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第三者評価を受審して
改めて思う事
ともいきライフ月影 所長

滝沢

英知

この事業は 2004 年 5 月に厚労省が都道府県

初めての第三者評価受審
ともいき宝池和順 所長

大野

政博

第三者評価という言葉は、以前より聞いてい
たが初めての実施となりました。今までは、毎
年自己評価を行っていました。「障害福祉サー
ビス第三者評価制度」が始まりともいき宝池和
順も昨年、受審することとなりました。職員も
初めての事であり戸惑うことも見られました
が、しなの福祉教育総研のスタッフにより全職
員への説明会を実施し、その後、職員への自己
評価アンケートの実施。そして職員への個別聴
き取りが進められ、最後に十名の利用者へのヒ
ヤリングが行われました。最終的には、思って
いた以上に良い評価を頂きびっくりはしまし
たが、その反面、
「評価していただいた位本当に
利用者に寄り添った支援を行っているのか？」
「絶えず 福祉 の 向上を考 えて働 いてい る の
か？」といくつか疑問がよぎりました。
ただ、今回の第三者評価を受審したことの大
きさは計り知れないものとなりました。施設の
運営やサービスの質、地域との交流や職員の意
識などなど私たち職員にとってとても勉強に
なるものも多くありました。今回、第三者評価
を行っていただいたしなの福祉教育総研さん
に感謝いたします。私たち「ともいき宝池和順」
の職員は、さらに利用者の事を
想い、１枚岩になり次回
受審する時は、今回以上に
評価をして頂けるように
頑張っていきたいと思う
今日この頃です。

に通知した「福祉サービス第三者評価事業に関
する指針について」により実施がなされ、2014
年に施設及び事業所が主体的かつ継続的に質
の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイド
ライン等を見直し、さらに 2018 年に一部改正
されています。それを受けて「障害福祉サービ
ス事業所等における第三者評価の実施につい
て」の通知により実施しています。
評価が必要となった社会的状況と福祉制度
の変遷については、過去の社会保障審議会の議
事録を参考に振り返り、評価事業の目的とする
部分についての理解としては、長野県の福祉サ
ービス第三者評価等を参考に実施しました。受
審を受けていく中で、福祉サービスを利用され
ている方の基本的人権を守り、意見や希望を尊
重したサービスの提供とは、さらに福祉サービ
スの利用者と提供者の対等な関係を確保して
いくには等の課題を感じました。事業が始まっ
た頃と今では、時代と共に評価の視点が変化し
て来ています。第三者評価の目的とは何か、何
故評価するのか、誰の為の評価等、皆さんは即
答出来ますでしょうか。
いずれにしましても、自己評価にはない、第
三者の方の視点が入る
意義は大いにあると感
じています。
月 影 にお いて の具 体
的評価の感想等につき
ましては、紙面の都合
上、是非ワムネットで検
索していだだき、一読を
お願い致します。
ともいきライフ月影
山崎 茂樹さん 画

【びんぐしの里公園】

【居場所カフェ みらいさん】

住所 坂城町大字網掛３０００
☎ 0268－82－0234

NPO 法人 みんなの居場所 未来スペース
住所 坂城町中之条 1308－1 ☎0268ー71－6605
営業時間

10:30～14:00 営業日 平日のみ

月影では歩行の休憩場所で使わせてもらって

とってもリーズナブルで、

います。広い芝生に大きなローラー滑り台や

何を食べても美味しい～♪

遊具もそろっており、利用者さんにも大人気

月影で一番人気は焼肉弁当です！！

です。ベビーカーの入れるトイレもあり、と
ってもおすすめです。ソフトクリームを売っ
ているカフェや
温泉も近くにあり

現在コロナの影響でお弁当と

楽しめる所がたく

惣菜パンのみの営業となって

さんあります。

います。詳しくは法人 HP

是非行ってみて

http://r.goope.jp/mirai-space/info 又はお電話

下さい！！

でお問い合わせください。

材料は子ども１人分です。
大人は１．５倍から２倍にしてください
＜材料＞
鶏もも肉
にんにく
生姜
白炒りゴマ
サラダ油
食酢
A
○
みりん
砂糖
しょうゆ
小麦粉
片栗粉

60ｇ
0.5ｇ
1g
適宣
適宣
1ml
1ml
2ｇ
5ml
0.7g
0.7g

＜作り方＞
１．鶏もも肉をすりおろしたにんにく生
A の調味料で 15～30 分漬け
姜と○
込んでおく。
２．ボールに肉を取り、小麦粉と片栗粉を合わせ振り入れ混ぜる。
※ から揚げの様に白く粉はつけない。ぬれてしまって粉がついてい
るか分からない感じで OK。漬け汁があったら残しておく。
３．フライパンに油を熱し皮目を下にして鶏肉を焼く。6～7 割火が
通ったら裏返し、白炒りゴマを振り鶏肉の中心まで火が通るよう
に焼く。
※ しょうゆで漬けてあるので焦げやすいため弱めの火で焼きましょ
う。くっつくようなら漬け汁を少し入れて焼いてみてください。

＜材料＞
キャベツ
40g
人参
5g
きゅうり
10g
しらす干
2g
白炒りゴマ 1g
食酢
3ml
A
合わせておく○
砂糖
2g
しょうゆ 1.5ml
＜作り方＞
塩
0.4g
１．キャベツ･人
サラダ油 1ml
参・きゅうり
こしょう 適宜
は千切りにし、さっと熱湯に通してか
ら水で冷やし、水切りしておく。
Aで
２．野菜類としらす干・白炒りゴマを○
和える。
※ 園では消毒のために野菜類を熱湯にくぐ
らせています。そこがこども達には食べ
やすい様です。また、食べる前にドレッ
シングで和えておくので更にしんなりし
て、味もなじみます。
※ 材料・調味料は作りやすい分量に調整し
て作ってください。

リレーコラム

♡癒しのじ・か・ん♡
甘露保育園 中島伴美 作

今回は「ともいき宝池和順 塚田朋子さん」
からバトンを受けた「ともいきライフ住吉
中山ひろみさん」です。
ともいき宝池和順の塚田朋子さんよりバトンを受
け取りました、ともいきライフ住吉の中山です。我
が家は 5 人家族。息子は就活真っただ中。その息子
がまだ幼かった頃、お出かけ大好きな旦那様に無理
やり連れていかれ、中山家がはまった公園を紹介し
たいと思います。
１つ目は岐阜県にある「養老天命反転地」です。
不思議な空間で、子どもから大人まで楽しめます。
デートにも♡この公園内にある 5 つの日本列島を探
してみてください。ちなみに我が家は 3 回目でやっ
と見つけられました。
２つ目は静岡県にある「竜南緑地公園」通称「ぐ
るぐる公園」です。その中の遊具のひとつ「ぐるぐ
る回る遊具」が、乗ったら最後降りられないと TV
で紹介されると次の日に連れていかれました。どこ
にでもある普通の公園なので行ってびっくり！体験
してみてください。
３つ目は地元東御市にある「芸術むら公園」で
す。どこよりも大きなどんぐり！カモを見ながらゆ
っくり歩ける池！そして目の前に広がる浅間山＆我
が家の田んぼ！最高です。是非お越しください。
次号は、ともいき宝池慈光の小出照之主任にお回
ししたいと思います。宜しくお願い致します。
中山さんありがとうございました！さて次回は
ともいき宝池慈光 小出照之さん です。
よろしくお願いします。

味遊カフェニュース
≪お知らせ≫
令和２年 7 月１日からの
レジ袋有料化に伴い、味遊カ
フェもレジ袋から紙袋を使用
することになりました。
この紙袋は、利用者さんが英字新聞で折っています。
なかなかオシャレな紙袋になっています。
また味遊カフェでは現
在、雑貨も充実していま
す。かわいいエコバックや
コーヒー豆の消臭剤、ラベ
ンダーやミントなどの香り
袋など販売していますので
是非ご覧ください。

上田明照会からのお知らせ
未だ猛威を振るっている「新型コロナウィルス感染
症」の感染拡大リスク回避のため、毎年行っている

「てとてと市」
「月影祭」
「住吉祭」を本年度中止
とさせていただきます。楽しみにしていた皆さまには
申し訳ございませんが、趣旨をご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。来年度は是非開催できますよ
う、皆さま一人ひとりの賢い
行動で新型コロナウィルス
に打ち勝ちましょう。
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社会福祉法人

上田明照会

