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第三者評価の受審補助のしくみが充実しているので受審す

る事業所が多く、評価者にとっては腕を磨く場、反省の場が

ありました。一方、全国的には第三者評価の受審率は低く、

負のスパイラルに陥っています。 

「福祉サービス第三者評価事業のあり方に関する検討会」

の報告書では、この負のスパイラルをわかりやすく図式化して

います。制度創設から20年が経過するなかで、福祉サービ

ス第三者評価事業にはさまざまな課題が顕在化してきてい

ますが、報告書では、それらは大きく5つに整理されています

（次頁図中①～➄参照）。 

福祉サービス第三者評価事業が始まった背景には、

2000年の社会福祉事業法（現・社会福祉法）の改正、いわ

ゆる“社会福祉基礎構造改革”があります。 

「検討会報告書」では「社会福祉基礎構造改革は、介護

保険の導入で、それまでの行政処分としての措置制度から、

利用者と事業者が直接相対する契約制度へと移行する大

きな転換点となった。こうした改革のなかで、利用者と事業

者の情報の非対称性が指摘されることになり、利用者が福

祉サービスに関する情報を入手し、選択できるようにすること

等を目的に、福祉サービス第三者評価事業は始められたの

である。そのため、本事業の目的は、①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 、②福祉サービ

ス事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し福

祉サービスの質の向上に結び付けることを目的とすることとさ

れた」と説明しています（「検討会報告書」p.3より）。 

現状の第三者評価は、当法人の経験から、上記の②の

目的には対応しています。不十分さを認め、改善に取り組み

つつ、実践しています。でも、①の目的は難しいです。現状

は、単に評価結果の公表レベルであり、利用者・希望者が選

択に活用したい情報内容には遠すぎます。 

まさに、負のスパイラルの①「事業創設当初の意義・目的

と現行の運用の乖離」と⑤「利用者の選択に資する評価結

果の公表になっていない」の関連になっています。福祉サー

ビス第三者評価事業は見直しもされていない現状で、他にも

検討会の報告書で「負のスパイラル」として示されているよう

に、さまざまな課題が顕在化してきています。 

このような状況を改善することを目標に、私たち「福祉

サービス第三者評価事業のあり方に関する検討会」では検

討に取り組み、そして全社協を通じて厚生労働省の担当部

局に報告しました。その報告に対して、来年度から“社会福

祉基礎構造改革”の「棚卸し」に取り組むので、そのなかで福

祉サービス第三者評価についても検討する、という回答が

既刊の会報「第63号」「第64号」では『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〜』（全国社会福祉協議

会、2022年3月4日）（以下「検討会報告書」）の内容を取り

上げ、第三者評価機関・評価調査者としての見解を述べて

きました。 

課題は大きく、即座に取り組みを行うことは難しいと思いつ

つ、評価という手段を通して現場に直接かかわる者としての

責任を、自らに問いかけています。でも、何ともはっきりと語れ

ません。 

改めて、当法人の「設立の趣旨」を見つめました。これは

私たちのホームページにも掲載をしています（https://

www.meiai.org/office_policy）。 

以下、紹介します。 

●福祉現場の応援

医療、看護、保健、福祉の分野に永年携わってきた仲間

が、それぞれの経験をサービスの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」をスローガンとしています。 

●利用者主体のサービス提供

応援の方法として、福祉サービスを対象とした第三者評価

や、研修の企画、コンサルティングや調査研究などを「利用

者主体のサービス提供」の視点から行っています。 

●実践的な後押し

福祉現場の事情をよく伺って、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。 

（設立：2000〔平成12〕年2月1日） 

私は「第三者評価の現場で、法人の趣旨を十分に発揮し

てきたか」と問いかけました。 

法人としては所属する評価調査者の研修会を計画的に

実施し、第三者評価のプロセスでは担当する評価者間の対

話・検討などの内容の充実に努めています。でも「利用者主

体の理解」や「実践的な後押し」の取り組みができているかと

振り返ると、まだまだ不十分です。ただし、東京都の場合は、
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上で、効果的な第三者評価が全国的に行われるよう、都

道府県等による指導監査と異なり保育の質を一層高める

ために行われるといった制度の意義や位置付けの周知を

含めて、必要な措置を講ずる」とされ、その実施の時期に

ついては「令和4年度検討、結論を得次第速やかに措置」

とされていること（所管府庁：厚生労働省） 

第三連では、本調査研究課題の背景・目的を理解し、評

価機関・評価者としてのさらなる力量の向上のため“利用者

中心”の視点で取り組みます。 

◇ 

最後に私事です。先日、孫と映画を見ました。『ワンピース 

フィルム レッド』（2022年8月公開）です。物語がよくわからな

かったので、孫に質問をしました。 

“ルヒィ”という男の子が、海賊王を目指し、ワンピースとい

う財宝を手に入れる旅物語のようです。この映画の“ルヒィ”

は正義感を持ち、仲間たちを思い、たくましく、やさしい。彼の

人間に対する深い愛を感じ、私自身の心も震えました。 

そのあとで、少し考えました。ワンピースという財宝は、カタ

チあるもの、目に見えるものなのかどうか、ということです。見

えないもの、心の中にあるものではないか、と私は勝手に思

いました。 

やっぱり『REBORN』（長渕剛）です。私は生まれ変わること

を目指したいと思います。大切なことを求め、自分を変えて

いくこと。ワンピースからの学びです。 

いつもは「長渕剛」で話を締めますが、今回は“ルヒィ”君で

閉じます。 

あったとのことです。 

確かに全面的な見直しが必要であり、期待します。でも

「棚卸し」には数年かかるかもしれません。その間にも、当然

ですが、評価は続きます。制度の目的・共有に向かう第三者

評価を課題とし、評価の現場の改善が必要です。そして、提

案をしていくことではないでしょうか。役に立つ、活用される第

三者評価について、全国の仲間たちとの意見交換を深めて

いきます。 

◇ 

第三連（全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会）か

らの報告です。保育所の第三者評価に関して、厚生労働省

の「令和4年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業」にお

いて調査研究課題「保育所等における第三者評価、自己評

価の実施及び活用に関する調査研究」を受託し、それに

伴って第三連で委員会を立ち上げ、活動を開始しました。こ

の調査研究課題の背景・目的としては、次のことがあります。 

①「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討

会」（取りまとめ：令和3年12月20日）において「自己評価

（関係者の関与を含む）、第三者評価の実施及び講評が

効果的に行われるための方策について、実態を把握した

上で、その改善策について検討すべきである」との提案が

あったこと

②規制改革実施計画（令和4年6月7日閣議決定）において

「保育所等に対する第三者評価の実施状況には地域差

があることから、厚生労働省は、第三者評価の実施にあ

たっての現場レベルでの課題について把握・分析を行った

図 福祉サービス第三者評価事業の課題（「検討会報告書」p.3より） 
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ホへの体調確認の連絡を待ちました。しかし、実際に着信が

あったのは午後1時近く。その後も体調確認の時間は一定せ

ず、午前と午後にスマホの着信音がブルブルと鳴るたびに、

私はビクッ！ 

健康観察のHER-SYSは、厚生労働省と地域の保健所が

利用して、自宅療養者に送っているようです。でも、気づかな

いでいると、何度もスマホが鳴って「不在」が記されます。 

私のスマホのHER-SYS入力第1日目は、音声案内でいき

なり「体調確認してください」と言われたので、果たして「どこに

どうやって入力するのか」と慌てました。そして、音声案内に

急かされ「ここかな」と入力したらエラーになり、やり直したら、

今度は指が滑って×（バツ）になるなど散々でした。 

入力のやり方を教えてもらおうとサポートセンターに電話を

するのですが、いつも話し中。結局、この日は入力をあきらめ

ました。 

5日目、6日目も、一部は入力できたのですが、スムーズに

はいきませんでした。7日目からは何とか入力しましたが、こ

の体調確認のスマホ入力は私にはかなりストレスでした。 

▼療養者のボヤキ 

「入力の方法を丁寧に教えてくれれば苦労はしないのに」

と、一人ボヤキました。 

幸い、私は軽症でしたが、今回の経験から「私のようにス

マホが苦手な人は、いったいどうしているのだろう」と、また

「症状が重くなった人は、スマホ入力どころではないだろうに」

とも思いました。 

療養期間が終わる10日目に、自宅の固定電話にサポート

センターから電話がありました。私は、担当者につい苦情を

言いました。もっと丁寧に入力のしかたを教えてほしかった

と。 

新型コロナウイルス感染症になったことで、感染症が他人

事ではないことを実感しています。また「苦手なスマホをもっ

と使いこなさないといけないなあ」と改めて思わされた出来事

でした。             （ペンネーム「ひまわりのY」より） 

 

 

 

▼PCR検査でまさかの陽性 

2022年夏、新型コロナウイルスの国内感染者の自宅療養

者が増え続けています。 

私も感染しました。ある朝、クシャミ、鼻水、のどが少しイガ

イガすると思い、医療機関を受診したら、PCR検査でまさかの

陽性。 

医師は「軽症でも高齢者は急変することがあり、10日間は

自宅療養をしてください」と。看護師からは「自宅療養中はス

マートフォンで厚生労働省のHER-SYS（ハーシス：新型コロナ

ウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）による患者

の登録や健康観察が行われます」と伝えられました。 

スマホが苦手な私に、看護師は「電話でも大丈夫」と言っ

てくれたのですが……。 

▼自宅療養の日々 

発症後2日間は、かかりつけの医院から体調確認の電話

がありました。 

3日目の午後、東京都の自宅療養サポートセンター（うちさ

ぽ東京）の担当者から電話が入りました。「明日から自宅療

養が解除されるまで体調確認の電話を入れるので、音声案

内に従って毎日定時（私の場合は午前9時）に入力するこ

と、パルスオキシメーター（その後、5日目に届いた）も送りま

すが、わからないことはこの電話に問い合わせてください」と

言われました。 

発症から4日目。私は熱もなく元気でしたが、朝9時のスマ

2022年8月30日（火）開催 「法人主催研修会」報告 

「福祉でまちづくり」から「福祉はまちづくり」へ 
～人が集まる“しくみ”をつくる～ 

講師：村岡 裕 氏 
社会福祉法人 佛子園・専務理事

会員レポート 

新型コロナウイルス感染症とスマートフォン 
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また「温泉を中心としたごちゃまぜ福祉」や「廃寺を地域の

コミュニティスペースに」「廃屋を活用したウエルネス（スポー

ツジム）」など、仕事や生活を選べる地域づくりを進めること

で、人口減少する地域社会への対応等に取り組んでいること

などについて、講師はやさしく、控えめに、わかりやすくご説明

くださいました。 

▼“PLVS VLTRA” さらに彼方へ 

私たちも、これからは都市部においても深刻化する限界団

地などの孤立化の問題に対して、石川・佛子園の取り組みか

ら何を学ぶことができるのかなど、考えていかなければならな

いと思っています。 

（メイアイヘルプユー 理事・竹原厚三郎） 

●研修講師：よいち福祉会・亀尾 毅さんの紹介

来る10月1日（土）14時からの次回の「法人主催研修会」

では 北海道余市郡余市町の社会福祉法人よいち福祉会・

亀尾毅さんに講演していただきます。 

◇ 

前号の会報「第64号」では「社会福祉法人のこれから― 

役割を地域で果たすために」と題し、よいち福祉会の理事長

／総合施設長である亀尾さんに同法人の歩んだこれまでの

貴重な経験について投稿していただきました。 

また、第64号では、よいち福祉会の設立30周年記念誌

『風媒』の内容紹介もしています。 

◇ 

人口の減少とともに、社会福祉事業のあり方が問われて

います。そうしたわが国の課題への挑戦と取り組みの実際に

ついての講演です。 

次回10月1日開催の法人主催研修会への皆様の参加を

心よりお待ちしています。 

お申し込み方法の詳細については、メイアイヘルプユー・

ホームページの「お知らせ」などの記載をご参照ください。 

（文責：新津） 

▼法人主催研修会に参加して 

「『福祉でまちづくり』から『福祉はまちづくり』へ」のタイトル

から、まず思い出しましたのが「子の子らに世の光を」を「この

子らを世の光に」とした糸賀一雄さんの言葉でした。 

日本の「知的障がい福祉の父」と呼ばれている糸賀さんが

亡くなられて50年以上経過し、私たちの想像を大きく超える

ような速さで世の中が大きく変わるなかで、当然ながら福祉

の考え方も大きく変わり、また多様化していることに、今回の

研修を通して改めて痛感させられました。 

▼石川・佛子園の事業展開 

福祉を全くイメージさせない佛子園の事業所名！ 「何々

就労支援事業所」「何々福祉作業所」といった事業所名に

慣れている私には、まさに「目から鱗」でした。 

見やすく、楽しく、使いやすい、佛子園のホームページを、

ぜひ訪問してみてください（http://www.bussien.com）。 

加えて「ごちゃまぜ」という考え方。子どもから高齢者、障

がいのある方、当然、地域の方々が普通に集えることができ

る空間。国が掲げてはいるものの、進捗状況が遅い「共生社

会の実現」が、石川・佛子園では、地域のニーズに寄り添う

形で実現していることに驚きました。 

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@meiai.org 
＊HPアドレス：www.meiai.org/ 

【事務局だより】 

次回10月1日（土）開催 

「法人主催研修会」のご案内 

●佛子園の事業所名（社会福祉法人「佛子園」ホームページより）




