます。日本オリジナルの“ケア論”の１つと

思っています。 

■外口玉子 著『この、ケアなるもの―外口玉子自撰集』

ISBN 978-4-904089-03-3 定価（本体2,500円＋税）

A5判・上製・304頁・カバー／帯つき

ゆう書房（2014年12月16日）発行

※弊社宛（☎03-5701-3399）直接ご注文にて「メイアイ会員」と

おっしゃっていただけば、特別価格（1割引・送料サービス）にて

お送りします（内容チラシは何枚でも随時無料で送付します） 


