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第6４号明・愛 発行日2022年４月３０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 

 

前回の会報「第63号」で紹介しましたが、2001年から

始まった福祉サービス第三者評価事業は今、20年が経

過し、さまざまな問題が顕在化しています。 

そこで、全国社会福祉協議会（全社協）「福祉サービス

の質の向上推進委員会」が「福祉サービス第三者評価事

業のあり方に関する検討会」を立ち上げ、2021年8月から

2022年2月まで全7回にわたる検討を重ね、2022年3月

4日、検討会の報告書を厚生労働省へ提出しました。この

ような取り組みは、初めてのことです。 

報告書のタイトルは『福祉サービス第三者評価事業の

改善に向けて―福祉サービス第三者評価事業のあり方に

関する検討会報告書』です。 

報告書の全文が、全社協のホームページに掲載＊され

ています。 

この報告書の最終頁（p.24）に掲載されている「おわり

に」の全文を紹介します。 

「福祉サービス第三者評価事業の今後に向けては、そ

もそも福祉サービス第三者評価事業は何をするものなの

かという原理論と、実際に20 年の経過のなかで福祉サー

ビスの質の向上を図る役割を果たしてきたという現実論を

ふまえ、検討を行いながら、原理原則を再整理していくこと

が必要である。なお、その際に福祉サービス第三者評価

事業が、事業所および利用者、家族、社会にとって価値あ

る仕組みとして承認されるよう、周知を図り、普及させてい

くことが必要である。 

国としてこれからの社会福祉施策や実施主体等の変

化、複合化している利用者のニーズの変化等を見すえ、
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◆『厚生福祉』第 6719号（2022

年 3月 18日㈮発行）の巻頭言

「国家の統計」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。 

近未来に向けて福祉サービス第三者評価事業をどう再

生させるのか、早急に検討し、制度改善を図っていくべき

である。今が、そのためのラストチャンスである」 

わたしはこの判断・提案を何度も何度も読み返し、考え

る日々です。まだまだ、まとまっていませんが、勇気をもって

表わしたいと思います。 

◇ 

事業が価値ある仕組みとして承認されるためには「受

審に向けたインセンティブ」が必要です。やる気を起こさせ

る外的要因としての「動機づけ／報酬」でしょうか。 

報告書（p.16）では、以下の4項目が提案されています。 

①受審事業者に対する「認定証」の発行

②現行の3段階（a, b, c）の評価のあり方も見直しが必要

ではないか。「b」が標準とされていることについて、わ

かりにくさがある

③施設・事業所の規模などにより、質の向上を図る視点

は異なるので、現状の評価基準・評価項目を、施設・

事業所の規模などによってセレクトして受審できるよう

にしてもよいのではないか

④施設・事業所の立場からは、評価を受審した結果、利

用者本位の立場から、より福祉サービスの質を向上さ

せるための情報を得たいと考えるところも多い。今後の

福祉サービス第三者評価事業の受審のインセンティ

ブを図っていくためにも、利用者の利益を代弁する目

的から助言・情報提供を行っていくことも考える必要

がある

◇ 

わたしは、福祉サービス第三者評価事業の「目的」か

ら、改めて考えました。 

事業所は「自ら」「良質かつ適切な福祉サービスを提供

するよう」にサービスの質の向上に努めること、そのために

第三者評価などの取り組みを活用すること、となって、福

祉サービス第三者評価は制度化されました。 

しかし、この目的を達成するために、事業所において「第

巻頭言

福祉サービス第三者評価の受審・活用を 

進めるためのラストチャンスを意識して 
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三者評価の選択・利用」が講じられる動きが弱かったこと

は、受審率の低さが物語っています。事業所が第三者評

価の価値を感じ、受審料金を負担し、事業所をあげて（全

職員が参加して）取り組むには、なかなか至らなかったと

言えます。「インセンティブ」が弱かったのです。 

一方、第三者評価の受審事業所を対象に、当法人が

全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会（第三連）

の協力を得て取り組んだ平成27（2015）年度の調査研究

で、受審保育所へのアンケート調査の結果を見ると「保育

サービスのさらなる向上につなげたいため」という受審動

機に84.3％の保育所が「満たされた」と回答し、かつ改善

に取り組んだ保育所の割合が76.9％と高かったのです

（平成27年度 厚生労働省子ども・子育て支援推進調査

研究事業『保育所における第三者評価の受審促進に向

けた評価機関の質の向上のための調査究事業報告

書』）。 

しかし、なぜ受審は伸びないのか。20年を経た今、福祉

制度そして外部環境の変化に対応できる「インセンティブ」

が求められます。 

全社協の「福祉サービス第三者評価事業のあり方に関

する検討会」の報告書に記載されている①～④の提案の

すべてに対応することですが、特に提案の④について考え

ました。 

◇ 

ここで、もう少し「インセンティブ」について考えてみます。 

福祉制度では、インセンティブというのは多くの人が関心

をもっていることです。報酬改定のたびに「インセンティブ

交付金」が話題になり、事業所はこの獲得に努めます。収

益、すなわち経営に大きく影響するので「インセンティブ」

は高まります。 

福祉制度では、基本となる報酬の規定より手厚いケア

の提供や人員配置、すなわち専門職や有資格者の配置、

専門的なサービスの提供、基準に定められる人員より多く

の職員を配置していることなどが加算要件であり、基本報

酬にプラスして算定できます。質の向上を期待した「インセ

ンティブ交付金」とされています。 

しかし、その成果は測りにくく、そのため数値化を期待し、

科学的介護情報システム（LIFE）の活用による加算が取り

入れられました。今後は「インセンティブ」の対象には、見え

る化、数値化が必要になるのでしょうか。 

ちなみに、東京都では、入所施設などを中心に都単独

で、または事業種別によっては自治体が補助金交付の条

件として評価の受審を位置づけています。また、受審費用

も、上限は定められていますが補助されます。ほとんどの

受審は、この対象事業です。インセンティブの一つと言える

のでしょう。 

◇ 

では、提案です。 

第三者評価では、どのようなインセンティブを示せるので

しょうか。何よりも受審に「価値」を感じてもらうことだと思い

ます。したがって、やはり提案の④への取り組みが必要であ

ると思います。 

福祉サービス第三者評価の制度が始まって20年を経

た今、経験知を活用した助言・情報提供ができるような制

度にしていくこと、そして、その役割を担う評価機関・評価

調査者は、それに対応できる力量を備えることが必要なの

ではないでしょうか。価値を示すことです。 

目的から見た「利用者選択に資する」という点につい

て、報告書では「利用者の適切なサービス選択に資する

ための情報となること」に加え、近年の福祉制度の見直し

によって「利用者の権利実現を図るものであること」という

意味合いが強くなってきているとしています。そのことから

「福祉サービス第三者評価の意義・目的を3つに整理し直

してはどうか」という意見も出ています。 

また、検討事項としてあげられた「利用者選択に資する

ための公表への改善」については、重要な課題として、全

国の評価機関・評価調査者との意見交換を深めたいと思

います。 

◇ 

長渕剛で締めます。“長渕剛クラブ”の会報からの紹介

です。 

変わり続けることを怖がるな。どんどん新しいことを受け

入れていけ。 

これまでの経験を大事にしつつ、そこにプラスするんだ。 

今の時代の感覚、世代の相違を受け入れて、自分なり

に消化して 

表現につなげていくか、それこそが我々、年長者のスキ

ルの見せ所なんです 

長渕は65歳です。私はずーっと年上ですが、この言葉を

受けとめ、『REBORN』、明日に向かいます。 
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▶▶▶よいち福祉会との出会い 

よいち福祉会さんとの出会いは、何と平成14（2002）年

であり、ちょうど20年前になります。福祉サービス第三者

評価が制度化され、実施に向けて全国を対象に厚生労

働省がモデル事業を開始した時期です。 

よいち福祉会は、このモデル事業に手を挙げた事業所

の一つですが、全国で手を挙げた事業所は極少でした。

モデル事業で評価を担当する機関として手を挙げた当法

人では、3名の評価者が評価のため2日間、よいち福祉会

を訪問しています。その後、定期的に第三者評価を活用

してもらい、大いなる変化を感じ、学びの機会を当法人と

しても得ています。 

今回、よいち福祉会が発行した30周年記念誌『風媒』

には、20年前の当法人との出会いも紹介されています。

それによると、私はそのとき施設長に向かって「度胸があ

る」と言っていました。本当に感心してそう思ったのです。 

試行錯誤を厭わず、よきことを追い求めて進む法人の

姿は、この『風媒』でよくわかります。 

▶▶▶『風媒』の書名に込められた思い 

記念誌の「おわりに」には、タイトルを『風媒』とした亀尾

さんの思いが書かれています。 

心打たれ、学びがあります。その部分をご紹介させてい

ただきます。 

◇ 

「この冊子の名は、「風媒」とした。風媒とは、その名のと

おり風を介する受粉方法のことだ。虫や鳥を介して受粉す

る「虫媒」や「鳥媒」よりも自然な、植物の受粉の在り方だ

と言われている。他者に全面的に頼ることなく、風という普

遍的な自然現象を使って実をつけ、種を残し、世代を繋

いでいくその在り方は、よいち福祉会の来し方行く末の姿

を象徴しているように思えてならない。また、植物が土と切

り離せないように、社会福祉法人も地域社会という豊かな

土壌があって成り立っていくものだ。余市の特産物である

ワインの原料であるブドウも、風媒により実を結ぶ植物であ

る。よいち福祉会も、後志（しりべし）という地域の中で、自

然の流れの中で生き、豊かな実りを生み、代を重ねてき

た。そして、これからもそのような存在でありたい。そうした

思いをこの書名に託した」 

▶▶▶亀尾さんの“挑戦” 

出会った20年前は総合施設長だった亀尾さんは、平

よいち福祉会との出会い 

せて 

新津ふみ子（代表理事） 

成25（2013）年から社会福

祉法人よいち福祉会の理事

長にも就任して、現在に至り

ます。 

そして今回、メイアイヘル

プユーの会報第64号に、亀

尾さんの“挑戦”を書いてもら

いました。 

これからも、よろしくお願い

致します。 

なお、30 周年記念誌の

『風媒』は、まだ在庫があるそ

うです。希望する方は連絡をく

ださい。 

▶▶▶法人３０周年の記念誌 『風媒』 

よいち福祉会は30周年を迎えた。その時間の経過の証

として、このたび『風媒』という記念誌を作った。この法人の

これまで歩んできた過程を職員・理事長として現に見てき

た事実と想いを書いてきた。 

読んでいただいた方にどのように伝わるのか、不安な気

持ちもあるが、法人の来し方を見て、行く末を考える一つの

参考になればいいかなと書いたものだ。 

特に、行く末、法人の未来ということに思いを致す指針に

なれば、と書いている。 

▶▶▶２回の法人合併の経験 

今回の冊子『風媒』に書いたとおり、よいち福祉会は2回

の法人合併を経験している。どちらかというと救済合併とい

うかたちではあるが、よいち福祉会にとってこの2回の合併

は大きな意義があったと考えている。いずれも児童養護施

設を経営する法人を吸収してきたが、児童が健全に育成

される環境づくりに、合併は大きな役割を果たしてきたと実

感している。 

社会福祉法人制度改革が進められていくなかで、今後

もこのようなかたちの吸収合併や連携などが増えてくるも

のと考えている。特に、人口減少が進む地方の町村では、

高齢者人口も含む全人口が減少することから、介護労働

者のみならず、介護サービスを利用する高齢者の減少が

社会福祉法人のこれから 

役割を地域で果たすために 

亀尾  毅 

書名：風媒―社会福祉法人 よいち

福祉会の30年 

著者：亀尾  毅 

体裁：156頁・B6判 

発行：社会福祉法人 よいち福祉会，

2022年3月 



4 

確実に進むことになる。 

そのような状況では、特に高齢者事業を経営する小さ

な社会福祉法人は、一層厳しい状況に直面することに

なっていく。そして、近隣の地域にある社会福祉法人同士

が、何らかの連携を考えなくてはならない状況にならざるを

得なくなるのではないかと考えている。 

▶▶▶一つの法人としての明確な「意思」が必要 

国が進めている「社会福祉連携推進法人制度」は、そ

の一つの取っかかりになっていくものとは思うが、最終形態

ではないとも考えている。「経営環境が厳しくなるから」とい

う一点でこの制度を使って連携を考えるのは、入口として

は「あり」かなと思うが、成り立ちや企業文化の異なる法人

が、この制度だけで厳しい状況を乗り切っていくのは無理で

はないかと考えている。 

緩やかな連携では、地域に存在するさまざまなニーズ

に素早く応えることが難しく、将来の多様な地域課題に向

かい合うにも力が及ばないのではないかと考える。例えば、

利用者である高齢者が減少するという経営課題には、法

人同士の連携では、自法人の事業の廃止・削減など「身

を削る」という厳しい決断ができないのではないかというこ

とである。 

やはり少々強引にでも合併し、一つの法人として組織改

編を行うことが、これからの厳しい経営環境では必ず求め

られるようになってくると思う。一つの法人として、法人のも

つ資源を地域のために継続させる努力が必要だし、そのた

めには法人としての明確な「意思」というものが必要になっ

てくるのではないだろうか。 

そして、その「意思」の前に、企業文化は統合され、より

地域に必要な社会福祉法人となっていくのではないだろう

か。 

よいち福祉会30年の節目にあたって、地域の課題に適

切に対応できるようこれまでの2回の法人合併の経験を生

かし、さらなる成長を考えていくという願いも、今回の『風

媒』という冊子に託して書いたつもりだ。 

桜が散り、つつじ、あやめ、藤など、たくさんの花々が咲

き競う季節を迎えました。そのなかで連日報じられている

「ウクライナ」の戦禍には、本当に胸が痛みます。皆様にお

かれましては、新年度を迎え、ご多忙な日々をお送りのこ

とと思います。 

◇ 

さて、先日、メイアイヘルプユーの事務局に大妻女子

大学・大妻女子短期大学部「広報・入試センター」入試グ

ループの担当者から「著作物の入試問題への使用につい

て」という文書が届きました。 

内容は、会報『明・愛』第62号（2021年7月31日発行）

の掲載記事『内部研修会報告【2021年5月28日（金）】ケ

アラーの社会課題と地域資源―ケアラーを地域で孤立さ

せないために／講師：牧野史子氏』を「人間関係学部人

間福祉学科」の編入学試験（一般選考）の試験問題出題

の際の出典にさせていただきましたという報告と、その御

礼でした。 

編入学試験の課題は小論文で「ケアラーに対して取り

組むことが必要な課題を一つ取り上げて、あなたの考えを

述べてください」というものだったようです。 

◇ 

この文書を受け取った感想は、メイアイヘルプユーの会

報が広く読まれていること、そして「法人主催研修会」の

テーマが時宜を得たものであったということです。 

◇ 

これからも会員の皆様のご希望を取り入れた法人主催

研修会を企画していきたいと思います。 

どうぞご意見をお寄せください。お待ちしています。 

（事務局長・鳥海） 

事務局だより 

みなさまからの 
社会福祉情報をお待ちしています （編） 

メールアドレス：smile-npo@meiai.org
 ＊HPアドレス：www.meiai.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 

ＮＰＯ法人 メイアイヘルプユー 


