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Ⅰ． 第三者評価の活用事例

１

活用事例集を作成した目的

本事例集は、平成 26 年度・厚生労働省「セーフティネット支援対策等事業費補助金」
（社会福祉
推進事業分）により実施した「福祉サービス第三者評価における受審促進に関する調査研究事業」
の一環として作成した。
今回、第三者評価活用事例集をまとめた目的は二つある。
一つには、受審していない事業所に対して「福祉サービス第三者評価」を実施する意義を明示し、
その効果を知ってもらい、受審を促進することである。
もう一つは、受審事業所は福祉サービス第三者評価をどのように活用しているか、あるいは活用
が不十分であったのはなぜか、また評価機関に対してどのような要望を持っているのかについて、
本事例集を通じて評価機関が知ることにより、評価機関としての課題を認識し、受審促進に向けて
体制づくりを進めてもらうことである。

２

活用事例の選択

今回の「福祉サービス第三者評価における受審促進に関する調査研究事業」では、福祉サービス
第三者評価の受審事業所が評価のプロセスと評価の結果をサービスの向上と改善にどのように活用
しているのかについて把握するため、平成 25 年度に第三者評価を受審した全国のすべての事業所
3,563 カ所を対象にアンケート調査を実施した。その結果、712 件の回収があった。
そして、アンケート調査への回答で「特に改善に取り組んだ内容」を記載していた事業所のなか
から、サービス種別、都道府県のバランスなどを勘案して 14 事業所を選択し、調査員がそれぞれ
訪問してヒアリング調査を実施した。

３

活用事例集の検討プロセスと調査研究会

本事業では、調査研究会を組織し、受審事業所から回収したアンケート用紙 712 件の回答内容の
分析、14 事業所の選択、ヒアリング内容のまとめと活用事例集の執筆を担当した。
14 事業所を訪問してヒアリング調査を担当する調査員は、調査研究会の委員とした。ヒアリング
調査員の名簿は、次頁の一覧表（名簿）の通りである。
ヒアリングに際しては、受審事業所から回収したアンケート調査用紙に記載された「受審動機と
その充足度」
「受審により質の向上が図られた内容」
「評価機関から報告された評価結果の適切性」
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■調査研究会委員名簿【ヒアリング調査員】
新津ふみ子

NPO 法人 メイアイヘルプユー 代表理事
日本社会事業大学専門職大学院 客員教授

右京 昌久

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 福祉経営支援部 参事部長

奥田 龍人

一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者連絡会 会長
（社団法人 北海道社会福祉士会 相談役）

叶井 康幸

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
福祉サービス第三者評価センター 所長

山下興一朗

淑徳大学総合福祉学部福祉学科 准教授

鳥海 房枝

NPO 法人 メイアイヘルプユー 理事／事務局長

岡田 賢宏

NPO 法人 福祉経営ネットワーク 常任理事／事務局長
（※所属・肩書：平成 26 年 3 月末現在）

について確認した。そして、特に、直近の評価結果報告書に記載された「さらなる改善が望まれる
点」および「特に良いと思う点」について、事業所の具体的な取り組みを把握した。
なお、事業所の取り組みの全体的な把握には、公表されている評価結果報告書を参考にした。

４

第三者評価受審促進に向けた本事例集の今後の活用

調査研究会で選択された 14 事業所のサービス種別ごとの内訳は「保育」4 事例、
「高齢」3 事例、
「障害」4 事例、
「社会的養護」2 事例、
「救護」1 事例である。
これら 14 事業所では、全ての事業所で、サービスの質の向上・改善に第三者評価の結果と評価
プロセスをしっかり活用している。サービス種別による活用上の特徴はほとんどなかった。むしろ
法人の考え方や方針が明確で、第三者評価を中長期計画に織り込んで取り組んでいる、もしくは、
予定している事業所であった。
改善への取り組みは、課題により短期、中長期にわたり、また常に新たな課題を突き付けられる。
そこでは継続性が求められ、計画的に取り組まなければならない。そのような改善に向けた実践の
ため、今回紹介する 14 事業所の取り組み、およびその具体的成果を読み込み、ぜひ第三者評価を
受審してほしいと思う。その意味で、本事例集は、事業者団体の連絡会や研修会などにおいて活用
されることを期待している。
都道府県推進組織には、第三者評価の推進に責任を持つ立場から、積極的な活用を期待する。
評価機関・評価調査者においても、本事例集を各種の研修会で活用し、自分たちの関与・影響の
価値に自信を持ってもらいたい。
一方、本事例集では、評価機関の関与・影響についての不十分さが指摘されている。真摯に受け
止め、評価機関の体制づくりと能力の向上に計画的に取り組んでほしい。
さらに、評価機関の関与や評価機関・評価調査者への期待として、本調査では複数の事業所から
改善に向けた取り組みを進める際の参考としての他事業所の取り組みの紹介、助言・ヒントを期待
する声が寄せられている。第三者評価の受審数が伸び、評価機関・評価調査者の経験が醸成される
ことが見通せるなか、今回の“声”については、真剣に考えなければならないと思っている。
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Ⅱ． 活用事例の紹介

１

保 育

１．事例①：保育所（私立）・東京都／２回目
■施設の背景
概要

種別：保育所（私立）所在地：東京都／受審 2 回目（直近：平成 24 年 8 月）

開設：平成 16 年 12 月 1 日／定員：30 名／職員数：12 名（常勤 9 名・非常勤 3 名）
併設サービス：同一法人で本園以外に 4 保育園
理念・事業方針：
・利用者の、安心と信頼にこたえられる保育を提供する
・一人ひとりの児童を大切にし、愛情を込めて保育をする（個性を大切にする）
・児童にとって、心身ともに健康な体づくりができるように保育する
・遊びながら創造力や自主性が養えるように保育をする
・身近な自然に触れ、食育に力を入れた保育をする

１）受審の動機と満足度 （表１）
アンケート調査の「受審の動機とその動機が満たされたか」に関する 18 項目について項目 8 と項
目 17 を除く 16 項目が受審動機として選択されていた。主な動機は、次の 3 点に集約された。
① 毎年の受審を年間の業務サイクルに位置づけて業務を改善したいため
② 受審に対する行政の補助金等を活用して改善に取り組むことができるため
③ 家族の意向、職員の認識、第三者機関の評価の視点が改善の参考となるため
毎年、法人が運営する 5 つの保育園のうち、いずれかが受審することを法人の方針としている。
受審動機が満たされたかどうかという満足度については、受審動機として選択した 16 項目のうち
項目 10・12 の 2 項目については「まあまあ満たされた」との回答結果であったが、それら以外の
14 項目（項目 1～7・9・11・13～16・18）は「大いに満たされた」であり、満足度が高かった。
なお、満足度が比較的低くなった項目 10・12 については、受審前の期待と比較して評価結果が
期待以上とはならなかったものと考えられる。このように、受審動機が多くの項目に拡散している
場合、事前期待が高い項目と低い項目があり得る点にも着目しておく必要がある（表 1）
。
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表１ 「受審の動機と満足度」に関する設問項目
1．事業所全体を総チェックして、現状を把握 11．サービスのさらなる向上につなげたいため
12．事業所の強み・弱みを明確にしたいため

したいため

2．事業所運営のマンネリ化を打破したいため 13．評価結果を広く公表して事業所の透明性を
3．他事業所と比較し、自分の事業所のレベル
を確認したいため
4．改善のヒント（気づき）を得たいため

高めたいため
14．第三者評価が義務づけられているため
15．助成金・補助金等を受ける条件であるため

5．現在取り組んでいることが効果的かどうか 16．法人の基本方針に第三者評価受審が位置
確認したいため
6．職員のモチベーションにつなげたいため

づけられているため
17．中長期計画や年度計画の見直しに第三者

7．職員育成や研修として活用したいため
8．利用者の意向（本音）を把握したいため

評価を位置づけているため
18．第三者評価は非常に有効な制度だと思う

9．職員の意向（本音）を把握したいため

ため

10．事業所の組織力向上につなげたいため

19．その他

表２ 「受審によるサービスの質の向上への影響」に関する設問項目
1．理念・基本方針の確立・周知

13．ボランティア受け入れ体制強化

2．経営課題の把握・明確化

14．関係機関との連携強化

3．事業計画の策定・見直し

15．社会貢献への取り組み強化

4．サービスの質の向上

16．利用者の権利の尊重

5．管理者のリーダーシップ

17．利用者への説明責任の充実

6．人材の確保・安定

18．利用者の意向把握の充実

7．職員研修の充実

19．苦情解決制度の充実

8．職員育成方法の確立

20．リスクマネジメント体制の確保

9．働きやすい職場づくり

21．個別の支援計画の充実

10．実習生受け入れ体制強化

22．マニュアルの作成・見直し

11．運営の透明性の確保

23．環境・設備の改善

12．地域との交流、地域貢献

24．その他

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
① 大いに効果があった
全 23 項目の設問中、19 項目（項目 6・12・13・19 以外）で「大いに効果があった」と回答して
いる（表 2）
。
「大いに効果があった」と回答している項目を内容から分類すると、主に経営の基本的な姿勢や
考え方の分野（項目 1・2・3・5・11）
、職員に関する姿勢や労働環境面への配慮の分野（項目 7・8・
9）
、利用者に関する分野（項目 16・17・18）、サービスの標準化とサービス実践の質的向上の分野
（項目 4・20・21・22・23）
、地域との交流や社会貢献の分野（項目 10・14・15）となる。
一方、表 1 の「受審の動機と満足度」に関する設問項目では、項目 7 の「職員育成や研修として
活用したいため」について「まあまあ満たされた」と十分な満足度でなかったが、それと関連する
表 2 の項目 7「職員研修の充実」と項目 8「職員育成方法の確立」は「大いに効果があった」との
回答が得られている。つまり、受審動機の段階における期待が大きかったため満足度としては十分
4

ではなかったが、受審後には「大いに効果があった」と認識している。
② まあまあ効果があった
全 23 項目の設問中、4 項目（項目 6・12・13・19）について「まあまあ効果があった」と回答
している。
これら 4 項目は、政策や地域性などの外部環境の影響を受ける項目や、内部環境において強みの
蓄積や弱みの克服に一定の年数を要する項目でもある。したがって、これらの項目も第三者評価を
受審したことによる質向上の効果は皆無というものではなく、事業所における中長期計画やマニュ
アル等への位置づけ、および第三者評価の継続により、さらなる質の向上を得ることができる分野
と言える。
③ あまり効果がなかった・ほとんど効果がなかった
「あまり効果がなかった」
「ほとんど効果がなかった」と回答した項目はなかった。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
評価結果報告書では「さらなる改善が望まれる点」として「利用者（保護者）の意向を把握する
機会の充実」があげられている。これに対して、当事業所は「ご意見箱の設置場所の変更」
「意見を
職員間で共有し、よりよくするために検討する」との 2 つの改善課題に取り組むこととした。その
結果、具体的な改善の効果として「職員間で共通認識が持てるように、寄せられた意見を職員ミー
ティングで取り上げ、善処している」という取り組みが行われた。
また、第三者評価の受審をきっかけに、大きく改善されたこととして、当事業所は「第三者評価
機関による評価の受審により、課題が明確化され、中長期計画を立てやすくなり、組織づくりが具
体化されていくようになった。また、利用者や職員の意向の理解に、とても役立っている」と回答
している。
これらのことからすると、評価結果報告書で取り上げられた「さらなる改善が望まれる点」は、
範囲が限定され、改善に向けた取り組みも局所的であるのに対して、第三者評価を受審したことに
よるメリットは、利用者の意向の尊重、職員に対する姿勢や育成に関する改善、計画の見直しへの
反映など、事業所の組織的な取り組みの全体に好影響が及ぼされることにあると言える。

４）特に評価が高かった点
直近の受審（平成 24 年 ）における評価結果報告書の「総評」の「特に良いと思う点」の記述は
「保育者と調理担当者が連携し、子どもが楽しく食に関心を持てるように進めている」であった。
この総評を受けた「さらなる改善の取り組み」は「食育に対する調理担当者の工夫を増やし、子ど
もたちの食に関する意欲が育つように取り組んでいる」としている。
当事業所の場合は、総評で「特に良いと思う点」として記述された内容は、取り組みをさらに充
実させる動機となり、管理者や担当者の意欲を助長する効果が認められた。

５）施設内における評価結果の共有方法
当保育園の経営母体は、都内に認証保育所 5 カ所を運営しているが、そのなかで当事業所は最も
開設時期が早く、平成 16 年 4 月の開園である。法人の方針で、毎年 5 カ所の保育所のいずれかが
第三者評価を受審することとされており、当園は平成 22 年度に引き続き、今回も受審することと
なった。
評価結果については、受審した事業所に固有の課題として改善を図っていくべきもの、法人全体
として改善を図る必要のあるものがあるが、毎年の受審結果は、グループ全体に反映できるように
活用している。法人として保育園設置拡大を方針としていることで、業務の標準化や法人の姿勢・
方針を職員に周知していく効果も第三者評価に見出している。
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６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案のいずれも「概ね適切だった」と回答している。
また「もともと事業所が改善課題として認識していた事項で、取り組めていなかった事項が評価
コメントに記載されていたかどうか」については「記載があった」としている。その内容は「年度
事業計画をよりわかりやすくすること、進捗状況の管理について体制づくりしていく」というもの
であった。また「事業所がこれまで気づかなかった課題や改善点が記載してあったか」の設問には
「利用者（保護者）との共通認識を得るための懇談会や勉強会への取り組み」と記載があった。
当事業所が認識していた改善課題と、受審する前は認識のなかった改善課題が、いずれも第三者
評価の評価コメントで明確になったという点から、評価調査者の着眼点は適切であったと言える。
つまり、改善課題の後者は、事業所からの提出書類やヒアリングによって評価調査者が課題を発見
したものであり、事業所にとっては、新たな気づきにつながった。
さて、当事業所が改善の成果として得られたものは、次の各点である。
① 継続受審しているため、前回の結果と比較でき、よくなったところがわかる
② 管理者レベルにとって、受審の経験がとても勉強になった
③ 保育所を経営する者としては、保育の専門性よりも、経営的な視点、福祉的な視点での評価を
受けたことでの気づきが多かった
保育に関する課題は、事業所としても認識し、わかっている面も多いので、評価調査者は保育の
専門家であるばかりではなく、評価の専門家が望ましいと感じた。
よいところを見てもらうことで、仕事を認めてもらう喜びがあった。
利用者アンケートには、厳しい指摘があった。職員自己評価結果も管理者の結果とのギャップが
あったが、そのことは改善に向かう大きな動機にはならなかった。グループ事業所の管理者が毎月
会議に参加し、改善に向けた検討を組織的に継続したことで、管理者の意識改革ができた。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
評価機関はコンサルタントではなく、また第三者評価は監査ではないとう特徴を理解した上で、
経験豊富な評価調査者が与える気づきや示唆は多い。評価機関としての関わり方は、現状の関わり
以上に助言的であってもよいと感じている。
当事業所では、職員の資質の向上が大きな課題であるが、仕事以前に社会人としての基本を身に
つけてほしい職員もいる。評価機関・評価調査者には、人材育成につながる取り組みやアイデアを
提案してほしい。小規模な事業所では、自己評価の体制整備は難しい。評価のためにわざわざ人を
充てられないのが現実である。
行政からは、評価機関を変えることを示唆されたこともあったが、他の評価機関に依頼したくは
ない。そのため、外から見たとき「評価機関と癒着しているのではないか」との疑念を抱かれない
ようにしたい。事業所のありのままを評価受審のプロセスでさらけ出すことができる関係を、評価
機関と作り出すことが大事であると思っている。また、評価調査者よりも、評価機関に対する信頼
関係が必要である。

８）その他（評価調査者記入）
運営法人の方針として、毎年グループ園のいずれかが第三者評価を受審し、その結果をグループ
全体に反映できるよう活用している。また、一定期間は受審する評価機関を統一し、継続して改善
状況を評価してもらうこととしている。
第三者評価の結果だけではなく、職員自己評価や利用者アンケートの結果も、管理者に直接的な
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反応が届くことから、その結果を重視し、真摯に受け止めている。
保育所は待機人数が多く、第三者評価の結果を見て保護者が園を選択するということはほとんど
ない。しかし、口コミによって事業所の評判は広がっている。
最も苦慮している人材確保にも、第三者評価は直接的な即応性を持つわけではないが、継続して
取り組むことにより、効果が出ることを期待している。

２．事例②：保育所（私立）・大阪府／１回目
■施設の背景
概要 種別：保育（私立）所在地：大阪府／受審 1 回目（直近：平成 24 年 12 月）
開設：昭和 52 年 4 月／定員：90 名／職員数：31 名（常勤 19 名・非常勤 12 名）
併設サービス：ケアハウス、通所介護、居宅介護支援、訪問介護
理念・事業方針：
保育理念：
「今が大事」家庭的な雰囲気の中で心身ともに健やかな明るい子どもを育てる家庭的な
雰囲気の中で心身ともに健やかな明るい子どもを育てる
保育目標：①元気で活発に遊べる子ども、②思いやりのある子ども、③良く考え表現行動できる
子ども

１）受審の動機と満足度 （表１）
第三者評価を受審した最大の動機は、新園舎建設についての補助金交付に受審が条件になってい
ること（項目 15）と、新園舎に移転するにあたって「事業所の強み・弱みを明確にしたい」と考え
たから（項目 11）としている。また、受審動機として、その他に項目 1・4・6・7・10・12・13 を
あげている （p.4・表 1）。
最大の受審の動機は前述の通りであるが、項目 11・15 については「大いに満たされた」として
いる。その他の受審の動機のうち、項目 4・6 も同様に「大いに満たされた」としている。
なお、改善のヒントは、保育所運営をよく知る評価者の評価であったため、具体的な内容を提案
されたことによって得た。また、職員のモチベーションについては、ともすれば現場の職員は保育
そのものだけに目がいって、保育所全体の運営や園長をはじめとする現場以外の職員の役割を知る
機会が少なかった。しかし、受審により、事業所としての自己評価に職員全体でかかわったことで
相互理解が深まり、職員のモチベーションの向上にもつながった。
その他の受審動機については「まあまあ満足」という回答結果であった。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
①受審したことによる質の向上については、表 2（p.4）に示した項目 1～23 の設問項目のうち、
項目 1・2・5・22・23 は「大いに効果があった」と回答し、その他の 18 項目は「まあまあ効果が
あった」としている。
特に「大いに効果があった」と回答された項目 1・2 と関連し、組織分野に関する職員の理解が
進んで、地域に対する働きかけを職員が意識するようになったということがある。
「まあまあ効果が
あった」を選択した項目は、事業所としてすでに取り組んでいたため、そのような結果となった。
②第三者評価は、園長が自らの役割や日頃の業務内容などのすべてを職員にさらけ出す機会でも
あった。その結果、園長と職員の距離が近くなり、職員から園長に意見を言いやすい関係、相互に
話し合いをしやすい関係が生まれた。
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３）さらに改善が望まれる点とその対応
さらに改善が望まれる点とその対応として、以下のことがある。
・さらに改善が望まれる点は「記録の整備」で、具体的には、会議録の整理整頓などである。この
改善課題に対応する取り組みとして、これまで行事に関する会議録は一括してファイルをしていた
が、行事ごとに分割整理するようファイル方法を変更したところ記録が取り出しやすくなり、次の
行事開催の際、参考資料として活用できるようになったということがある。
・
「総評」としては取り上げられてはいないが、評価項目Ⅱ-2「人材育成の確保」で「研修計画」に
関する改善提案があった。その提案内容は、職員が参加した研修の評価・分析をもとに研修内容や
カリキュラムを見直すというものであった。この改善課題に対応する取り組みは、これまでも研修
内容などについて、職員から「提案書」という形で希望を募っていたが、さらに内容を充実させて
研修内容に積極的に取り入れるようにしたということがある。

４）特に評価が高かった点
① 食育への取り組み
これまで、園児は園庭横の農園の収穫にだけ参加していたが、種まきから参加し、野菜や果物の
成長を見て食べるという食育を強化した。
収穫はクラスごとに保護者と体験できるよう工夫するなど、体験活動を保護者と共有する機会を
設けた。保護者同士の交流のほか、保護者が他の子どもにも目を向ける機会となった。
収穫した大豆で豆腐を作った。この取り組みでは、近隣の「豆腐屋さん」に来てもらい、子ども
目の前で豆腐を作ってもらっている。取り組み後、子どもは「豆腐屋さん」の前を通るとき自然に
挨拶できるようになった。この経験から、職員は地域の力を借りることが重要であるとさらに認識
するようになり、通勤途中で出会う周辺住民にも意識するようになった。
② 職員の質の向上への取り組み
子どもが主体的に遊べる保育の環境を整備するため、子ども一人ひとりの発達状況を確認できる
教具を取り入れている。この教具の取り扱いについて園内研修を実施している。園内研修の実施に
より、同じ方向を目指して取り組むようにする姿勢が見られている。
③ 組織の一員としての職員の意識に変化が見られた
評価を受けるにあたって実施した自己評価は、職員全体で話し合い完成させたものである。その
話し合いの過程で、職員の意思統一も図れた。保育士が、保育以外のこと、例えば管理職の仕事や
地域交流の重要性、経営や安全への取り組みなどについて理解を深める機会にもなった。

５）施設内における評価結果の共有方法
評価結果は、会議を開催して全職員に周知するとともに、評価結果報告書を事務所に置き誰もが
閲覧できるようにした。指摘のあった項目については、すぐに取り組める内容は翌日から着手し、
その他は事業計画に反映させ、継続的に取り組んでいる。
よい取り組みと評価された内容については現場に自信が生まれ、さらに積極的に取り組むように
なった。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案のいずれも「概ね適切だった」と回答している。当事業所としては、
受審動機としては補助金を受けることを契機にしているものの、実際の受審に際し職員全体で自己
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評価を実施したことが、評価結果を肯定的に受け止める素地になったと考えている。
特に改善提案に対する受け止め方は肯定的であり、
「良い点」として評価されたことについては、
「これまでの取り組みに対して自信が持てた」としている。現場をよく知る評価調査者であったた
め、ヒアリング内容が適切で、その過程で、すでに改善に関するヒントを得ることができた。評価
結果の説明も現場訪問で行われ、職員に直接説明してもらったため理解しやすかった。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
第三者評価の受審は、今回が初めてである。評価機関は、評価の流れやその意味を丁寧にわかり
やすく説明してくれた。自己評価に職員全体で取り組めた意味は大きい。その点が、行政の監査と
大きく異なると考える。
今回の受審の動機は、補助金交付の条件であったことも大きいが、受審してみて、事業者として
第三者評価は大変意味のあるものと捉えている。そのため、平成 27 年度にも第三者評価の受審を
計画している。
評価過程のヒアリングでは、改善点や気づきなど、ちょっとしたアドバイスがもらえて、それが
うれしかった。現場をよく知る評価者であったため、親しみが持てた。これも監査と大きく異なる
点である。事業者として評価者に期待することは、そのような役割が果たせる評価者である。

３．事例③：保育所（公立）・福岡県／１回目
■施設の背景
概要 種別：保育（市立）所在地：福岡県／受審 1 回目（直近：平成 24 年 12 月）
開設：昭和 38 年 3 月 31 日／定員：120 名／職員数：46 名（常勤 7 名・非常勤 39 名）
併設サービス：地域子育て支援センター事業
理念・事業方針：
理念 ・ 子どもの生命と発達を最大限に保障し、一人ひとりが尊重され、安心して生活できる場で
あるとともに、人間形成のための、よりよい文化を伝え、体験を重ねることができる環境
をめざす
・ 子どもを中心にして保育者と保護者が共同し、地域に開かれた保育園をめざす
方針 ・ 集団生活を通して自分を好きで、他人も大切にし、協力しあい、よりよい未来を築く豊か
な心と体を育てる
・ 食文化を伝える

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審の動機として、設問項目 1～18 のうち項目 2・3・12・15・16 を除く 13 項目を選択してい
た。そのうち、動機が「大いに満たされた」とした回答を分類すると、組織の対外的な効果、対内
的な効果、その他の 3 つに分類できた。
① 対外的な効果
「大いに満たされた」と回答した対外的な動機は、項目 13「評価結果を広く公表して事業所の透
明性を高めたいため」というものである。具体的に期待した効果は、受審することによって市内の
民間保育所に範を示すことと、受審結果を公表することによって市民への説明責任を果たすことで
あり、この点に関して受審の動機は満たされていた。
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② 対内的な効果
「大いに満たされた」と回答した対内的な動機は項目 1「事業所全体を総チェックして、現状を
把握したいため」
、項目 5「現在取り組んでいることが効果的かどうか確認したいため」
、項目 6「職
員のモチベーションにつなげたいため」
、項目 7「職員育成や研修として活用したいため」の 4 項目
であった。
③ その他
上記以外で「大いに満たされた」と回答した受審動機は、項目 14「第三者評価が義務づけられて
いるため」
、項目 17「中長期計画や年度計画の見直しに第三者評価を位置づけているため」、項目
18「第三者評価は非常に有効な制度だと思うため」の 3 項目であった。
当市では「第三者評価は有効な制度である」との認識のもと、計画的に受審を進めている。期待
された効果があがっていることがうかがえる。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
自己評価を主とした事前の準備段階で、評価基準の内容を読み込む際に、その背景にある意味や
考え方などを職員間で共有化できた。共有化できたことと照らし合わせて、自施設の現状がどうで
あるか、改善の余地がないかなどの議論を重ね、改善できることにはすぐ取り組んだ。
これらの取り組みを通じて、職員間のコミュニケーションが非常に活発化するとともに、現在の
保育所に求められる役割・機能を職員が深く理解することにつながった。また、PDCA サイクルが
組織に根づいたことで、改善余地について職員が主体的に考える組織風土が生まれた。
第三者評価の結果は、全てが a 評価であった。これにより、全体的な取り組みの方向性が妥当で
あるとの自信につながった。また評価機関から「気づき」のフィードバックを受けたことにより、
取り組みをさらに充実させるヒントが得られ、さらなる改善に活かされていた。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
社会資源や関係機関等に関するリストは作成されていたが、評価機関からは「わかりやすさ」と
いう点で、さらなる工夫を期待するとの指摘があった。園長の保育士としての経験や「子育て支援
事業」を通じた知識などを社会資源・関係機関の相関図やマップに反映させることにより、職員間
での情報共有にさらに役立てられるというのである。
評価機関から指摘されるまでは「ビジュアル的なわかりやすさ」を志向する発想はなかったが、
指摘をきっかけとしてその有効性に気づき、すぐに実践の改善に取りかかった。取り組みを進める
なかで、この取り組みの効果は職員に対するものだけにとどまらず、保護者に対しても有効である
ことに気づくに至った。その後は、ビジュアル的なわかりやすさに配慮した社会資源・関係機関の
マップを、職員室と保護者用掲示板の 2 カ所に掲示している。

４）特に評価が高かった点
「保育環境の環境設定」
「食育」
「子どもが主体的に活動できる保育」など園の理念や基本方針と
して頑張って取り組んできたことが「特に評価の高い点」として評価されたことは、職員にとって
「認められた」という自信につながり、さらに「これからも頑張ろう」とモチベーションの向上に
つながった。

５）施設内における評価結果の共有方法
市内の公立保育所（9 園）としての取り組みと、当施設における取り組みに分けて記載する。
本市では、公立保育所 9 園が、毎年 1～2 園ずつ第三者評価を受審している。公立保育所 9 園と
本庁担当者による会議が月 2 回開催され、第三者評価を通じて得た気づき等は速やかに他園へ水平
展開されている。
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当施設では、全職員で自己評価を実施するとともに、会議を重ねながら取り組み課題などの洗い
出しをした。それらのプロセスでは、改善できる点についてはすぐ取り組みを開始するとともに、
園の取り組み課題や頑張っている点などについての共通認識を深め合っていった。
また、受審準備のための自己評価を行うなかで、評価基準の内容とその背景にある意味や考え方
などを職員間で共有化していることも、共通認識を深めたきっかけとなっている。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案のいずれも「概ね適切だった」と回答している。
今回受審した評価機関・評価調査者については、訪問調査の際のやり取りや、充実した評価結果
報告書の内容などから「信頼できる」という印象を持ったとのことであった。具体的には、保育や
保育所のことを理解している評価調査者が派遣されたこと、評価を通じて「施設をよくするために
一緒になって考えてくれる」という印象を持てたことをあげていた。
評価機関は、毎年、料金の相見積もりを行い決めているため、年度により異なる評価機関で受審
したことがある。その経験から、評価結果の説明など表面上のプロセスは同じでも、評価調査者を
信頼できなければ、期待する効果をあげられないことを実感していた。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
派遣される評価調査者により、第三者評価そのものに対する印象・受け止め方のほか、その後の
活用にも大きな影響があるため、まずは適切な人材を確保してほしい。また、評価方針を評価調査
者に周知するとともに、具体的な手法などについてのスキルアップを図ってほしい。施設の求めに
応じて他施設の取り組み事例を紹介してくれると大変参考になるので、そのような情報を日頃から
収集し、評価調査者間で共有してほしい。
どのような評価調査者が派遣されるかは、第三者評価そのものに対する印象や、受け止め方にも
大きく影響する。評価対象の施設のことを正しく理解している評価調査者、例えば保育所の評価で
あれば、保育の視点を持っている人に評価してほしい。また、評価にあたっては、評価基準の文面
だけを見て「チェックする」という姿勢ではなく、よりよい施設を目指して「一緒になって考えて
くれる」という姿勢を持ってほしい。評価調査者を信頼できないと、評価結果そのものを信頼する
ことができなくなってしまい、せっかく第三者評価を受審しても、その後の取り組みにうまく活用
できなくなってしまう。

８）その他（評価調査者記入）
公立保育所が第三者評価を積極的に受審している事例は、全国的に見てもそれほど多くはない。
当市が他の自治体と異なる特徴は何であろうか。
ヒアリングでは、当市の組織風土を象徴する言葉があった。当施設の保育理念や保育方針などは
園ごとに主体的に決められるが、そのことについて「各園で地域の状況や保護者は違うのだから、
その状況下で最適なものを現場が考えることが必然である」と言うのである。
各園の裁量をある程度認め、状況に応じた柔軟な発想を誘発するとともに、本庁を軸にした公立
9 園の「園長会」による情報の共有で他園のよいところを学んで改善に活かす。
これにより第三者評価の費用対効果を最大限に上げている当市の取り組みは、他の自治体の範に
なるものと言える。

11

４．事例④：保育所（私立）・沖縄県／２回目
■施設の背景
概要 種別：保育（私立）所在地：沖縄県／受審 2 回目（直近：平成 25 年 2 月）
開設：昭和 58 年 3 月 11 日／定員：80 名／職員数：22 名（常勤 9 名・非常勤 13 名）
併設サービス：障害児保育事業、放課後児童健全育成事業（児童クラブ）、法人として他に一保育園
理念・事業方針：

・ 思いやりの心を基本にすえて、子どもたち一人ひとりを大切にし、共に育ちあう温かい園であ
り続けます
・ 思いやりの三原則である「手伝う行動・励ます言葉・ありがとうの心」がいきづき、人々の心
にやさしく響きます
・ 大切な子どもの命を託された私たちは、地域の子育てセンターとしての使命をしっかりと貫き、
保育園・子ども・保護者と一体になることで、思いやり社会への道が拓かれることをお約束し
ます

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審の動機は「職員の資質の向上と施設の充実」
「利用者・地域の人々の信頼につなげるため」と
している。今回の調査で示した全設問 18 項目中 13 項目（項目 1・4～12・16～18）を動機として
該当させている（p.4・表 1）
。
非該当と回答した項目は、平成 17 年に初めて第三者評価を受審し、その結果を受け止め改善に
取り組んできているので、今回の第 2 回目の受審に際しては、特に動機とする必要のなかった項目
であると思われる。例えば、項目 9「利用者の意向（本音）の把握」などは、すでに改善への取り
組みが定着していること、また項目 15「助成金・補助金」についても、受ける条件として対象には
なっていないことがあげられる。
当園が選択した上記の受審動機 13 項目に対し、今回の受審で「大いに満たされた」と回答した
設問は 11 項目（項目 1・4・6・8～13・16～18）と多かった。これは「事業所の現状を把握して、
改善のヒント（気づき）を得て、さらなるサービスの向上につなげたい」という受審動機があった
ため、多くの項目で「大いに満たされた」との回答となったものと判断でき、第三者評価の受審に
対する期待がうかがえる。今回調査時のインタビューで園長は、評価調査の専門性に対する信頼を
繰り返し語っている。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
今回の調査で示した全 23 項目の設問のうち「大いに効果があった」と回答した項目は 12 項目（項
目 1～5・7～8・11～12・16・19・22）である（p.4・表 2）
。
福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの評価分類「Ⅰ．福祉サービスの基本方針と組織」と
「Ⅱ．組織の運営管理」分野において、サービスの質の向上に影響があったと判断できる。
「まあまあ効果があった」は、全 23 設問中 11 項目（項目 6・9～10・13～15・17～18・20～21・
23）であった。これらは、事業所としてすでに計画的に取り組んでいる項目であったために「まあ
まあ効果があった」と回答している。
「あまり効果がなかった」と「ほとんど効果がなかった」との
回答は 1 項目もない。
今回の調査では「受審により大きな影響を受けたこと」が述べられ、その具体的な効果として、
12

以下の 3 項目についてコメントがあった。
① 職員自らの勉強会開催、園内研修の毎月実施など、職員の質の向上に大きく寄与している
② 職員のチームワーク、保護者との信頼関係が抜群である
③ 仕事への意欲と熱意がみなぎり、誇りと自信につながっていることを日々感じている

３）さらに改善が望まれる点とその対応
① 各計画の連動・整合や年間計画の各期の反省など保育実践のさらなる充実に向けた工夫への期待
この改善提案に対し、今回の調査票には「子どもの個々の発達の見通しを踏まえて今後の保育実
践につなげる」と記載された。取り組んだ改善内容としては「保育課程の見直しを図りつつ、年間
計画を具体的に作成した。その結果は、職員のみでなく、保護者にもわかりやすい形で見直しする
ことができた」とまとめている。
ヒアリング調査では「保育課程の説明には、わかりやすい表現や言葉を使用し、さらに『入園の
しおり』を玄関に掲示している」と話している。
② 個別育成・研修計画様式や段階的な職員像・考課表の策定など職員育成・評価制度充実への期待
この改善提案には、まだ取り組んでいない。人材育成に関する現状の取り組みとしては、職員の
成長段階ごと必要な能力や資質を示した上で系列園と合同で新人・中堅職員・ベテラン職員ごとの
研修を実施し、外部研修にも職員を派遣しているということがある。また、職員自己評価の機会や
園長との面接などを通して、職員育成に取り組んでいる。
園長は「人事考課について検討したこともあるが、本園で取り入れるには、人事制度の根本的な
見直しが求められるので、現状ではその必要性や効果などにつき、はかり切れない。今後の課題に
したい」と話している。
③ 目指す園の姿へ組織一丸となって進むための中長期および各年度計画の策定・推進への期待
この改善提案については、現在検討中である。聞き取り調査では、計画を策定する目的、内容、
プロセスなど、全般的に理解が不十分であることがうかがわれた。プロジエェクト等を立ち上げ、
確実に取り組む必要があると思われる。

４）特に評価が高かった点
① 子どもの活動や情緒の安定を促す保育環境のもと、
心身の発達につなげる多彩な活動を行って
いる点
② 毎日の食事提供の工夫とさまざまな食育活動によって子どもの食への関心を高め、
保護者にも
情報を発信している点
③ 地域と一体となったさまざまな活動が子どもの体験の幅を広げ、社会性を培っている点
上記に関する取り組みの状況を紹介する。地域の人々と「愛心ふれあい農園」
（行政からの許可も
得てゴミ捨て場のような地域の空き地を活用し 10 年前に誕生させた地域のコミュニティ農園）を
通じて、交流を図っている。農園で地域住民と一緒に野菜をつくり、収穫した野菜を一緒に食べる
など、和やかな食育活動の実践につなげている。これらの取り組みは、保育協会の実践研究発表、
県保育研究大会、第 1 回九州保育三団体研究大会などで報告している。

５）施設内における評価結果の共有方法
第三者評価の受審に至ったきっかけは、園長が、平成 14 年に「評価調査者研修会」に参加し、
保育園のあるべき姿について学んだことで、もっと深く学ぶことの大切さ・必要性などに気づいた
こと、そして「保育の質の向上」を目指すために、第三者評価を活用することを思いついたことに
ある。そこで園長は、リーダー職員らと受審済みの保育園を視察・訪問した。その保育園から受審
したことで「受審前後の変化」
「保育園としてのあるべき姿に対する気づきを得た」との話を聞き、
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第三者評価を受けることを決意した。
そのような園長の本音と気持ちを職員に伝えて、全職員の理解と納得のもと、第 1 回目の第三者
評価を平成 17 年に受審することとなった。この受審で日常的に考えていた保育の不十分さに気が
つくことになった。特に記録や書類が整備されていないことがわかった。そこで保育を「見える化」
して保護者や地域の人たちにも保育園の活動をわかってもらうことが大切だと考え、改善に向けて
取り組んだ。その結果、行政の監査班も「書類が整っている保育園・事業所」として、本園を視察
するようになっている。
その後、第 1 回目の受審から 7 年を経て、再点検と、さらなる質の向上を課題として、再度受審
した。その際にも、職員からの反対はなかった。
トップダウンにより受審に至った当園では、受審結果も同様に職員に対して周知され、共有化が
図られている。第 1 回目の受審に至る過程に約 3 年間かけ「園長の気づき→リーダー職員間の受審
意識の共有→全職員の受審意識の共有」がなされてきた。
受審後には、行政からの視察を受けている。また保護者・地域の人から評価されることなどがあ
って、職員の総意としての「第 2 回目の受審」につなげることができている。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）は、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、③評価結果の内容の説明、④改善提案の
3 項目について「概ね適切だった」と回答している。
この 受け止めに関する 設問の 2 番目の②評価結果の説明方法については
「まあまあ適切だった」
と回答している。その理由は「評価調査者による報告会・説明会がなく、評価機関の責任者が評価
結果を届けに来たという対応であったこと」による。
県内の評価機関は 2 カ所で、選択肢は少ないが、保育分野に精通している評価機関を選択した。
評価調査者は 4 人で、経営分野に精通している人、保育士で現場経験がありかつ第三者評価に精通
している人が、評価調査者として担当した。質問は適切であり、気づきを促された。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
県の評価項目には保育分野にそぐわない内容があり、回答が難しい（高齢者や施設向けの内容）
。
保育分野の専門的な評価項目を期待する。
同業である保育関係者が調査員の場合は、より専門的なアドバイスや評価をいただけると感じた
ので、今後も専門性を高められるような評価を期待する。
施設運営面をはじめ、職員、保護者、地域の人から信頼を受け、仕事に対し自信と誇りを持って
いる。全施設で第三者評価の受審を義務づけることで同様の効果が得られると思う。

８）その他（評価調査者記入）
第三者評価を受審するだけでなく、その準備段階の「利用者評価」や「職員自己評価」の結果を
活用して改善を図っていることのほか、第三者評価結果をもとにした改善成果が見られる。
評価結果を受けて、職員自らが勉強会を開催し、園全体で研修に取り組むなど、特に職員の資質
向上については大きな改善があるということができる。
仕事への意欲と熱意がみなぎって、誇りと自信につながっていることを日々感じている。それが
第三者評価受審の効果の表われだと職員自身が認識していることも受審の効果であろう。
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２

高 齢

１．事例⑤：特別養護老人ホーム・兵庫県／２回目
■施設の背景
概要 種別：高齢（特養）所在地：静岡県／受審 2 回目（直近：平成 23 年 12 月）
開設：昭和 63 年 4 月 20 日／定員：100 名／職員数：84 名（常勤 51 名・非常勤 33 名）
併設サービス：居宅介護支援、通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、ケアハウス、認知症
高齢者グループホーム、保育所、高齢者に関する相談窓口・介護予防（市委託事業）
理念・事業方針：

・ 人間尊重の精神を基本に常に笑顔を忘れず、老人から信頼され愛される職員となります。
・「ありがとう」「ごくろうさま」を合言葉に仲間を大切にしながら、明るい職場をつくります。
・ 社会福祉の職場に働くものとして、常に自己啓発に努め、自分自身の人間形成に努力する職員
となります。
・ 職員の誇りと自覚を持ち、いたわりと励ましの「福祉の園」をつくります。
基本方針
・ 当施設は、契約者に対し、心身の状態に対応した適切な処遇と、必要な相談・指導訓練・介護
等のサービスを行い、健康で明るく生きがいのある生活ができるように運営する。

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審の動機としては、設問項目 1～18（p.4・表 1）の 18 項目のうち、項目 14～17 を除く全ての
項目（14 項目）を該当させている。
そのうち「大いに満たされた」と回答した項目は 3 項目であった（項目 1・5・11）
。経営者側の
思いとしては、利用者の満足度を向上させるには、職員の質の向上が不可欠であるとの強い信念が
あった。一方「上から職員に押し付けて受審しても、その後の効果は期待できない」と考えたこと
から、第三者評価の受審意義について、職員集団に向け何度も投げかけをしつつ、職員が自主的に
「受審したい」と言ってくれるまで、いわば“機が熟する”まで待っていた。その意味においては
「受審に至った」
（職員自身がサービスの質の向上を志向した）こと自体が、受審動機を満たしたと
言える。
また、第三者評価が効果的な点としては、事業所全体を総チェックできる点をあげていた。部分
部分については日頃の活動のなかで課題の有無をチェックし改善につなげているが、それだけでは
全ての取り組みを網羅してチェックすることは困難なためである。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
・
「大いに効果があった」とされた設問項目は、項目 1「理念・基本方針の確立・周知」のほかに、
項目 4・5・10・16・20～22 の 8 項目であった。
・
「まあまあ効果があった」は、項目 2「経営課題の把握・明確化」のほか、項目 3・6～9・11～15・
17～19・23 の 15 項目であった。
・
「あまり効果がなかった」
「ほとんど効果がなかった」と回答された設問項目はなかった。
・第三者評価受審による質の向上については事前準備の段階における施設内の取り組みが奏功した
「気づき・改善」と、訪問調査以降、評価機関が関与して得られた「気づき・改善」の 2 種類ある。
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評価機関が関与しての「気づき・改善」としては、①記録の工夫、②マニュアルの定期的な見直し
などがあげられた。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
① 改善点１
特に改善を求められる点として、提案のあったことは「行事やクラブ活動などへの参加や内容の
決定に際して、利用者の意向を聴取し、起案提案書で実施したことは『特養日誌』
『ケース記録』に
残されているが、
その取り組みの徹底を図るためにも起案提案書の記載を工夫することが望ましい」
というものであった。
これを受けて、行事用の起案文書様式を作成し、実施前に利用者の意向も含み計画案を決裁し、
その後、実施した内容を記載して決裁を受けるようにしている。利用者の意向から実施後の評価が
行いやすくなると同時に、施設長から実施した職員に至るまでの内容の共有が可能となった。
② 改善点２
利用する事業所の変更や、利用者の家庭への移行などにあたっては、当事業所では「介護・看護
サマリー」を作成し、医療機関に情報提供するよう書式を作成している。しかし利用者によっては
環境の変化等で移行先での対応がスムーズに行われない状況も考えられる。移行先でもスムーズに
支援を受けられるように、サマリーの記載内容の検討が望まれるとの提案があった。
これを受けて、利用者本人にとって有益な情報が何かを検討し、生活面の情報を充実させるため
サマリーの様式を変更した。

４）特に評価が高かった点
特に評価の高い点として「理念を施設の玄関や各フロアの見やすい位置に明示し、利用者・家族
などの来訪者がいつでも見ることができるようにしている」があげられていた。
経営者側の思いとして、サービス提供者主体の考え方をどう払拭し、利用者本位の考え方を徹底
させるかに注力していた。理念の周知徹底もその一環であり、理念と実際のケアとの間に乖離して
いる箇所がないか、外部の目から点検してほしかった。
今回の第三者評価において組織をあげて取り組んでいる点が高く評価されたことで、これまでの
取り組みの方向性に自信を持つことにつながった。評価受審後は職員・利用者双方に対する周知を
さらに徹底させるため、
職員に対してはパート職員に至るまで反復して理念を周知するようになり、
利用者に対しても、利用申し込みの段階から理念を説明するようになるなど、その取り組みを発展
させている。

５）施設内における評価結果の共有方法
介護保険制度施行後、サービス評価（県老人福祉施設協議会事業）や旧指針時代の第三者評価の
受審経験がある。新指針での第三者評価は、今回が初めてであった。上からの押し付けでは受審の
効果が職員に及ぶことが期待できないことから、職員集団には第三者評価の意義を何度も投げかけ
つつ、職員が自主的に「受審したい」と言ってくれるのを待ち、受審に至った。
評価結果の共有について、自己評価結果については、各部門・職種の職員による自己評価結果と
施設長による自己評価結果を突き合わせ、取り組み状況や課題などを相互に一つひとつ確認・共有
することによって行った。また、第三者評価結果の共有は、職員会議や回覧などで行った。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案のいずれも「概ね適切だった」と回答している。
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訪問調査におけるヒアリングでのやり取りが、その後の具体的な改善につながっていた。例えば
「記録」については、細かな様式の不備などだけでなく、その背景にある記録の重要性についての
説明もなされた。また、施設側の求めに応じて、工夫例なども提示されていた。単なる指摘だけで
終わるのでなく「施設をさらによくする」という施設側・評価機関側の共通の目的に向け「一緒に
考える」スタンスが、施設側の共感を得て改善につながったと言える。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
今回受審した評価機関に対しては「きっちりと見てくれた」という安心感を持った。わからない
点を質問すれば、具体的に教えてくれた。そうした対応により、評価機関としての力量についても
信頼することができた。単に abc の評点をつけるだけでなく、サービスの質向上のため、施設側の
求めに応じて具体的に提案してくれるような評価機関が増えてほしい。
調査評価者は「外部の専門家」という立場から、施設・利用者にとって有益な指摘や提案を行う
ことが望ましい。そのためにも、評価対象施設の種別に精通していることは必須条件となる。

８）その他（評価調査者記入）
当施設が所在する自治体には、保育所にのみ第三者評価受審料を補助する制度があった。受審の
有効性は他の種別の施設でも変わらないので、ぜひ国レベルで第三者評価受審料を補助する制度を
作ってほしいとの要望もあった。
単に評価するのでなく、サービスの質向上のための具体的な助言・提案をする評価機関に対する
信頼が高くなっている。また、具体的な助言ができる評価調査者や、専門性が高く評価対象施設に
精通した評価調査者が望まれている。

２．事例⑥：特別養護老人ホーム・静岡県／１回目
■施設の背景
概要 種別：高齢（特養）所在地：静岡県／受審 1 回目（直近：平成 24 年 6 月）
開設：昭和 50 年 6 月 1 日／定員：56 名／職員数：36 名（常勤 24 名・非常勤 12 名）
併設サービス：児童養護施設、障害者支援施設、児童家庭支援センターなど
理念・事業方針：

・ 「やすらぎの里」を目指します。
・ 笑顔いっぱい、こころ触れ合う、やすらぎの里

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審の動機については、設問項目 1～18 のうち項目 13～18 を除く全ての項目を選択していた。
そのうち項目 1～4・6～12 の 11 項目は「まあまあ満たされた」と回答している（p.4・表 1）
。
一方、項目 5「現在取り組んでいることが効果的かどうか確認したいため」については「あまり
満たされなかった」と回答し、その理由は「評価項目に沿って、資料等で取り組みの事実があるか
どうかを中心に尋ねる質問が行われたため。事業所としてはもっと工夫していることや大切にして
いることなどについて質問してほしかった」としている。なお、項目 13「評価結果を広く公表して
事業所の透明性を高めたいため」は 「大いに満たされた」と満足度が高い結果である。
実際の受審に大きく影響したこととして
「平成 23 年 5 月の理事会で理事の一人から第三者評価受
審が提案され、法人として第三者評価に取り組むことになった」があげられている。その他に、受
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審の動機となったこととして、高齢者グループホームに外部評価の受審義務があり、それに加え児
童養護施設など社会的養護関係施設の第三者評価が義務化されたことあげている。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
「大いに効果があった」と回答した設問は全 23 項目中 4 項目（項目 1・5・11・22）であった。
具体的には、第三者評価の受審後に改善したこととして「理念の周知徹底を図るようになった」や
「マニュアルの作成日・改訂日の記入のほか、マニュアル類全般を改訂するようになった」
「記録を
訂正する際には修正テープで実施していたが、必ず訂正印を押す習慣が身についた」などをあげて
いる。また、自己評価の機会も有効と感じており「全体的な評価見直しを通じ、管理者のリーダー
シップや職員全体の使命感・一体感が得られたことが効果的だった」としている （p.4・表 2）。
独自の取り組みとして、法人内の他の施設の職員が評価調査者となって「模擬評価」を実施する
ようになったことも、第三者評価受審を契機とした取り組みである。この模擬評価は、他の施設の
職員数名が約半日かけて事業所を訪問し、実際の第三者評価と同様の評価項目を使用して質問する
ことで、課題を浮かび上がらせるだけでなく、実際に abc の評点 と講評コメントも作成し事業所に
フィードバックするしくみである。その後、事業所が改善に向けて取り組むことはもとより、法人
全体でも模擬評価結果を共有し、最終的には「法人ブランド」を法人内職員全体で作り上げていく
ところまでを目指している。
「ほとんど効果がなかった」と回答した項目はなく、
「まあまあ効果があった」は、全 23 項目の
設問のうち、12 項目（項目 2～4・7・8・15～21）であった。
「あまり効果がなかった」は 6 項目
（項目 6・9・10・12～14）である。
特に「人材の確保・安定」
「働きやすい職場づくり」
「実習生・ボランティア受け入れ体制強化」
などについては、具体的な改善を図ることは難しかったとのことであった。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
① 改善点１
「地域社会と交流を図り、利用者・職員とともに地域の一員として活動することが望まれます」
との提案を受けた。この改善課題に取り組んだ内容としては、毎年 1 回開催しているボランティア
交流会を職員中心で実施していたことを改め、利用者も出席するようにした。それにより利用者と
ボランティアの相互理解を深めることができた。
② 改善点２
従来型の特養で多床室中心の居室となっているが、さらにプライバシー確保の取り組みの充実を
図ることを提案された。この改善課題への取り組み状況は、ハード面の工夫も含めて、どのような
配慮がプライバシー確保になるのかなど、取り組みの具体的な方針の決定に向けて、現在検討中と
なっている。なお、特に検討組織は設置していない。
③ 改善点３
利用者一人ひとりのアセスメントやモニタリングの方法について、改善するよう提案を受けた。
具体的な提案内容は、それぞれの取り組みの連動性が記録から読み取れないこと、ADL の状態だけ
ではなく心理面・嗜好・生活習慣なども含めて課題分析することが求められた。改善に向けて現在
までに取り組んだ内容は、これら指摘事項についてあるべき記録の書き方を職員会議で話し合い、
各職員における意識づけを図っているところである。
なお、上記①～③の 3 つの改善点のほか、独自の取り組みとして、第三者評価の受審を機に評価
結果以外の領域も含む運営全般について 3 年間の中期計画を作成し、具体的な改善に向けてすでに
着手している。
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４）特に評価が高かった点
「特に良いと思う点」として「設立者の思いを理念化し、職員への周知徹底を図り、利用者への
安心安全のサービス提供に努めていく取り組みが適切に行われています」との評価を受けた。この
点に関するその後の取り組み内容としては、現状に甘んじることなく、さらに職員の思いを深める
ために、全職員にレポートを課して経営幹部職員に提出するしくみを導入し、浸透度の確認を行う
ように充実を図った。
この取り組みは、本事業所内だけでなく法人全体でも実施した。最終的に「行動指針」を新たに
掲げることにつなげ、それを各職員の拠りどころとしていくことを目指している。

５）施設内における評価結果の共有方法
職員会議の場で、評価結果報告書を資料として配布し、訪問調査に出席した施設長、副施設長、
相談員、リーダー職員、評価準備委員会の職員がそれぞれ説明し、結果の共有を図った。具体的な
改善課題を全職員が確認し、相互に意見交換できたことは効果的であった。
また、広報誌で特集「第三者評価を受審して」を企画し、施設長が第三者評価を受審したことに
ついての感想や評価の概要等を述べているほか、副施設長は第三者評価受審の経過を全体の一連の
タイムスケジュール通りにまとめ、情報提供している。
さらに、広報誌には「現場から見た第三者評価」という企画記事を盛り込み、相談員とリーダー
職員の 2 名に対するインタビュー内容を Q＆A 方式で文書化し、掲載した。この企画記事によって
現場の読み手における第三者評価への理解が進むように工夫している。このインタビュー記事では
「記録がすべてだ」と痛感したこと、評価調査員が検食をしている際にさりげなく人員配置や建物・
設備面について質問され、改善ポイントを指摘されたことなど、訪問調査時の職員の率直な感想が
まとめられている。
なお、記録・マニュアルの見直し、その保管場所など業務改善に有効と思われる項目についても
この広報誌の特集で取りまとめ、利用者・家族のほか、外部関係者への周知を図った。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）では、①評価細目の評価結果（abc の評点）と、②評価結果の説明方法の 2 項目 は
「概ね適切だった」と、また ③評価結果の内容の説明 は「まあまあ適切だった」と回答し 、④改
善提案について は無回答であった 。
自己評価を前年度に実施し、評価年度に再度自己評価を行うというプロセスを経たことで、改善
課題が明確になり、具体的な取り組みを行うことができた。また、受審にあたり、最初に評価機関
から法人内研修として「第三者評価に関する研修」を実施してもらうようにしたことで、職員間で
第三者評価の意義や目的について明確にできたことも有効であった。職員が一体感をもって評価に
臨むことができ、評価結果の共有や改善へのモチベーションの向上につながった。
当施設は、法人内で最も開設が早い。そのような当施設が、法人設立 50 周年に、初めて第三者
評価を受審したこと等も、評価結果を法人全体で有意義なものとして活用するきっかけとなった。
その後、法人の中長期計画の策定、模擬評価の実施、人事考課制度の導入など、さまざまな改革が
進められている。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
法人内の他施設が、他の評価機関で受審したが、外部監査の項目で、評点が「a」と「c」と差が
出た。取り組みは同じなのに、評価機関によって評点の結果にばらつきがあることについては解消
してほしい。
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また、評価結果の報告に、評価を担当した評価調査者ではない人が来た。実際に評価活動をした
人と評価結果を調整したいと思った。
訪問調査の際は、項目別にそれぞれ分かれてインタビューを受けたが、一緒にインタビューして
ほしい。評価者については、専門性、姿勢、態度などについて特に不安なく、信頼できた。ただし
具体的な改善内容について、もっとアドバイスが欲しかった。

８）その他（評価調査者記入）
単に評価を受審するだけではなく、第三者評価制度そのものの理解や、職員全員参加で取り組む
こと、改善活動に結びつけることなど、第三者評価の受審を最大限に活かしていこうとする姿勢で
取り組んでいる。

３．事例⑦：特別養護老人ホーム・岩手県／２回目
■施設の背景
概要

種別：高齢（特養）所在地：岩手県／受審 2 回目（直近：平成 26 年 10 月）

開設：平成 14 年 4 月 1 日／定員：50 名／職員数：47 名（常勤 36 名・非常勤 11 名）
併設サービス：短期入所、グループホーム、通所介護、高齢者支援ハウス
理念・事業方針：
「3 つの幸せ」
・利用者の幸せ：利用者一人ひとりを尊重し、安らぎと生きがいの得られる生活を支援します
・地域の幸せ ：人々との交流を深め、共に支え合う地域と一体となるサービスの提供を目指します
・私たちの幸せ：福祉職員として日々研鑚に努めプロとしての誇りと責任ある仕事をしていきます

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機としては、全 18 項目のうち項目 1・4・10～13・17 の 7 項目を該当するとしている。
それらの全項目で、受審した動機は「まあまあ満たされた」としている（p.4・表 1）
。
以前、法人が中長期計画を作成する際に県社協に相談したところ、第三者評価を勧められ、受審
した（平成 23 年度）
。そのときの第三者評価では多くの改善点を指摘されるとともに、どのように
改善に取り組めばよいかいろいろアドバイスを受け、大変役立った。以後、第三者評価を定期的に
受審するようにしており、当施設としては今回の受審が 2 回目である。受審動機としては、項目 4
「他事業所と比較し、自分の事業所のレベルを確認したいため」が大きい。
評価結果を前回と今回で比較すると、a 評価の割合は、評価分類Ⅰで 79.5％から 94.9％へ、Ⅱで
58.3％から 90.0％へ、Ⅲで 57.9％から 93.6％へと、それぞれが 3 割ほど評価を高めている。この
間の取り組みにはある程度満足しているが、やればやるほど課題が見えてくる。受審しての満足度
については、さまざまな面に対してベテランの評価調査者からもっとアドバイスを聞きたいという
思いがあることから「まあまあ満たされた」と回答したものと思われる。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
前回の評価結果をもとに改善に取り組んでいた項目が多いため、今回の受審では、全 23 項目の
設問のうち 13 項目（項目 1～2・4・7～9・14～19・22）で「まあまあ効果があった」と回答して
いる（p.4・表 2）
。
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「あまり効果がなかった」と回答した設問は項目 6～7・10～13・20～21 の 9 項目であり、項目 6
「人材の確保・安定」ように外部環境が厳しい部分か、概ねの改善がなされていると施設が判断した
ような項目が目立つ。なお、項目 23「環境・整備の改善」については「ほとんど効果がなかった」
との回答であった。これは比較的新しい総合施設として、すでにハード面が充実しているからでは
ないかと思われる。
すでに前回の受審で大きな影響を受けているため、今回の効果は次の 4 項目に集約される。
① 職員の質の向上
前回の受審では、職員の質の向上は「b」
「c」の評価が多かった。その理由は「質向上を目指す
PDCA サイクルが見えてこない」というものであった。例えば、研修への参加についても、以前は
「行けと言われたから行ってきた」といった職員の意識であったが、指摘を受けてからは、職員に
目的を持って研修を受講してもらうよう「振り返りシート」を作成した。まず、上司が「こういう
ことを学んできてほしい」とシートに書く。職員は、研修から戻ったらシートに報告を書き、また
上司も報告へのコメントを書くという振り返りの取り組みである。これによって職員の学ぶ意識が
高まった。個別の研修計画は、まず本人に作成してもらう。それをもとに個別面談し、計画を確定
させ、上司はその計画を応援する。
キャリアアップには人事考課を活用している。準職員を正職員に登用する試験を実施しており、
毎年、正職員になる人が出ている。
② 利用者満足度の向上
前回の受審では利用者満足度の向上に関する評価は「b」であり「利用者からの意見・苦情等の
対応には、すぐ取り組まなければならない」というコメントがあった。そのため、利用者が意見・
相談を伝えやすくするにはどうすればよいかを検討するため、県の運営適正化委員会の委員に依頼
して「職員研修会」を実施した。また、第三者委員の写真入りポスターを掲示し、広報にも載せた。
寄せられた苦情は、その改善内容とともに公表するしくみとした。利用者・家族から直接に意見を
聞く取り組みを進め、把握した意見は次の行事開催計画などに反映させるようにした。
上記は、第三者評価の受審で指摘を受け、すぐ改善に取り組んだ事項である。今後も、利用者・
家族に伝える力を高めたいと語っている。
③ 地域ニーズの把握
前回の受審では関係機関との連携に関する評価は「b」が多かった。そこで、まず地域ニーズを
把握し、その解決のために関係機関と連携する取り組みを開始した。地域ニーズの把握に際しては
「在宅サービスを提供している職員がわかっている」
と評価調査者からアドバイスを得ていたので、
「在宅連携会議」を年 3 回開催することにした。連携会議にケアマネジャー全員が参加することに
より、ケアネジヤーが把握している利用者のニーズを出席者が共有するようにしている。
また、地域行事（フェステイバル）の来場者へのアンケートも行っている。
④ マニュアルの恒常的な見直し
前回の受審では「標準的なサービスに関するマニュアルはあるが、職員がそれを実施しているか
点検するしくみがない」とされた。その後は改善し、年度末に点検するようにしている。
また、マニュアルの内容の見直しも、要項を作成し、要項の基準に沿って定期的にマニュアルを
改善するしくみを策定した。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
前回の受審では「規定・マニュアル等の整備についての必要性」が提案された。その提案内容は、
①プライバシー保護のマニュアルが整備されていないことのほか、②「標準的マニュアルと個人に
対応した個別的な対応マニュアルがうまく連動していないので、マニュアルの作成にも職員全員が
参加し、それぞれが自覚と責任感を持って作成に関わる取り組みを期待する」というものである。
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今回、その改善課題に取り組んだ内容としては、①サービス向上委員会で「標準的マニュアル」
「個別対応マニュアル」の整備を課題に取り上げ、担当者を決めて事業所ごとに取り組みを進め、
それぞれの進捗状況を確認しつつ整備・見直しを実施したこと、②マニュアルの見直しを定期的に
実施するように改め、手順などは写真で示し、よりわかりやすいよう工夫したことなどがある。
なお、今回のヒアリング調査では「標準的サービスについてのマニュアルがあり、職員がそれを
実施しているか点検するしくみはなかったが、現在は年度末に点検している。マニュアル見直しも
要項を作成し、その基準に沿って定期的に改善するしくみがつくられた」と話している。前回受審
結果を受け、PDCA サイクルの徹底に心がけたことがわかる。

４）特に評価が高かった点
前回の受審で特に評価が高かった点は「地域交流などの積極的な取り組みについて」で、施設の
立地条件を活かした「地域交流スペース」の立ち上げと運営は、優れた取り組みである。地域交流
スペースは、利用者・家族、隣接病院への通院者とその付添者、地域住民なども自由に利用でき、
相互交流できる。地域を巻き込んださまざまな催しも多い。
また、施設内の環境も高く評価されている。一人でくつろげる場や、家族との面会の場があり、
また緊急時避難経路などにも細心の配慮がなされ、評価結果では「理念でもある『3 つの幸せ』の
実現を目指す取り組みや、
利用者本位の支援を実践する姿勢が随所に見られた」
と評価されている。
今回さらなる向上のため取り組んだ内容として「地域交流スペース」は地域ギャラリーとして定着
しているが、催し物案内を地方紙に掲載するなど、地域住民の関心を増す取り組みをしている。
その他、地域交流を促進する取り組みとしては、①地域の子どもたちと利用者を結ぶ「里孫」の
取り組み（地元の小学 3 年生以上を里孫として登録し、友だち同士が誘い合い、学校帰りや土日に
施設利用者のもとに立ち寄ること、施設行事などに積極的に参加するというユニークな交流の取り
組み）
、②地域の道路清掃の取り組みなど、地域に根ざして運営している。

５）施設内における評価結果の共有方法
評価結果への対応には「サービス向上委員会」で取り組んだ。当施設は、グループホームやデイ
サービスなども提供する複合的施設であるため、法人全体で取り組んでいる。具体的には、理念、
事業計画、リーダーシップ、人材育成などの評価項目は法人全体に関わることであり、経営層だけ
ではなく、法人内 8 カ所の事業所の主任以上を交え検討し、改善提案を実行に移した。個別ケアや
サービス内容の評価は各事業所の「サービス向上委員会」で実施し、その施設ごとの問題点を洗い
出し、改善提案を実行に移した。
職員自己評価の感想（職員意向調査）では「まずは個人で自己評価を実施し、研修後、再度自己
評価して当日出勤者でグループワークを行い、グループで評価の相違を確認した。大変だったが、
何とか総意を出せた」
「ガイドラインで求められていることと、実際に自分たちがやっていることが
確認できた」などの声がある。評価結果も、こうした職員全員参加の姿勢のもと検討されている。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明の 3 項目は「概ね適切だった」と回答し、④改善提案は「まあまあ適切だった」
との回答結果であった。前回評価が厳しかったので、今回も同じ評価機関を選んで「どれだけ改善
できたか」を見てもらうことにしたという。評価機関が実施する評価は信頼しており、自分たちが
気づかないことをいつも指摘してくれるとしている。評価調査者は 4 人で、いずれも信頼ができ、
第三者評価に精通している人に担当してもらった。質問を受けた内容は適切でさまざまな気づきが
促された。具体的なアドバイスを受け、真っ先に改善に取り組むこともできた。
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７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
調査評価者は、いろいろな同種の事業所の評価をしているので、事業所の自主性を重んじようと
することはわかるが、他の事業所のよい取り組みがあれば、そういうことは今後に向けたヒントと
して、もっと教えていただきたい。何かモデルがあると、それを目指してできるのでやりやすい。
よい取り組みに対するイメージが膨らむようなアドバイスをいただきたい。
また、ずっと高い目標ではなく、少し手を伸ばせばよくなること、できることを教えていただき
たい。評価調査者からも、もっといろいろな意見を聞きたい。
評価項目について「来年は 45 項目になるが、減った分の 1 項目の内容が濃すぎる」との感想が
述べられた。すでに 45 項目の内容がきちんと把握されている。

８）その他（評価調査者記入）
施設のある一角が地区全体の医療福祉の拠点スペースになっている。広大な敷地には国保病院と
自治体の健康増進プラザ（地域包括支援センター、市保健福祉部の分署、プール、体育館など）と
高齢者総合施設が同居している状況で、地域住民と触れ合いやすい環境づくりができている。その
ことを最大限に活かしつつ運営されていると言えよう。
第三者評価を受審して最大の成果は、やはり「PDCA サイクルができるようになったこと」との
ことである。理念として掲げる「3 つの幸せ」を具現化する取り組みが“見える化”できた。
また「第三者評価への取り組みを利用者・家族にも知らせたい」ということで、広報誌の 1 頁を
割き、今回の第三者評価の結果、前回受審との比較、取り組みの経過などを掲載している。
経営者から「第三者評価の受審結果を今回初めて広報誌とホームページで家族に知らせることと
したが、他事業所ではどのように取り組んでいるか」と質問があった。
「利用者・家族や関係者向け
説明会のほか、研究発表会を開催している法人もあるので、取り組みのよい結果は、家族に対して
どんどん PR していくことも大切ではないか。職員のモチベーション向上にもつながる」といった
意見交換が行われた。

３

障 害

１．事例⑧：障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）・熊本県／１回目
■施設の背景
概要

種別：障害（就労継続 B）所在地：熊本県／受審 1 回目（直近：平成 24 年 9 月）

開設：昭和 42 年 8 月 1 日／定員：29 名／職員数：11 名（常勤 9 名・非常勤 2 名）
併設サービス：生活介護、入所支援（40 名）
、就労移行（6 名）
、共同生活支援（16 名）
理念・事業方針：

・ 地域住民、利用者の視点に立ち、良質かつ安全で安心なサービスの提供をし、
「明るく・楽しく・
活力のある」施設づくり
・ 個人の尊厳を重んじそれにふさわしい処遇を基本として、利用者自身のニーズや目標に添った、
安心快適なサービスを提供し、自立支援とサービスの質の向上に努めます
・「個人の自立生活」と「選択の尊重」を基本として、社会経済活動への積極的参加と就労の意欲
と生きがいを持って地域生活ができるように、良質なサービスの提供に努めます
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１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機は、項目 15「助成金・補助金等を受ける条件であるため」による。受審動機はこの項目
15 のみであるが、表 1（p.4）の「受審の動機と満足度」に関する全 18 項目の設問のうち、動機で
ない項目でも「大いに満たされた」とした項目が 12 項目ある。その理由は以下の通りである。
各職員の自己評価結果を持ち寄り、事業所としての評価を協議する形をとった。その協議の前提
として、職員自己評価で使われている文言を理解し、文章を理解するための学習会を職員に対象に
実施する必要性が出てきた。看護師、栄養士、サービス担当者が項目別に講師役を務め、学習会を
これまで 5 回開催している。事業所として自己評価するにあたり、各自が自己評価してそれを協議
する形で取り組んだ影響もあり、結果的に受審動機として該当していなかった項目 1～2・4～5・
10～13・16～18 についても「大いに満たされた」とされた。
当事業所は授産施設としての歴史が長く、障害者福祉制度が変わったことでケアのあり方を変更
する必要性に気づかされた。利用者の力を引き出すケアの重要性のほか、職員間で原則的なことが
話し合えた。話し合いによって職員が課題を共有できたことにより、仕事にも意識的に取り組める
ようになれたなど、第三者評価を受審したことが、職員の気づきと視野を広げる機会になったこと
から、受審動機でなくとも「大いに満たされた」を選んだとしている。
なお、ヒアリングそのものは、書類のチェックにポイントを置いている感があったが、具体的な
成果として、①書類の整備が進んだこと、②文書化の必要性に気づかされたこと、③原点に戻れた
ことなど、法人の位置づけを再認識する機会になったことをあげている。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
受審による質の向上は、全 24 項目（p.4・表 2）のすべてについて「まあまあ効果があった」と
回答している。この結果は、評価過程全体を含む振り返りであり、自己評価の手法、その過程での
学習会が影響している。つまり、自己評価の手法とその過程で得られるものは大きいと言える。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
① 中長期計画の文書化・策定
これまでは事業所として気づいていないことであった。施設長は当事業所のある自治体の今後の
人口推移を踏まえ、地域の福祉ニーズや将来の利用者像を描いていたが、それは職員会議の場等で
検討する機会を設けて取り組むべきとの指摘を受けた。これに対し「プロジェクトチーム」を発足
させ、職員の意見を吸い上げて、中長期計画の策定に取り組み始めている。
② 社会福祉施設としての透明性の確保と効果的な運営改善
他事業所や支援学校と連携して工賃向上計画を作成し、経営分析や課題検討を始めている。
③ 職員教育・研修に関する基本姿勢の明記と職員に求める専門技術・資格の提示など
「事業計画に職員教育・研修に関する基本姿勢を明記しているが、職員に求める専門技術や専門
資格を示していない。専門資格取得にあたっての勤務時間への配慮がない」との提案には具体的に
取り組めていない。今後、職員の希望・要望を把握することから始めたいとしている。

４）特に評価が高かった点
良いと思われる点として「利用者尊重の考え方を徹底し、利用者の意見・要望に基づいて必要な
改善に取り組むしくみができている」があげられた。これについては障害者総合支援法への移行に
伴い多機能型事業所となったため、さらに利用者が自分に見合う選択ができるよう意識した支援を
職員はしていると述べている。特に当事業所は、授産施設としての歴史が長く、職員の勤続年数も
長い。障害者総合支援法への移行後は「利用者互助会」の活動を職員が側面から支援しているが、
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会の支援活動時間は作業時間とみなすとともに、管理者と利用者互助会役員との意見交換や相談を
随時行うなど、利用者の意向を把握し、それを実現させる支援を強化している。

５）施設内における評価結果の共有方法
法人発足のきっかけは、施設がなく地域に障害者施設が必要と感じた医師たちが集い、社会福祉
法人を設立し、西日本初の「重度身体障害者授産施設」を開園した。法人は、評議委員会、理事会
とともにすべて合議制で議決し、措置の時代から常に経営を考える方針で運営されている。
法人内の各施設は独立採算が基本で、積立金と自己資金で賄う方針である。制度改正などに伴う
補助金は積極的に得るようにしている。このたびの第三者評価受審の大きなきっかけは、県からの
補助金を得るための付帯条件による。補助金等を得るための受審は今回で 2 度目である。
評価結果は、評価機関から文書で送付された。全職員が見られる場所に置き、周知している。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案はいずれも「概ね適切だった」と回答している。
評価機関は、訪問して第三者評価の目的やプロセスを事前説明し、評価細目を職員に説明した。
職員は、
評価で使われる独特の言葉や文章を理解するための学習会を 5 回、
事業所独自に開催した。
学習会実施後、職員各自で評価項目全体の自己評価を実施した。そして職員各自の自己評価結果を
持ち寄って、事業所としての自己評価を協議してまとめた。この取り組み過程で、多くの気づきを
得られたことが、その後の成果につながっていると施設長と職員は感じている。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
今後も、当施設のサービス向上に協力していただけるような評価をお願いしたい。的確な質問に
よって事業所としてのサービスの内容を振り返ることができ、弱み（課題）と自信を持てることが
わかった。

２．事例⑨：障害者支援施設（施設入所支援・生活介護・自立訓練）
・兵庫県／１回目
■施設の背景
概要

種別：障害（施設入所支援・生活介護・自立訓練）
所在地：兵庫県／受審 1 回目（直近：平成 24 年 12 月）

開設：昭和 41 年 4 月 1 日／定員：204 名／職員数：73 名（常勤 54 名・非常勤 19 名）
併設サービス：児童寮、授産寮（本事業所は一般棟と重度棟に分かれている）。法人として医療分野と
福祉分野において多数の事業所を開設している。

理念・事業方針：

・ 利用者本位のサービス提供
・ 地域で支え合うしくみづくり
・ 医療と福祉の連携による事業推進
・ 人材育成と働きがいのある職場づくり
・ 経営基盤の安定・強化
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１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機についてはは、今回の調査で示した全 18 項目の設問中、項目 15「助成金・補助金等を
受ける条件であるため」を除いて全項目を選択している（p.4・表 1）
。
当事業所が選択した 17 項目の受審動機のうち、4 項目（項目 3・14・16～17）で、受審動機は
「大いに満たされた」としている。これは、第三者評価の受審を中長期計画や年度計画に盛り込んで
いること、評価結果は事業計画に反映させ、改善に向けて取り組むことが法人の方針として明確に
なっていることが、その背景にあると思われる。
一方、項目 18「第三者評価は非常に有効な制度だと思うため」については「まあまあ満された」
と回答している。そのように回答した理由として、法人の方針に準じた取り組みに関して、評価を
担当した評価調査者が「事業所独自の取り組みがなければ認められない」との方針・見解で評価・
判断したことから、事業所としては見解のずれを顕著に感じたこと、また実践の根拠の判断として
文書・記録の有無を厳しく問われたことをあげている。さらに、本事業所では、利用者の障害状況
から一般棟と重度棟に分けて支援しているが、重度棟の利用者については、評価基準のうち、評価
対象Ⅳ（内容評価基準）
「実施するサービスの内容」に関して利用者の特性に対応していないものが
あった。すなわち、評価基準の項目の一部が適切性に欠けていたわけであるが、担当した評価機関・
評価調査者は、あくまでも定められている基準を原則として評価したので、事業所としては不満が
残り、理解されなかったと感じたことが影響している。

なお、受審動機の項目 1～12 については「まあまあ満たされた」の回答であった。これは、
聞き取り調査時における評価調査者の対応から気づきが促されることがさほどなかったこと、
評価結果の説明内容がわかりにくかったことなどが影響したものと思われる。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
今回の調査で示した全 23 項目の設問には「大いに効果があった」
「ほとんど効果がなかった」の
回答がいずれもなかった。つまり「大いに効果があった」とされた項目は 1 項目もなかったという
ことである（p.4・表 2）
。
そして「まあまあ効果があった」の回答が項目 6「人材の確保・安定」以外の 22 項目であった。
法人の方針に則り、すでに中長期計画や年次計画を作成してその評価に取り組んでいること、また
第三者評価の基準を利用して自己評価を毎年実施していることなど、すでに取り組みのあることが
影響していると思われる。項目 6 は「あまり効果がなかった」という回答であった。人材の確保・
安定については、昨今の採用困難な状況において、第三者評価をどのように活用するのかが課題と
なっている。
第三者評価を受審したことにより、サービスの質の向上において「大いに効果があった」という
レベルで受審事業所から評価されることを課題としたとき、評価機関・評価調査者が受審事業所の
体制やサービス種別から生じる特徴を十分に把握・理解して評価することの必要性を、改めて認識
させられた事例であった。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
さらなる改善が望まれる点として、以下の 4 点が提案されている。
① 実施されている人事考課を活かした個別の研修計画を作成するなど、
人材育成のしくみを充実
させることが期待されます。
② 利用者の意見・苦情等については、その検討プロセスと改善に至る記録の充実、および苦情の
内容や改善の結果等を公表していくことが望まれます。
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③ 利用者主体を保証することや権利擁護に関しては、具体的な支援内容の標準化を進め、施設の
しくみとして早急に確立していくことが望まれます。
④ 施設内の日常生活の取り決めにあたって、利用者の意見・要望等を取り入れるしくみの確立が
求められます。
上記のうち、今回の調査で「改善に取り組んだ」という回答を得た③について、その取り組みの
実際を以下に紹介する。
改善が望まれる点として提案された 4 点のうち、③については、評価項目のⅢ-4「サービス実施
計画の策定」の分野において、改善に取り組んでいる。
その取り組みの具体的内容は「個別支援計画作成時、会議（カンファレンス）への出席を本人に
求め、意見を聞くこと」である。受審事業所の個別支援計画（プラン）策定時、これまでは職員が
利用者の意向や思いを推測してプランを作成し、利用者や家族に説明してきた。しかし③の提案を
受け、説明内容を理解できる利用者にはカンファレンスに参加してもらい、例えば「どんなことを
したいか」などと具体的に希望などを尋ねる機会をつくった。
現在は 1 ユニットのみの実施であるが、対象者 34 名中 6 名において上記の改善に取り組んだ。
個別支援計画の策定時には、必ず本人または家族の意向を確認する機会を設け、カンファレンスに
本人が参加する際は、本人が理解できるように説明し、出席について承諾を得ている。その結果、
希望を語る利用者も見られ、職員（支援員）などの思いだけで推測してプランを作成したり、計画
するのではなく、小さいことでも本人の思いを汲み取った内容のプランになってきている。
なお、重度棟については、意思等の確認ができない利用者がほとんどであるため、現時点はまだ
取り組んでいない。しかし「家族からの個別支援計画策定に参加させてほしいという要望には配慮
している」と回答している。
提案③への対応については、すでに事業所としても改善の必要性を認識していたが、これまでは
取り組めていなかった事項であった。しかし今回、第三者評価を受審して改善提案をされたことに
よって、実際の取り組みにつながっている。第三者評価のコメントが後押しになったと思われる。
さらなる充実に向けた取り組みとして「現在は進捗が停滞しているが、今後は視覚的な伝達方法を
工夫すること、
日々の生活のなかにヒントとなる利用者の活動を見出し、
情報交換していくことで、
利用者本位のプランの作成に近づけていく。併せて、保護者に対してモニタリング同席を案内する
ことを検討していく」と回答している。
「総評」における改善の提案ではないが、評価項目のコメントで指摘された内容である評価項目
Ⅳ-2「日常生活支援」の分野において、トイレなど公共分野における清潔について b 評価を受けた
ため、使用する頻度の高いトイレとその周辺廊下の環境美化に向けて、併設する就労継続支援 B 型
事業所に対して週 4 日の清掃の依頼を開始した。なお、今年度より、重度棟は清掃業務職員として
男女 2 名を雇用している。これは、保護者による現場視察（保護者 7～8 人が事業所を来訪・巡回
して環境面や職員の対応を評価する取り組み）でも指摘され、取り組みを開始したものである。
評価項目のコメントで指摘・提案された内容で、他施設などへの移行でサービスが終了した際の
取り組みとして、評価項目Ⅲ-1「事業所の変更や家庭への移行などにあたり、サービスの継続性に
配慮した対応」で「サービス終了後のフォローについて、口頭での説明だけではなく、利用者にも
わかりやすい資料の工夫と提供が望まれる」と提案されていた。現在この提案に対する取り組みは
具体的に進んでいないが「事務手続きは、看護師や支援員が口頭で説明している内容を文書化し、
さらに視覚的要素も取入れながら手順書やビデオなどを作成できればよいと思っている。相談支援
事業所との調整も必要である」と回答している。
評価結果の活用について「評価結果は職員の意識向上につながったが、具体的なマニュアル化や
サービスの質の向上に向けた取り組みにはほとんど至っていない。次回の評価受審までに課題解決
できる項目について重点的に取り組んでいきたい」と回答している。
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４）特に評価が高かった点
特に良いと思われる点の内容は、これまで取り組んできた当然の内容で、第三者評価を生かして
取り組んだことは特にない。

５）施設内における評価結果の共有方法
法人が「第三者評価受審計画」を方針として打ち出し、取り組んでいる。具体的内容は、以下の
通りである。
① 受審の頻度
・病院、障害児・者施設、高齢者施設：5 年ごと
・情緒障害児短期治療施設：3 年ごと
・認知症高齢者グループホーム：開設当初は毎年とし、5 年実施後は 2 年ごと
② 事前点検の実施の基本的な考え方
・受審施設は、翌年に受審を予定する施設の事前点検に参加し、指導的役割を果たすこと
・受審予定施設は、その前年に事前点検に参加し、情報収集して受審の準備を進めること
平成 24 年度は、当事業所が第三者評価を受審している。前年には事業所内で体制を組んで受審
準備を進めた。評価結果の改善点は検討し、事業計画に取り上げることを方針としている。
③ 当事業所が第三者評価に取り組む際の体制
委員会等を立ち上げるなど特別な体制は組まなかった。当事業所は 2 つの課から構成されるが、
そのうち 1 つの課が統括して「共通評価項目」に関する自己評価を実施した。内容評価のみ 2 つの
課の課長とサービス管理責任者等が中心になり、根拠資料などの準備に分担して取り組んだ。
聞き取り調査の 3 カ月前に打ち合わせ会（2 課合同の会議）を実施した。その後は、必要に応じ
課長等の会議で随時調整した。現場への周知は、各課の支援会議などで説明し、情報を共有した。
自己評価の方法は、チームで取り組むものであるが、リーダー層による合議レベルの評価であり、
職員個人の評価を持ち寄って合議し、チームで評価を作成する取り組みには至っていない。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案のいずれも「まあまあ適切だった」と回答している。
事業所としては、内部の体制づくりによって計画的に事前準備を進めた上で、第三者評価を受審
したが、すでに「受審の動機と満足度」の項に記載したように、法人の方針、組織的な体制、役割
分担に準じて日常的に取り組んでいる内容などについて、担当した評価調査者からは理解が得られ
なかったという感想が残った。このことは、改善提案の受けとめに影響していると思われる。
報告書への同意にあたっては、事業所としての意見を何度も評価機関に対して述べ、調整をして
いる。そのように同意した報告書の説明会は、評価機関から 1 名の評価調査者が事業所を訪問して
全職員を対象に実施された。この説明会には当日参加可能な職員は全員参加した。説明は「わかり
やすかった」と評価している。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
・評価機関ごとの評価費用の違いを明確にすることを望む。
・評価結果における「特記事項」の記載については、そのように判断した根拠がわかるよう明確に
記載する必要がある（例えば、b 評価にもかかわらず a 評価と勘違いしそうなコメントを記載して、
最後に改善点を記載していることがある）
。
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・サービスの種別とその特性を十分理解している評価者であること。特に一法人が多くの事業所を
運営している場合の評価基準の適応について、配慮が必要である。
・最初から、実践の根拠としての文書や写真の有無の確認に依存した評価方法や聞き取り方法は、
現場の意欲を低下させる。まずは「現場の取り組みを十分に聞き取ること」を期待する。

８）その他（評価調査者記入）
法人の方針として第三者評価の受審を中長期計画に掲げ、受審している事業所の場合は、法人と
しての取り組みや、法人と事業所との役割分担、意思決定のプロセスなどを十分把握して評価する
ことが課題となる。

３．事例⑩：障害者支援施設（施設入所支援・生活介護）・神奈川県／２回目
■施設の背景
概要

種別：障害（施設入所支援・生活介護）
所在地：神奈川県／受審 1 回目（直近：平成 24 年 12 月）

開設：昭和 42 年 8 月／定員：60 名／職員数：27 名（常勤 19 名・非常勤 8 名）
理念・事業方針：利用者一人ひとりの能⼒と特性を尊重し、安全で、快適で、和やかに生活する
ことができることを願い、精一杯の支援を続けています。

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機としては 18 項目すべてを選択していた。そのうち、項目 1・3～4・10～14・16～17 の
10 項目において、受審動機は「大いに満たされた」と回答している。特に、項目 1「事業所全体を
総チェックして、現状を把握したいため」について、第三者評価を受審して自己評価や訪問調査を
経験することで事業所全体の取り組みを点検でき、改めて事業所の立ち位置が確認できたことや、
項目 13「評価結果を広く公表して事業所の透明性を高めたいため」に関して評価結果が公表された
ことで、社会的な信頼を得ることができたことに、高い満足度を得ている状況である。一方、項目
2・5～9・15・18 については「まあまあ満たされた」と回答している。項目 15「助成金・補助金
等を受ける条件であるため」も動機の一つとなっている（p.4・表 1）
。
なお、法人として複数の事業所を運営しているため、第三者評価の結果は単独で受審した事業所
のみが参考にして具体的な改善に着手するのではなく、法人全体として改善点について検討して、
事業計画に取り上げることを方針としている。法人では、第三者評価を受審した平成 24 年度以降、
事業所の大規模改修や新サービスの実施について検討を重ねている。中長期計画策定の手段の一つ
として第三者評価を活用する意向もある。受審頻度は、法人内の障害者支援施設、生活介護、共同
生活援助（介護サービス包括型）が順番に年 1 回受審することを計画し、実施している。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
受審によるサービスの質の向上への影響に関して「大いに効果があった」と回答された項目は、
全 23 項目の設問中 14 項目（項目 1～5・9・11・16・18～20・22～23）と多岐にわたっていた。
具体的には、項目 16「利用者の権利の尊重」と項目 18「利用者の意向把握の充実」については、
新たに「利用者自治会」を立ち上げて利用者の意向を把握する機会を増やしたこと、また利用者が
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生活ルールを決めようとしている場合は利用者の自主性を尊重するため職員側が配慮するといった
取り組みも行っている。つまり、利用者のみで話し合いを進めた結果、一律に生活ルールを決めて
しまうことで、利用者一人ひとりの生活習慣や行動が極端に制限されることがないように、職員が
随時助言するようにする取り組みである（p.4・表 2）
。
なお、全 23 項目のうち残り 9 項目（項目 6～8・10・12～15・17）については「まあまあ効果が
あった」と回答している。
「あまり効果がなかった」
「ほとんど効果がなかった」と回答した項目は
なかった。
評価機関からの指摘は特になかったが、事業所では、これまで利用者一人ひとりの障害特性等を
考慮した個別のマニュアルを作成してきた一方で、職員全体で共有すべき基本的な支援姿勢などに
ついては、各職員の経験知・暗黙知レベルとなっていたことに第三者評価受審で気づき、基本的な
支援マニュアルの作成に向け、職員間で役割分担を決めて計画的に着手している。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
さらなる改善が必要な点として「利用者自治会の設置が望まれる」という指摘があった。受審の
際には、すでにその準備が進められており、結果的に月 1 回の頻度で実施するようになった。
利用者自治会を月 1 回の頻度で実施するなかで、ニーズの汲み上げができ、食事に関する事項に
ついて意見が率直に出されている。利用者自治会には職員も同席して会議録を作成し、利用者から
寄せられた具体的な意見には、迅速に対応できるようにしている。事業所内の委員会においても、
利用者の意見を議題として検討し、実現可能性を模索するなどの取り組みが進められている。
受審の翌年の平成 25 年度は、利用者自治会の取り組みに加え、さらに全体的な意向を把握する
ことを目的に、利用者と家族を対象とする「利用者満足度調査」を初めて実施するなど、さらなる
充実を図っている。集計された調査結果は職員間で分析し、サービスの質の向上につなげるように
している。

４）特に評価が高かった点
独自に取り組んでいる点として特に評価が高かったのは、以下の 7 点である。
① 利用者も職員も、表情が明るく、のびのびとしている。
② 人権チェックリストによる全職員の自己評価を、人権委員会を中心に年 1 回実施している。
③ 個別支援計画の作成資料を整備し、記述の品質向上と標準化を図っている。
④ 利用者の特性等に合わせた日中活動を提供している。
⑤ 毎日入浴を提供している。21 時まで入浴可能である。
⑥ パソコンを活用し、職員間で情報共有している。
⑦ 火災や大地震を想定した避難誘導訓練を年 6 回実施している。
上記の 7 点のうち、人権擁護の取り組みが評価されたことについては、さらに平成 25 年度から
実習生の積極的な受け入れを開始し、実習終了後「人権に関するアンケート」を行うようにした。
アンケートの目的は、利用者と職員の関わり方、利用者の日課、利用者の生活空間などについて、
実習生が実習期間を通じて疑問に感じたことを把握することであり、アンケートの結果は職員間で
共有し、支援方法の改善を図り、さらに利用者の人権を尊重した支援となることを目指している。
総評では触れられていないが、職員による「ガイドヘルパーの活用」も評価を得ている。ガイド
ヘルパーの利用は年間 120 件以上あり、利用者の楽しみ、生きがいにつながっている。
なお、神奈川県には、事業所のサービスの質向上のためのシステムを評価する「発展的サービス
評価」という手法があり、具体的な事例を取り上げて PDCA サイクルでその取り組みを文書化する
という活動が行われている。この「発展的サービス評価」の手法により、本事業所では「携帯電話
使用のルールづくり」という具体的な一事例を取り上げ、PDCA サイクルで取り組みを文書化して
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検討した。これは「携帯電話使用のルールづくり」に関して事業所の取り組みがよかったかどうか
より、各職員が PDCA サイクルの考え方や検討方法を知る機会を得たこと自体に意義がある。評価
受審後、他の事例についても PDCA サイクルで文書化して検討する取り組みを始めている。

５）施設内における評価結果の共有方法
評価結果報告書の内容については、職員全員への周知を図るために現場の職員で構成される支援
会議の場で経営幹部から直接説明して理解を促している。
評価結果報告書の内容については理事会でも報告して各理事に現状を知ってもらうとともに各理
事から事業所運営やサービスの質の向上に関する意見や質問を得るように取り組んでいる。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案はいずれも「概ね適切だった」と回答している。
評価の各プロセスについては、以下のような評価機関の関与が改善に影響を及ぼした。
① 事前説明
第三者評価に関する事前説明の機会があり、経営幹部職員と各セクションの責任者が出席した。
第三者評価の目的や意義について理解を深め、評価活動に臨むことができた。
② 自己評価
自己評価は大項目ごとに職員全体で役割分担し、案を作成した後、改めてパソコン上で全職員が
その案の内容を共有した後に、正式な自己評価結果を作成した。この取り組みにより事業所全体の
現状が確認できた。ただし、実践を文書化する難しさも感じた。今後の課題である。
③ 利用者調査
利用者調査方法は、すべての利用者に所定のアンケート用紙を配布した後、評価機関宛の返信用
封筒によって郵送で回収することで、利用者家族からの協力も得て、約 7 割の利用者の意向を確認
することができた。
④ 事前提出資料
事前提出資料については、かなりボリュームがあったが、書類の整理など改めて見直す有意義な
機会となり、負担はあまり感じなかった。
⑤ 報告書の確定
報告書の修正は、誤字、数値の誤り、軽微な表現修正等で、全体的に納得できる内容であった。
⑥ 訪問調査
訪問調査日数は 1 日、評価調査者 3 名で実施した。事業所が目指していることを基礎に具体的な
実践場面等を確認してくれたのがよかった。
⑦ その他
人権チェックリストの年 1 回の実施について、意識を維持させるには複数回実施した方がよいと
いうアドバイスがあり、年 2 回実施に変更し、職員の人権尊重への動機づけが高まった。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
初めての受審で、自己評価をどのように実施していくのか理解しづらかった。より細かい「自己
評価のポイント」に基づく自己評価ではなく、大項目で自己評価を実施してしまった。
評点については、神奈川県の場合は「abc」ではなく、項目の達成度となっており、ほとんどが
100％で改善箇所がよくわからなかった。
事業所ネットワーク内（次項「その他」で説明）で受審しているのは半数程度なので、報告書を
持ち寄って話し合うような取り組みは特にしていない。受審する事業所が増えれば実施したい。
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良いと思う点が多く、改善点としては「利用者自治会の立ち上げ」だけだった。もっと改善点を
提案してくれると、より多くの気づきを得ることができたと事業所は感じている。
報告書の内容が良い点ばかりだったので、具体的な改善点をもっと指摘してほしかった。また、
他の事業所の取り組み事例等も参考にしたかった。
評価調査者は、常に低姿勢で「事業所が元気になるように」という姿勢も維持してくれたので、
ありのままの状態をお見せして、評価してもらった。専門性等についても信頼できる評価調査者で
あった。評価機関の選定は、理事長の知り合いの事業所が過去に受審した際の評判から決定した。
全体的に満足しているので、特に期待することはない。

８）その他（評価調査者記入）
当事業所が所在する自治体では、13 カ所の事業所がネットワークを組んで実施しているモニター
制度や NPO 団体のオンブズマン制度、家族の面会自由など、常に職員の行動や支援場面において
第三者的に関わる機会が多く、第三者評価もその一環で、透明性を高めることに役立てている。

４．事例⑪：障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
・東京都／５回目
■施設の背景
概要

種別：障害（就労継続支援 B 型・就労移行支援）
所在地：東京都／受審 5 回目（直近：平成 25 年 8 月）

開設：昭和 48 年 4 月（平成 17 年 4 月に現法人へ移譲）／定員：60 名／職員数：23 名
理念・事業方針：
・利用されている方が主役になれるような支援を提供する
・一人ひとりに合った「働き方」や「生き方」を共に学び、共に実践する
・一人ひとりに合った「働き方」や「生き方」を共に探し、希望の職業に就職できるよう支援する

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機として全 18 項目の設問を選択しているが、ヒアリングでは、次の 3 点が強調された。
① 毎年の継続受審を年間の業務サイクルに位置づけて業務を改善したいため
② 受審に対する行政の補助金等を活用して改善に取り組むことができるため
③ 家族の意向、職員の認識、第三者機関の評価の視点が改善の参考となるため
動機の満足度は、受審動機の全 18 項目のうち項目 1・3 の 2 項目が「大いに満たされた」という
結果で、それ以外の 16 項目（項目 2・4～18）については「まあまあ満たされた」としている。
「あまり満たされなかった」
「ほとんど満たされなかった」の項目はなかった（p.4・表 1）
。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
受審によるサービスの質の向上への影響については、全ての項目で「まあまあ効果があった」と
回答していた（p.4・表 2）
。
毎年度受審する場合には、評価機関の選定も重要になる。事業所の変化を評価してもらうには、
同一機関に 2 年連続して評価してもらうことが有効と感じている。3 年目以降は、評価機関を変更
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することで評価の視点が変わり、新たな気づきが得られる。評価機関の選定にあたっては、評価の
妥当性に信頼が置けることが条件となるが、サービスの質の改善に向けて事例の情報交換ができる
ことも重要な要素である。加えて、適切な家族アンケートを実施する評価機関を選択している。
受審結果は「自己評価の重要度と多少のずれを感じることもある」という感想もあるが、それも
「第三者による評価ならでは」と考え、受け止めている。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
直近の受審では「職員に対しては、福祉の専門職という面だけではなく、社会人としての意識や
事業家としての意識を醸成することに向けて取り組むことも期待される」
との改善課題が示された。
この課題に対し、①OJT、Off-JT による指導の充実、②担当業務の目的・目標・ゴールイメージに
ついて職員の理解を図ること、③中堅職員層に対するマネジメント研修の充実、④他事業所の見学
などの取り組みなどがある。しかし、これらの取り組みの成果について「目に見えた具体的な改善
効果は上がっていない」として「人材育成は継続的な課題であり、今後も底上げを図っていく」と
述べている。
当該事業所では、毎年度の受審と改善の取り組みを続けていることから、大きな課題は解消し、
総合的なサービスの質の向上が図られている。最近では、改善課題がより高度になっているため、
短期的に改善効果が表われる項目は減っている。受審により利用者・家族の意見、第三者の評価を
定期的に把握することを事業所経営の基盤として位置づけているので、毎年度の事業計画や中長期
計画に評価結果を反映するしくみも定着している。

４）特に評価が高かった点
総評で高い評価を受けた「特に良いと思う点」に関して、その後さらに向上に取り組んだ事例は
次の通りである。
直近の受審時には、特に良い点として「利用者が主体性をもって取り組める工夫と機会が随所に
ある」
「一定の手順を踏んで作成される個別支援計画と日々の支援が連動し、ぶれのない利用者支援
の実施に努めている」
「事業所自体が地域の社会資源となり、地域の人材育成や住民が集い合う場と
して活用されている」が評価された。この総評を受けたさらなる改善の取り組みについては「実習
の学生などを受け入れ、
利用者が主体性をもって取り組むことができる環境設定に取り組んでいる」
とある。しかし、この総評で取り上げられた内容は、当事業所の運営方針に掲げられているもので
あり、総評の記述としては「基本方針が実践に反映されている」が、より適切であると思われる。
当事業所は、平成 17 年度に都から事業を譲渡され、平成 23 年度に「障害者自立支援法」による
新体系に移行、平成 24 年 1 月には建物を新築して移転している。特に、施設の新築にあたっては
地域との交流や利用者が主体的に作業に取り組む環境整備を目的に、①屋上の芝生化と地域開放、
②建物全体にカラーコーディネートを施し色彩効果を得る、③エアシャワーの導入、④食堂設備を
地域の子育て拠点として提供するとした。
作業場、休憩場所、食堂など施設の環境改善には、過去の評価の視点が多少なりとも反映されて
いると考えられるが、加えて、今回の受審で実習生の受け入れなどのソフト面について環境設定の
取り組みを強化したことは、総評の記述内容に、当事業所の方針を後押しする効果があったものと
思われる。

５）施設内における評価結果の共有方法
職員に対する報告会を開催するとともに、家族会でも報告し、評価結果を共有している。大きな
課題については中長期計画に、容易に取り組むことができる課題は単年度計画に盛り込み、改善に
向けて努めている。
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６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案はいずれも「概ね適切だった」と回答している。
もともと事業所が改善課題として認識していた「発達障害や高齢利用者への支援に関する新たな
検討」
「利用者家族の高齢化への対応」の 2 項目については、第三者評価の結果においても記載が
あり、認識が一致していた。一方、事業所として全く気づいていなかった点を評価機関が改善課題
として記載することもなかった。
過去に改善課題として評価結果に記載された内容は「再度の記載はしない」という第三者評価の
公表上のルールが存在することから、当事業所のように毎年受審している場合、課題が出尽くして
いる状況にある。そのことから、評価機関は、評価時点における重要度に加え、潜在的な改善課題
あるいは将来的に予見される改善課題について指摘することも必要になる。
このように、毎年受審を方針としている事業所に対する評価機関の関わりでは、将来を見通した
課題解決をともに模索し合う関係に発展させていく必要がある。
当事業所が指摘を受けた改善提案は、事業所や法人が単独で成し遂げる限局的なものではなく、
わが国の障害者福祉施策に課せられた大きなテーマでもある。東京都の公表の様式では「前年度と
比べて改善を行い、成果が上がっている」
「財政状態や収支バランスの成果が上がっている」
「改善
傾向を示している」などの記載項目があるが、長期にわたって継続して評価を受審した場合には、
改善した項目が増加した結果、新たな成果として表わせる項目が減少する現実がある。これでは、
表面的には
「成果が上がるような取り組みをしていない」
と受け止められかねないとの悩みもある。
前年度との比較という「相対的な尺度」と、評価基準の判断という「絶対的な尺度」が、いずれも
適切に表現され、公表されるような工夫が必要である。
第三者評価を毎年受審することは利用者・家族の声を定期的に聞くことにつながり、また評価を
受けることで、結果を継続的に事業計画等に適切に反映させることもできる。例えば大きな課題は
中長期計画に盛り込み、取り組みが容易な課題は短期計画に盛り込むなど、指摘された課題を使い
分けることにも効果があるとしている。
「毎年受審しているところとそうでない事業所との差別化が
進むと、さらなる質の向上につながる」という認識を持っている。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
評価機関は、評価を通じて、多くの事業所の優れた取り組みや改善課題を知り得る立場にある。
そのため、受審事業所としては、改善項目について指摘を受けるのみならず、具体的な情報として
他の事業所の優れた実践事例を知りたいと考えている。そのことに関して、当事業所では、具体的
活動内容を評価機関が他の事業所に情報提供することを了承している。このように、事業所のよい
取り組みを紹介する仲介役として評価機関が機能してもよいのではないかとの意見があった。
利用者調査の結果は、事業所が関与しない客観的データであり、それを活用する意義は大きい。
評価機関の取り組みとしては、グラフ化などにより調査データをわかりやすく表現する工夫、家族
アンケートなどのオプションを併せて実施するなどのプラスアルファの工夫があれば、なおよい。
評価機関を選択する際には、評価結果や調査データのまとめ方も重視している。
事業所として、事前に弱点とわかっていることに対する指摘があるのは当然と受け止めている。
評価者からの指導・助言の必要はないが、改善に向けて関連する情報提供があると有難い。
「さらなる改善」という指摘があるが、なぜ「さらなる取り組み」が求められるのかについて、
理由や根拠をわかりやすく示し、説明する必要がある。
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８）その他（評価調査者記入）
第三者評価を毎年度受審して、利用者・家族の声を定期的に聞くとともに、示された評価結果を
事業計画等に適切に反映させ、改善に結びつけている。毎年受審する施設と、そうではない施設の
差別化が進むと、さらなる質の向上につながるという認識をもっていることがうかがえた。
東京都の公表様式では、長期にわたって継続して受審した場合、改善した項目が増加した結果、
新たな成果として表わせる項目が減少していく。このような公表様式では、表面上「成果が上がる
取り組みを実施していない」と受け止められかねない。公表様式において、絶対的な尺度と前年度
との対比という相対的な尺度が適切に公表されるための工夫が今後必要となる。

４

社会的養護

１．事例⑫：児童養護施設・東京都／５回目
■施設の背景
概要

種別：社会的養護（児童擁護）所在地：東京都／受審 5 回目（直近：平成 24 年 12 月）

開設：昭和 41 年 4 月 1 日／定員：44 名／職員数：33 名（常勤 29 名・非常勤 4 名）
併設サービス：子どもショートステイ、地域小規模児童養護施設
理念・事業方針：
第 1「小舎制と、職員の住み込みによる、家庭的養護の実践」
第 2「キリスト教主義に基づくあたたかい愛ある養育の実践」
第 3「自立支援の充実」
第 4「里親支援の開始」
第 5「子育て短期支援事業による地域社会への貢献」

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機としては、全18項目の設問中10項目（項目1・4～5・8・11～12・14～17）を選択して
いた。「事業所全体を総チェックして、現状を把握したい」「改善のヒント（気づき）を得たい」
「子どもの本音を把握したい」「養育・支援のさらなる向上につなげたい」「施設の強み・弱みを
明確にしたい」ということである。なお、選択した全項目について「まあまあ満たされた」と回答
している。その理由について「第三者評価が期待していたほどではなかったということではなく、
100％満たされたというわけではないという意味である」としている。また、例えば項目1「事業所
全体を総チェックして、現状を把握したため」などは「これが改善に直結するには、時間がかかる
ため」ということも述べられていた。
東京都の施設ならびに社会的養護施設の特徴として「第三者評価が義務化づけられているため」
受審しているものの、法人の基本方針に第三者評価の受審を位置づけるなどして、活用を図ろうと
する意向がうかがえた。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
受審によるサービスの質の向上への影響については、項目4「サービスの質の向上」は「大いに
効果があった」と回答している。項目9「働きやすい職場づくり」、項目10「実習生受け入れ体制
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強化」の2項目は「あまり効果がなかった」と回答していた。これら3項目を除く、項目1～3・5～8・
10～23の20項目については「まあまあ効果があった」としている。
自立支援計画の策定や子どもの意見を聞くことなどには従来から取り組んでいたが、受審後には
子どもにも意識化できるように取り組み、職員側だけの満足ではなく、子ども自身が「計画策定に
関わっている」という認識を持つことにつながった。なお、法人の方針に則って、事業所として、
すでに中期計画と年次計画を作成し、その評価に取り組んでいる
前述のように、項目9～10については「あまり効果がなかった」と回答しているが、その理由は
「住み込み体制を維持しているために、労働時間や環境などには課題を感じつつも、改善するには
事業所全体の方針を見直す必要があるので、改善には取り組めていない」としている。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
さらなる改善が望まれる点として「現状に即して施設の指針を明示する児童養護施設運営指針の
完成に期待する」との提案があった（平成 25 年度）
。この提案課題への取り組みとして「児童養護
施設運営指針」の改訂と「子ども支援の手引き」の作成に平成 26 年度に取り組んだ。いずれも、
平成 27 年度から活用できる見込みとなっている。
なお「児童養護施設運営指針」については、全面改訂の実施が決まり、現在その作成中であり、
平成 26 年度内に完成の予定である。取り組みには「子ども支援の手引き」作成から取りかかり、
こちらは平成 26 年度末から活用している。作成した目的は、子どもの支援に関する事項について
マニュアル化する必要があり、そのなかで新任職員の業務をできるだけベテラン職員の業務内容の
質に近づけるようにすることがある。子ども支援の質向上に必要なノウハウが記載されている。
評価項目における評価コメントで提案された改善点としては、平成 25 年度には、①業務内容の
マニュアル化、②人事考課制度の導入、③ヒヤリ・ハット事例の活用があった。これら改善提案に
対する取り組みとして「人事考課制度の導入」に関しては「評価面接制度」として制度を構築し、
平成 26 年度の半ばから試験運用に移り、平成 27 年度から本格運用に入ることとしている。さらに
「ヒヤリ・ハット事例の活用」については、提出事例を増やすための取り組みを行った。

４）特に評価が高かった点
特に良いと思われる点としては「子どもの主体性を育む支援姿勢を重視した取り組みに着手して
いること」との評価があった。この評価を受けて、当事業所ではさらなる取り組みを進めている。
すなわち、自立支援計画の策定・評価にあたっては、中学生・高校生の子どもと共に策定・評価の
作業を進め、子どもの主体性を育てる支援を充実させることに取り組んでいる。
中学生・高校生以上の子どもは、自立支援計画の策定・評価の会議に参加し、職員と共に自分の
自立支援計画を考えている。会議には、ケア担当者、ファミリー・ソーシャルワーカー、心理職、
自立支援コーディネーターなども参加して、子どもに多角的な視点を提供するとともに、子どもと
一緒に「大人ができること」
「子ども自身ができること」を具体的に話し合う。
このときの重要な視点として、子どものストレングスに着目し、強みに焦点を当て、それに伴い
全体的な底上げを図る。子ども自身が認められて、自分の強み、自己の歩みを自覚できることで、
主体的に自分自身に向き合い、将来について肯定的に考えられるようになった。
これら取り組みによって「子どもが向き合える計画」を立てているので、そのことで自己責任の
意識も向上した。

５）施設内における評価結果の共有方法
法人の方針として第三者評価の受審を明示し、中長期計画や年度計画の見直しに、第三者評価を
位置づけている。東京都の福祉施設では第三者評価が義務づけられており、それは補助金を受ける
条件にもなっている。
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評価機関が開催する「評価結果報告会」には、全職員の参加を義務づけ、共有化を図っている。
改善が望まれる点については、管理職が中心となって次年度の計画のなかにどのように盛り込むか
検討するとともに、改善計画を策定し、年度初めのオリエンテーションで共有する流れである。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、①評価細目の評価結果（abc の評点）
、②評価結果の説明方法、③評価
結果の内容の説明、④改善提案についていずれも「概ね適切だった」と回答している。
研修担当自身が、第三者評価の結果を通じ、研修制度の構築にあたっての全体像をイメージする
ことができた。同じ評価機関の評価者が次年度も来てくれることを励みに、年間目標を立て、実施
することにもつながった。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
同じ評価機関を利用していると、年度ごとに評価内容の分析方法を工夫し、フィードバックして
くれるので、施設としても、長期的視点から施設に対する評価を得ることができる。現場の意見を
取り入れながら、今後は評価機関の側の成長についても期待したい。
評価者の聞き通りのスキルや共感性の如何によって、インタビューを受けた子どもが話す内容の
質が変わってくることを感じる。話す内容の質が高まることで、子どもの本心の部分が表現される
と、第三者評価機関に評価を依頼した意義や価値が感じられる。

８）その他（評価調査者記入）
社会的養護関係施設の運営指針が発出される以前から、当施設では、支援の質、養育形態、建物
環境などについて、現在の運営指針にあるような取り組みを推進していた。さらに、第三者評価を
受審したことにより、個別の支援力の形成に注目し、施設の研修に関する予算内で最大限の効果を
上げるしくみをつくり出したことは、特筆すべき点である。

２．事例⑬：児童養護施設・岩手県／３回目
■施設の背景
概要

種別：社会的養護（児童擁護）所在地：岩手県／受審 3 回目（直近：平成 26 年 11 月）

開設：昭和 37 年 5 月 15 日／定員：45 名＋6 名／職員数：40 名（常勤 30 名・非常勤 10 名）
併設サービス：地域小規模児童養護施設（6 名）
理念・事業方針：

・ 法人理念： キリストの愛と光によって導かれた子どもたちの尊厳と幸福をめざします
・ 施設理念： 「祈りと感謝の心」
私たちは、キリストの愛の精神に基づき、子どもたちの豊かな人間性を育みます
・ 養護方針： キリスト教の理念である愛と平和をもとに子どもたちの自立支援を目指します
・子ども一人ひとりを愛をもって受け容れます
・子どもの尊厳性を尊重し、権利を擁護します
・子どもの最善の利益を追求します
・ 養護目標： ・「ありがとう」と言える子どもの育成
・
「ごめんなさい」と言える子どもの育成
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１）受審の動機と満足度
今回の受審動機については、前回の受審時（平成 25 年 11 月）の評価結果で、かなりたくさんの
指摘を受けたため、その後の改善内容について同じ評価機関に再度確認してもらいたかったという
動機が、一番大きかった。その後、どれだけ改善できたのか、自分たちの達成感を一人よがりでは
なく、第三者の目を通じて評価してもらいたいという気持ちが強かった。
前回受審時は、施設の整備工事の完成によって大舎からユニットに移ったばかりで、施設運営に
まだ混乱があり、そのさなかで評価を受けたため、評価結果は厳しい内容になったものと言える。
建物が震災で被害を受けたため仮設の建物で運営していたが、ようやく新しい施設が完成したとき
前回は受審したので、準備不足は否めなかった。しかし「とにかく評価を受けたい」という思いが
あり、受審した。そのとき指摘された事項は大変多く、また内容も厳しい評価であったが、それは
施設運営の改善に向けた取り組みに大いに役立った。
前回の受審時に多くの改善提案を受け、それらの課題の改善に取り組んできたが「3 年に 1 回の
受審でよいのか」
「自己評価だけでは甘くなるのではないか」
「外部の目が入らないと本気にはなら
ないだろう」などの思いがあったので、改めて受審することにした。
今回は 2 年連続の受審となったが、第三者評価による指摘は大変有効であったので、これからも
「3 年に 1 回」という枠組みによらず、なるべく受審頻度を多くしていきたい。

２）受審によるサービスの質の向上への影響
第三者評価では、PDCA サイクルができているか徹底的に見られる。受審の結果、マニュアルも
かなり見直すことができた。
施設として最も大切な「自立支援計画」が「まだ不十分である」という指摘も受けた。担当者が
計画を作成して「全体会議」にかけるが、作成方法や見直しも足りない、アセスメントもきちんと
できているかどうか、自立支援の理念に沿った実践ができているか、半年一年でちゃんと見直して
いるか、もう少しストレングスの視点を意識することも必要と指摘された。すべて的を射ており、
施設側でも「課題である」と思っていたことであったが、第三者から指摘されると、やはり「やら
ねばならない」という気持ちになる。
評価項目では「職員の資質向上」に関する項目は、全て b 評価であったが、そこは非常に課題で
あると感じている。
職員を単に外部研修に出すだけでは十分でなく、研修参加者が内容を伝達する取り組みのほか、
研修内容の振り返りを行うなど、その後も各種の効果的な実践を、しくみとして定めておくことが
求められた。また、一人ひとりの研修計画を「施設が求める人材像」と合致させていくような取り
組みも必要であることが理解できた。これらについては、現在、取り組んでいる最中である。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
前回、改善が求められる点として「家族との連携・協働の基本姿勢について、親子関係の再構築、
家族への支援の取り組みは、面会・外出等のマニュアルが整備され、個別の案件で家族支援が実施
されている。さらに施設としての家族支援の基本的な考え方、取り組みの要点を示し、関係機関・
地域と連携した基本姿勢を示すことが望まれる」という提案があった。
この課題提案について、取り組んだ内容は、以下の通りである
・まず「理念」について再検討し、修正を加えた。次に、家族支援のあり方の基本を見直し「養育
指針」を大幅に改訂した。大舎制のままの養育指針であったため、ユニット制に合った養育指針を
作成した。
大舎制の場合のルールは一つであるが、ユニット制の場合には、それぞれに任せることもある。
まず施設全体の指針を定め、それをもとに、6 カ所のユニットごとに個性が出る取り組みができる
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ように工夫した。それには担当職員の思い込みだけではだめである。まず「指針」をつくり、そこ
からユニットごとに創意工夫するしくみが必要である。
・関係機関や地域と連携した基本姿勢の点では、地域に向けて当事業所の子育て支援機能の活用を
図ること、および「子育ての拠点化」を図っていきたいと考えていたが、それらの取り組みが弱い
ことが評価では指摘された。指摘を受ける前から取り組んでいたことであるが、新しい建物になり
耐震構造設計もしっかりしているので、地域の避難場所として開放していく準備がある。もともと
「地域の役に立ちたい」という方向性は持っていた。受審を機に、その方向性を、もっと PR する
こととした。また、地域住民による体育館の利用促進なども進めている。
・ユニット制になったことで閉鎖的な部分も出てきた。子どもと職員の関わりが濃密になる分だけ
「第三者の目」を入れることが必要という指摘があり、例えば調理員がユニットに入るなどして、
子どもの声を聞く機会を増やすようにした。
その他の評価項目での改善点の指摘とその対応として、以下の取り組みがある。
①被措置児童の虐待防止マニュアルを作成していなかったので、その項目が c 評価となった。安
全委員会を立ち上げていたが、それだけでは十分でなかったという指摘であり、改めて児童虐待防
止マニュアルを作成し、安全委員会の取り組みについても強化した。
②施設運営を取り巻く環境の把握が十分でないという評価があったが、最近は「要保護児童対策
地域協議会」の「実務者会議」等に出席するなど積極的に把握するよう心がけている。
③プライバシー保護の取り組みに関しては、やはり文書化し、説明することが大切だと感じた。
金銭管理、携帯電話使用のルール、進路などの問題について、園の方針をきちっと持つことなど、
いろいろとアドバイスをいただき、検討して実施につなげた。
④事業計画を子どもに周知することの難しさを感じている。どこまで噛み砕けるのか、どこまで
おろしたらよいのか、今後の課題である。人事評価も難しく、まだ課題となっている。

４）特に評価が高かった点
特に評価が高かった点として「震災後いち早く新園舎の建設に舵を切った。震災を経験した施設
として、強固な建物に広い廊下、地域の人たちの避難所としての機能、ソーラーシステムを筆頭と
する複数の熱源による非常用の機能などがよく考えられており、子どもたちはもとより、地域の人
たちの安心・安全が考えられている」との評価があった。
建物の利点は建て替えたから当たり前のことで、その点について高く評価されるよりも、日頃の
取り組みについて、何かよい評価を得たかったと感じている。ただし、電気のメーターがユニット
ごとに見られるようになったため、子どもたちの環境意識や家計意識の育成ができるようになった
ことはよかったと考えている。
評価調査者の意見として
「子どもを丁寧に見ている」
という評価もらったことが大変嬉しかった。
経営者として、当施設の職員は「子どもと丁寧に向き合っている」という印象は持っているので、
評価調査者にその点を評価されたことは嬉しかった。

５）施設内における評価結果の共有方法
平成 26 年の直近の受審結果はまだ届いていないが、平成 25 年の前回受審結果での改善の指摘に
ついては「望ましい」
「改善が必要」などの評価の文章を抽出して、それに対してどうするかという
取り組みを実施した。
全職員ではなかなか取り組めないので、グループに分けて、担当を決めて取り組むこととした。
グループで改善を考え、それを全体に広げていくという形で取り組んだ。この取り組みを通じて、
第三者評価の受審は、本当に振り返るきっかけになっていると感じた。
そして、第三者からの評価を受けることで、全職員が「間違ったことはしていなかった」という
自信を持つことにつながった。
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６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
評価調査者は、児童養護施設に関する専門性が高く、施設側としてはかなり信頼を置いている。
経営者は「第三者評価では、さまざまな面について細かい指摘を受けて、助言してもらったことが
勉強になった。自分たちとしても、わからなければ、むしろ聞くというスタンスでも望んだ。そう
いう点でも、当施設はまだ PDCA サイクルが回っていなかったので、第三者からの指摘が大変有効
であった」という感想を持っている。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
コメントの内容が、以前の受審時より詳しくなってきているので、それは有難いと感じている。
そのような具体的なアドバイスをたくさんもらいたい。
児童養護施設は、たくさんあるわけではなく、井の中の蛙になりやすいので「他の施設ではこう
いう取り組みをしている」などのように、単に「不十分である」という当施設の指摘だけでなく、
改善に向けたヒントになるような、いろいろな事例を紹介していただきたい。評価調査者は、いろ
いろな施設を見て知っているわけで、そういうところに期待したい。

８）その他（評価調査者記入）
当施設については、今回のアンケート調査の対象外の施設であったが、評価を担当した評価機関
からの推薦で選択した。改善に向けて積極的に取り組んでいる多数の事業所のなかから、特に推薦
されている。
そのため、アンケート調査項目との比較は行っていない。
経営者との面談では、これからの当施設のあり方について、理念と養護方針をもとにいろいろと
考えを述べていただいたので、それを以下に紹介する。
①入所してくる子どもは、被虐待児がかなり多い。2 割以上の子どもが、発達障害を持つ。今の
子どもたちは感情表現がなかなかできないので、当施設の養護方針の一つ「子ども一人ひとりを愛
をもって受け容れます」のもとに、子どもを丁寧に見るということを心がけている。
②また、養護方針の「子どもの最善の利益を追求します」という点では、これからは専門学校・
大学まで進学する子どもを支えるしくみをつくっていかなければと考えている。例えば、動物看護
専門学校に進みたいという希望があっても、まずは資金を貯めるために就職してとなると、やはり
一般家庭に育った子どもと比べて、将来への希望を持つことにも格差があると思う。しかし何とか
子どものモチベーションを大切にしたい。
③高校も、これまで「公立高校だけ」としてきたが、やはり今後は私立学校も含めて、子どもが
行きたいところ、また何を目指すのかというところまで考えて、選択肢の幅を広げていけるように
したい。逆に、子どもが「中学卒業後すぐ働きたい」という希望を持っていたが、園の方針として
高校卒業を掲げていたことから、進学を説得したこともある。その点は、むしろ本人にとっては、
当施設の養護方針「子どもの尊厳性を尊重し、権利を擁護します」につながる対応と考えている。
そういうことも、小さいときからの長い積み重ねであり、生活の経験が大事であると考えている。
そのためにも、透明性のある運営、PDCA 運営を心がけていきたい。第三者評価がそのきっかけと
なっている。
本事例は、第三者評価結果に基づく改善結果がかなり見られた例と思われる。評価結果を受け、
グループで分担して改善検討に取り組むなど水平展開しており、特に児童の養育指針とその実践に
ついては大きな改善ということができる。
また、経営者の仕事に対する意欲と熱意が随所に感じられ、第三者による目の重要性を認識して
いることも受審による効果であろう。
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５

救 護

１．事例⑭：救護施設・北海道／３回目
■施設の背景
概要

種別：救護施設 所在地：北海道／受審 3 回目（直近：平成 25 年 1 月）

開設：昭和 41 年 4 月 1 日／定員：100 名／職員数：28 名（常勤 26 名・非常勤 4 名）
併設サービス：救護施設 2 カ所、保育園、指定通所介護（介護保険）
、地域活動支援センター、高
齢者総合ケアセンター
理念・事業方針：
・理 念
人として尊重され、一人ひとりの満ち足りた生活を築きます

・基本方針
人権の尊重、相互信頼、個人情報の保護、サービスの質の向上、地域社会との交流

１）受審の動機と満足度 （表１）
受審動機は全 18 項目中 16 項目を選択し（項目 1～13・16～18）
、項目 1～3・5～7・11～13・
16 について「大いに満たされた」とし、その他の項目 4・8～10 については「まあまあ満たされた」
としている（p.4・表 1）
。
第三者評価に取り組んだ経緯は、救護施設の内容評価基準を北海道が独自に策定したこと、その
基準をもとに評価調査者の養成研修の実習を引き受けたことで、本当の評価にもチャレンジしよう
と思ったことによる。

２）受審によるサービスの質の向上への影響 （表２）
全 23 項目の設問中 11 項目（項目 1・3・7・12・15～17・19～22）で「大いに効果があった」
と回答していた。
「まあまあ効果があった」は 11 項目（項目 2・4～5・8～11・13～14・18・23）
であった。
「あまり効果がなかった」は項目 6 の 1 項目であった（p.4・表 2）
。
「ほとんど効果がなかった」と回答した項目はなかった。
「あまり効果がなかった」という「人材の確保・安定」については「福祉サービスの第三者評価を
公表していること自体が、あまり求職者には知られていないのかもしれない」とのことであった。
人材の確保という面では、救護施設も大変な状況になってきており「求人しても応募してくる人が
いなくなってきた」ということである。
「大いに効果があった」という項目では、理念に基づく事業計画の策定や利用者の権利擁護などの
面で、第三者による指摘があることで、各職員に気づきが生まれるという効果があった。すなわち
「評価という文書化されたものがあるので、何とか課題を改善しようという意識を植えつけやすい」
ということである。

３）さらに改善が望まれる点とその対応
さらなる改善が望まれる点として、①中長期計画の策定、②人事考課の導入、③外部監査の検討、
④利用者の主体性や自立の支援、⑤日常生活支援サービス関連のマニュアル整備と支援体制づくり
などの 5 点が指摘された。
上記の 5 つの指摘に対する施設側の具体的な取り組みは、次の通りである。
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① 中長期計画の策定
法人全体で取り組んできている。救護施設も措置費が引き下げられるなど、経営的に大変厳しい
状況であるが、そのような国の動きを見据えつつ計画を修正している。
② 人事考課の導入
人事考課の導入については、小さな法人で、しかも施設間の人事交流があまりなく現段階で手を
つけることは難しいと感じている。
③ 外部監査の検討
外部監査については、実施の予定で検討したが、見積もりがかなり高いことがわかり、二の足を
踏んでいる。法人として、介護報酬減、措置費減という経営状況で、さらに職員の処遇改善に取り
組まねばならず、外部監査は、課題として認識しているが見送らざるを得ない状況である。
④ 利用者の主体性や自立の支援・日常生活支援サービス関連のマニュアル整備と支援体制づくり
「日常生活支援サービス関連のマニュアル整備と支援体制づくり」という課題には、もともと取り
組んできていたが、これまではあまり“見える化”をしていなかったため、今回の第三者評価での
指摘を受け、マニュアル化できるものは見直してマニュアル化し、対応も統一するようにした。
また指摘があった「自立のための視点に基づく学習・訓練プログラムの構築」について、例えば
SST もいろいろ工夫してやっているが、個別支援計画における位置づけが曖昧だったりしたので、
そういう点を見直し、個別のプログラムを意識して作成するように改善した。
同じくアドバイスされた「公共交通機関を使った通院支援」にも取り組んでいる。第三者評価に
よる指摘が、かなり役立った。
一方、自治会がないことについては、一応は現状でも、入所者の「全体集会」と、入居棟ごとの
「チーム集会」があり、そこで意見を吸い上げている。自治会というあり方が救護施設になじむか、
他の同種の施設の状況も見て検討したい。
居室のトイレについては、ドアがカーテンとなっており、プライバシーについて言及されたが、
救護施設という性質上、体調の優れない利用者や障害を持つ利用者も多く、改善はなかなか難しい
ところである。しかし、引き続き検討していきたい（注：当施設は救護施設の設備基準〔トイレは
共同でよい〕以上の設備を独自に設置している）

４）特に評価が高かった点
特に評価が高かった点としては、①コンプライアンスの体制整備、②職員教育の充実、③災害時
対応の充実、④医療連携体制や衛生管理体制の充実などがあげられている。
それらのうち「職員教育の充実」については、とにかく職員の国家資格取得支援には力を入れて
いて、講習会の費用を補償し、そのための休暇の取得などに配慮している。今回も評価されてうれ
しかったが、今後はさらに個別の研修目標を充実させていくようにしたい。
また「災害時対応の充実」については、すでに充実していると評価されたが、さらに備蓄品等を
増やすことや、地区の社会福祉協議会に災害避難所として提案するなどに取り組んでいる。
「医療連携体制や衛生管理体制の充実」についても、さらに、調理については厨房内の動線整備や
新機器の導入のほか、今後は配膳棚とカウンター整備を予定し、より食の安全と質の向上を目指す
こととした。また、医療連携では、歯科月 3 回、内科月 2 回、脳外科・精神科・皮膚科がそれぞれ
月 1 回の訪問診療をしており、連携が図られている。

５）施設内における評価結果の共有方法
評価結果は、職員会議で報告している。また、施設長のマネジメントとして取り組むこととして
評価結果の共有を表明している。
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職員がチームとして取り組むべきことは「処遇会議」の議題として、マニュアルなどを見直して
いくことである。見直し案が固まると、総体的なものについては、事業計画に反映するようにして
いる。職員には「外から見るとこうなる」ということで、マニュアルの具体的な見直しをして個別
支援計画に活用することにした。やはり“見える化”していなかったことが課題と考えている。

６）改善に及ぼしたと考えられる評価機関の関与
「評価機関から報告された評価結果をどのように受け止めているか」の評価の受け止めに関する
設問（4 項目）については、②評価結果の説明方法、③評価結果の内容の説明、④改善提案などの
3 項目は「概ね適切だった」であり、①評価細目の評価結果（abc の評点）だけは「まあまあ適切
だった」と回答している。

７）評価機関・評価調査者・評価そのものへの期待・要望
評価機関への期待としては、やはり救護施設の特殊性を理解して評価に望んでほしい。
また、内容評価基準（北海道独自基準）についても、見直ししてほしい。
「理美容」
「睡眠」
「薬剤
管理」
「健康」などの評価項目の判断基準は「a」と「c」しかないので、それなりの取り組み努力が
評価されないことになる。
また、内容評価の「飲酒については、健康上の影響等に留意したうえで、基本的に個人の自由が
認められている」
（北海道の内容評価基準）については、c の判断基準は「基本的には個人の自由が
認められていない」である。当事業所に関する評価結果のコメントは「利用者が飲酒できる機会は
年 2 回（開設記念行事、年越し）のみである。飲酒ができる行事前に、全体集会で飲酒についての
利用者との協議がある。アルコール依存症の利用もあるため、利用者の自由な飲酒については認め
られにくい状況がある」という判断であった。施設側としては「アルコール依存症の利用者も多い
ので、なかなか苦慮する取り組みとなっているが、ある程度の取り組みは、評価してもらいたいと
思う」と語っている。
評価そのものへの要望としては、施設種別を問わず第三者評価受審を義務化した上で、一部補助
制度を確立してほしいと思う。

８）その他（評価調査者記入）
法人として「社会貢献」を理念に掲げ（地域との共生と社会貢献）
、地域や町内とさまざまに連携
している。例えば、地区の社会福祉協議会との連携によって、近隣の高齢者世帯を対象に冬期間の
除雪協力員として活動したり、地元の町内会と連携して「一人暮らしの高齢者世帯」を対象とした
見守り・訪問活動を行ったりしている。こうした地道な取り組みが、地域から評価されている。
措置費による運営のため、生活扶助費が引き下げられたことは、施設の運営上は相当に厳しい。
しかし、救護施設は社会の最後のセーフティネットと考えているので、事業の継続性のため今回の
受審で指摘されたことも踏まえ、適切なマネジメントを心がけていくという気概を持っている。
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この事業は、平成 26 年度厚生労働省セーフティネット支援対策等事業費補助金（社会福祉
推進事業分）により実施したものです
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