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Ⅰ． 研究事業の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１  研究事業の背景と目的・内容 

 

１．研究の背景 

 

１） 福祉サービス第三者評価事業の推進の経緯 

福祉サービス第三者評価は、近年になって、社会的養護関係施設や保育所の分野で、積極的に

取り上げられ出している。この変化は、評価機関・評価調査者にも大きく影響を与えている。 

そこで、初めに「第三者評価事業」のこれまでの推移について概観する。 

 

＜第三者評価の制度開始から平成２３年度まで＞ 

福祉サービス第三者評価事業（以下、第三者評価事業）は、個々の事業者が事業運営における

問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的として平成 13 年 5 月よりスタート

している。これによって、第三者評価事業には地方自治体、社会福祉協議会、特定非営利活動法人

などが取り組み、一部の地方自治体では独自に評価基準等が作成され、事業の開始をみたが、その

時点では全国的な普及・促進までには至らなかった。 
このような現状のなか、第三者評価事業の全国的な普及・促進と定着を目指すため、平成 15 年

9 月に「第三者評価基準及び評価機関の認証のあり方に関する研究会」を社会福祉法人「全国社会

福祉協議会」に設置し、すべての福祉サービスに共通する評価基準、第三者評価機関の認証、評価

調査者の養成、都道府県段階での推進組織の整備、結果の公表などを定めたガイドラインの検討を

進め、平成 16 年 3 月に報告書を取りまとめた。 
現行の第三者評価事業は、上記の報告書を受けて通知された「福祉サービス第三者評価事業に

関する指針」（厚生労働省・平成 26 年 4 月全部改訂）によって実施されている。こうした経過を

踏まえて、平成 17 年から、福祉サービス第三者評価事業は本格実施されることになった。 
しかし、平成 22 年までには、それほど受審件数も伸びずに、福祉サービス第三者評価の意義が

問われていた。そうしたなかで、平成 23 年に社会的養護施設に対する第三者評価の受審義務化が

検討され、それを機に施策的にも大きな進展があった。 
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＜平成２４年度以降の取り組み＞ 

（１）社会的養護関係施設における第三者評価の受審義務 

平成 23 年 7 月、厚生労働省は社会的な養護を必要とする子どもたちの状況の変化に対応すべく

「社会的養護の課題と将来像」として、検討委員会（児童養護施設等の社会的養護の課題に関する

検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会）の取りまとめを公表した。 
このなかでは、社会的養護関係施設の運営の質の差が大きいことが指摘され、そのための取り

組みの一つとして、自己評価（施設長や基幹的職員を中心に全職員が参加して行う自己点検）と、

社会的養護の専門性を踏まえた外部の目を入れる第三者評価を義務づけることとなり、評価基準の

ガイドラインが策定された。 
義務化されたのは、①児童養護施設、②乳児院、③情緒障害児短期治療施設、④児童自立支援

施設、⑤母子生活支援施設である。これらの 5 つの社会的養護関係施設では、平成 24 年度から、

3 年に 1 回以上の第三者評価の受審・公表が義務づけられた。なお、そのための受審料について、

国は、措置費（30 万 8 千円上限）を計上している。 
社会的養護に関しては関連施設数が全国で約 1,070 カ所と少なく、都道府県単位に評価機関を

設置した場合は、評価機関が評価経験を多く積むことができないことが課題となる。また施設数の

少ない自治体もあるため、評価機関の認証は全国社会福祉協議会のみが行うしくみとした。ただし

これまでの取り組みを踏まえ、都道府県単位の認証制度を残すことも可能となった。 
なお、評価基準ガイドラインについては、平成 24～26 年度までの 3 年間の取り組みを総括して

見直し、第 2 期・平成 27 年度からは改定された評価基準ガイドラインを使用している。 
平成 28 年 2 月、認証機関である全国社会福祉協議会は、第 1 期（平成 24～26 年度）の結果を

集計・分析して冊子（社会的養護関係施設第三者評価事業「第 1 期評価結果集計報告」）とし、

ホームページで公開している。分析により養育・支援等と施設運営の質の向上に向けた課題が整理

され、改善に活用できる内容である。また評価機関に対する今後の主な取り組み課題も提示され、

示唆に読む資料となっている。 
 
（２）社会福祉法人における第三者評価の取り組み 

社会福祉法人のあり方などに関しては、内閣府や厚生労働省において検討が重ねられている。

第三者評価の促進に関連する検討内容として、①公表の義務として第三者評価の結果や苦情処理の

結果の公開状況、直近 3 カ年の第三者評価受審および第三者評価機関に支払った費用、②第三者

評価の受審促進のために、所轄庁に提出する事業計画書の受審の有無を記載させるなど、法人の自

主的な判断によって多くの法人で第三者評価の受審が進むよう具体的な方策を検討すべきである、

③第三者評価の受審結果については、利用者等が見られるよう、事業所の玄関に掲示することや、

各法人の受審状況を都道府県単位で一覧できるしくみを検討すべきである、などのことが示されて

いる。 
なお、社会福祉法人の経営情報の公表および所轄庁への提出手続きの取り扱いを定めるため、

平成 26 年 5 月には「社会福祉法人の認可について」の一部改正がなされている（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局／社会・援護局長／老健局長連名通知・平成 26 年 5 月 29 日）。 
一方、評価機関の能力向上についても、①評価機関や評価調査者による評価のばらつきを是正

するため、評価機関を指導する都道府県推進組織の能力向上や研修実施やマニュルの徹底により、

評価機関の共通基盤をつくっていくことを検討すべきである、②評価機関の評価実績や所属する評

価調査者に関する情報公表を促進するなど環境整備を進め、受審を希望する法人が全国のどの評価

機関も自由に選べるよう、運用の見直しを検討すべきである、と言及している。 
このように、社会福祉法人のあり方が検討されるなかで、事業所における情報の公開・公表の

重要性、そして第三者評価を担当する評価機関・評価調査者のあり方にも言及されている。 
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（３）特別養護老人ホーム等の高齢分野の事業所における受審の推進 

高齢分野や障害分野においても、第三者評価事業の推進が提言されはじめている。 
① 高齢分野 

平成 28 年 3 月 7 日に開催された厚生労動省の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で

「高齢者支援課」は、サービスのさらなる向上と利用者のサービス選択に資する情報提供を進める

観点から、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、訪問介護における

福祉サービス第三者評価事業の受審率の引き上げを目指して「前年度以上の受審率」を目標にする

と述べている。 
現状では、高齢分野において、第三者評価の受審率は低い。例えば特別養護老人ホームにおける

平成 26 年度の受審率は 6.20％（全国施設数 6,754 件中 419 件の受審）と低率である。 
② 障害分野 

社会保障審議会「障害者部会」報告書『障害者総合支援法施行 3 年後の見直しについて』（平成

27 年 12 月 14 日）を受けて、障害保健福祉関係主管課長会議では、サービスの質の確保・向上に

向けた環境整備として、障害福祉サービスなどの情報公開制度の創設を掲げている。事業者が基本

情報や運営情報を都道府県に報告し、その内容を公表するしくみを創設するという取り組みである。

今回、第三者評価には直接触れていないが、情報公開制度に取り組むことは、第三者評価の目的と

同じであり、今後の進展を注視したい。 
 
（４）保育所における第三者評価の推進について 

保育所における福祉サービス第三者評価は、平成23年3月に「保育所版」として第三者評価基準

ガイドラインの一部改正が示されたが（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長／社会・援護局

福祉基盤課長通知「保育所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の

判断基準に関するガイドライン』及び『サービス内容評価基準ガイドライン』等について ・ 平成

23年3月30日）、受審は進んでいなかった。 
そのような状況のなか、保育所関連施設は内閣府「規制改革実施計画」（平成25年6月14日閣議

決定）において、重点事項「保育の質の評価の拡充」として、評価機関・評価者の質の向上、保育

所に対する第三者評価における受審率目標の策定、受審のコスト負担のあり方が検討されてきた。

さらに「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年6月30日閣議決定）においても「平成31年度末

までに、すべての保育事業者において第三者評価の受審が行われることを目指す」とされた。 
これらを受け、第三者評価の受審を進めていくために、平成 27 年 4 月に施行された「子ども・

子育て支援新制度」のもと、各保育所関連施設が 5 年に 1 回の受審が可能となるように、第三者

評価の受審および結果の公表を行った事業所に対しては、運営費に 15 万円の加算をすることと

なった。この加算は、平成 27 年度から実施されている。 
しかし、平成 26 年度の受審率を見ると、全国の保育所 24,076 事業所のうち、受審した件数は

1,029 件（4.27％）であり、受審は進んでいない。その背景には、事業所側における負担としての

評価費用の負担、受審に際しての事務負担があり、さらに評価調査者に保育専門家が不在で信頼が

できないなどの理由があげられている。 
そのように受審が進んでいない状況があるものの、子どもの健やかな成長と保護者への支援に

取り組む保育所において、サービス（保育）の質の向上に第三者評価を活用することの意義、また

評価結果の公表が利用者の適切なサービス選択に資する情報となることを、ここで改めて確認して

おきたい。 
保育所版の評価基準については、「保育所保育指針」の改定等を受けて、平成 23 年 3 月に改正

された福祉サービス内容評価基準に基づき見直され、新規に保育所版の「福祉サービス第三者評価

基準ガイドライン（共通評価項目 45 項目）及び「内容評価基準ガイドライン」（20 項目）として

設定されている。 
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上記の保育所版の見直しは、全国社会福祉協議会の「福祉サービス質の向上推進委員会」児童

部会に「保育小委員会」が設置されて検討され、同委員会の平成 26 年度の検討・報告を踏まえて

平成 28 年 3 月 1 日に雇児発・社援発の新たな通知として発出されている（厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長／社会・援護局長通知「保育所における第三者評価の実施について」 ・ 平成 28 年

3 月 1 日）。これによって、現状に合わせた保育所評価が進むものと思われる。 
 

２） 第三者評価事業の実施状況－全国社会福祉協議会のレポートより 

（１）都道府県推進組織の設置主体 
行政（32）、社会福祉協議会（12）、社団・財団（2）、任意団体（1） 

 
（２）評価機関の認証 

各都道府県推進組織が認証している第三者評価機関は、平成 27 年 3 月末現在、410 評価機関で

ある（認証：735 機関、取消：72 機関、辞退：253 機関）。 
 
（３）受審状況 
・平成 26 年度における全国の受審件数は 4,618 件 
・平成 17 年度から平成 26 年度までの延べ受審件数は 30,770 件 

 

■第三者評価の受審状況 （各年度） 

 
 
 

２．研究の目的・内容 
 福祉サービス第三者評価の受審効果には「受審事業所は、評価機関による改善提案にどのように

取り組んだか」ということが大きく関与してくる。つまり、①評価機関による改善提案（助言等を

含む）の内容の妥当さ、②受審事業所における改善提案への取り組みの姿勢が、受審効果に大きく

作用してくると言える。 
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そのため、本調査研究事業においては、評価機関による改善提案の内容について調査し、適切な

改善提案のあり方を研究することで、第三者評価事業の充実に寄与することを目的としたい。 

なお、当法人が、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）として実施した調査研究事業「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、改善効果が顕著な事業所へのヒアリング調査をしているが、その多くの事業所

から、評価機関・評価調査者に対する期待として「改善に向けた取り組みを進める際の参考として

他事業所の優れた取り組みの紹介を受け、助言・ヒントを得たい」という意見が寄せられた。この

ような意見があったことから、改善提案の範囲については「助言等」も含めることとした。 
また、現状の第三者評価事業では、改善の取り組みをフォローアップするしくみができていない。

そのため、受審結果を受け止めて組織的に改善に取り組んでいる事業所では、同じ評価機関に継続

して第三者評価を依頼することで、前回受審時の改善効果を再評価してもらおうとする傾向が強い。

このような傾向も、上記の調査研究事業におけるヒアリング調査で明らかになったことである。 
 つまり「改善提案への取り組みをフォローアップするしくみづくり」が必要であると考えるが、

どのようなしくみが有効であるかについて調査研究によって明らかにし、第三者評価事業の充実に

寄与したい。 
また「改善提案の内容の妥当さ」などは、評価調査者の質のレベルにも関わることであるため、

各評価機関が「評価調査者のレベルアップ」に関してどのように取り組んでいるのかということに

ついても本調査研究事業において調査する。 
併せて、評価調査者の全国研修会を開催し、この研究によって得られた成果を広めていくことで

上記の事業目的を達成するための一助とする。 
 したがって、本調査研究事業の内容は、以下の通りとなる。 
 ① 全国の評価機関を対象とする「アンケート調査」を実施する。 
 ② 上記①のアンケート調査の結果を参考にし、改善提案に積極的に取り組んでいる評価機関を

地域性に配慮して 33 カ所選択し、承諾を得て「ヒアリング調査」を実施する。 
 ③ 全国の評価機関・評価調査者を対象に「研修会」を全国 3 カ所で実施する（東京都、大阪府、

岩手県）。研修の内容は、第三者評価の制度の推移や社会的養護関係施設の評価実績に関する

講演、本事業によって実施した調査研究の概要の紹介と課題の提起、改善提案をテーマとした

グループワークである。 
 

２  研究体制 

 

１．調査研究委員会の設置とその活動 

１） 調査研究委員会の設置目的と役割 

本研究を進めるにあたって「調査研究委員会」を設置した。本委員会の任務は、①評価機関を

対象とするアンケート調査内容の検討・分析、②ヒアリング対象事業所の選定とヒアリング内容の

検討・分析、③全国研修会の企画と実施、④それら調査研究による知見を報告書にまとめること、

である。 
 

２） 調査研究委員会の構成 

調査研究委員会は、本調査研究事業の実施団体である一般社団法人の理事（全国の評価機関・

評価調査者）、学識経験者、事業者によって構成することとし、10 名の委員体制とした。 
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■調査研究委員会【委員名簿】 

委員長 新津ふみ子* 実施主体 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・代表理事 
委 員 廣江  研 事業者 社会福祉法人こうほうえん 

髙田  治 事業者 社会福祉法人横浜博萌会 横浜いずみ学園 
橋本 廸生 学識経験者 公益財団法人日本医療機能評価機構 
山下興一郎* 学識経験者 淑徳大学総合福祉学部 
右京 昌久* 評価機関 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 
岡田 賢宏* 評価機関 特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 
叶井 泰幸* 評価機関 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 
鳥海 房江* 評価機関 特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 
奥田 龍人* 高齢者団体 認定特定非営利活動法人シーズネット 

*印は評価調査者である専門委員会の委員 
 

３） 調査研究委員会の開催状況 

本調査研究事業の調査研究委員会は、平成 27 年 7 月から平成 28 年 3 月までの期間に、全 3 回

開催した。 
① 第 1 回「調査研究委員会」 
日時：平成 27 年７月 20 日（日）10：30～13：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：7 名 
内容：本調査研究事業の内容、スケジュールなど検討 

    ①調査研究の内容の検討 

②評価機関へのアンケート案の検討 

 

② 第 2 回「調査研究委員会」 
日時：平成 27 年 11 月 29 日（金）13：00～16：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：6 名 
内容：①評価機関へのアンケート調査の状況の報告と検討 

    ②評価機関ヒアリング先の選定（決定） 
    ③全国研修会の開催の検討 
 
③ 第 3 回「調査研究委員会」 
日時：平成 28 年 3 月 13 日（日）13：00～16：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：8 名 
内容：①評価機関へのアンケートのまとめの検討 

    ②評価機関へのヒアリングの集計内容の検討 
    ③全国研修会の内容の反省 
    ④報告書の概要の報告と検討 
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２．専門委員会の設置とその活動 

１） 専門委員会の設置目的と役割 

本研究を進めるにあたって「専門委員会」を設置した。専門委員会は調査研究委員会において

検討すべき内容を討論し、提案することをその設置目的と役割とした。 
 

２） 専門委員会の構成 

調査研究委員のうち、第三者評価の評価調査者である委員で「専門委員会」を構成した。7 名に

よる委員会体制である。専門委員は、調査研究委員会の委員名簿に*印を付して示した。 
 

３） 専門委員会の開催状況 

「専門委員会」は、平成 27 年 7 月から平成 28 年 3 月までの期間に全 7 回開催した。 
① 第 1 回「専門委員会」 
日時：平成 27 年 7 月 20 日（月）10：30～13：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：6 名 
内容：本調査研究事業の内容、スケジュールなどの検討 

    ①調査研究事業の内容の検討 
②評価機関を対象とするアンケート案の検討 

 
② 第 2 回「専門委員会」 
日時：平成 27 年 8 月 28 日（金）17：00～20：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：3 名 
内容：①評価機関へのアンケート案の決定 

    ②評価機関へのヒアリング調査の検討 
 
③ 第 3 回「専門委員会」 
日時：平成 27 年 11 月 29 日（金）10：00～12：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：4 名  
内容：①評価機関へのアンケート調査の状況の検討 

    ②評価機関ヒアリング先の選定の検討 
    ③全国研修会の開催の検討 
 
④ 第 4 回「専門委員会」 
日時：平成 27 年 12 月 26 日（土）19：00～21：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：5 名 
内容：①評価機関へのアンケート調査の状況の検討 

    ②評価機関ヒアリング先の選定の検討 
    ③全国研修会の開催の検討 
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⑤ 第 5 回「専門委員会」 
日時：平成 28 年 2 月 7 日（日）17：00～20：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：4 名 
内容：①評価機関へのアンケート調査の集計内容の検討 

    ②評価機関へのヒアリング調査の状況確認 
    ③全国研修会の開催内容の検討 
 
⑥ 第 6 回「専門委員会」 
日時：平成 28 年 3 月 26 日（土）17：00～19：30 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：4 名 
内容：①評価機関へのアンケート調査のまとめの報告と決定 

    ②評価機関へのヒアリング調査のまとめの検討 
    ③調査研究に基づく提言内容の検討 
 
⑦ 第 7 回「専門委員会」 
日時：平成 28 年 3 月 27 日（日）11：00～13：00 
場所：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー事務所（東京都品川区西五反田） 
参加：5 名 
内容：①評価機関へのヒアリング調査のまとめの報告と決定 

    ②調査研究に基づく提言内容の検討 
 

３．一部業務委託 
本調査研究事業は、その一部の業務を委託して実施した。委託先ならびに委託した業務内容は、

下記の通りである。 
【委 託 先】 
 一般社団法人 北海道ケアマネジメントサポートリンク 
【委託業務】 
 アンケート調査データの入力・集計、報告書の作成補助業務 
 

３  研究方法 
 

１．アンケート調査の実施 
本調査研究事業では「第三者評価機関における改善提案に関するアンケート調査」を実施した。

調査の目的は、評価機関の改善提案（改善への気づき・助言等含む）や改善の取り組みをフォロー

アップするしくみを調査し、第三者評価の有効性を明らかにすることである。 
また「改善提案の内容の妥当さ」などは評価調査者の質のレベルに関わるものでもあるため、各

評価機関が「評価調査者のレベルアップ」にどのように取り組んでいるのかということについても

調査する。 
アンケート対象評価機関は、平成 26 年度に「都道府県推進組織」に登録されている全評価機関

410 カ所とした。 
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２．ヒアリング調査の実施 
全国の評価機関に対するアンケート調査の結果を参考にし、改善提案に積極的に取り組んでいる

評価機関を、地域性に配慮して 33 カ所選択し、承諾を得てヒアリング調査を実施した。 
 

３．全国の評価機関・評価調査者を対象とする 「研修会」 の実施 
全国の評価機関・評価調査者を対象とする研修会を全国 3 カ所（東京都、大阪府、岩手県）で

実施した。 
研修の内容は、第三者評価の制度の推移と社会的養護関係施設の評価実績に関する講演、本調査

研究事業において実施した調査研究の概要の紹介と課題の提起、改善提案をテーマとしたグループ

ワークである。 
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Ⅱ．福祉サービス第三者評価における 

改善提案に関する調査研究事業 

評価機関アンケート調査の結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１  アンケート調査の概要 

 

１．目 的 

評価機関による改善提案（改善への気づき、助言等を含む）の内容、および改善に向けた

事業所の取り組みをフォローアップする評価機関のしくみについて調査することで、第三者

評価の有効性を明らかにすることを調査の目的とする。 

また、改善提案の内容の妥当さなどは評価調査者の質のレベルに関わるものでもあるため、

各評価機関が「評価調査者のレベルアップにどのように取り組んでいるか」についても調査

する。 

 

２．アンケート調査の対象評価機関の選定 

アンケート調査票の送付先は、平成 26 年度に都道府県推進組織に登録されている全評価機関

410 カ所とした。 
 

３．アンケート調査の方法 

アンケート調査票の用紙の郵送により、調査を実施した。 

 

４．アンケート調査票の回収状況 

アンケート調査票は、全評価機関 410 カ所に発送した。発送数 410 カ所に対して、回収された

回答数は 112 カ所であり、回収率は 27.3％であった。 
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２  調査結果と分析・考察 

 

１．アンケート回答評価機関の基本情報 

・小数点以下 2 桁からは四捨五入したため、総数が必ずしも 100％とならない場合がある。 
・「都道府県」について、特定しない場合はいずれも「県」と表記する。 
 

１） 評価機関の所在地 （表１） 

  所在地 件 数 ％ 

東京都 20 件 17.9％ 
東京都以外 92 件 82.1％ 
合計 112 件 100.0％ 

 
 

２）評価機関運営法人 （表２） 

   運営法人 
東京都 東京都以外 合 計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

社 協 0 0.0％ 21 22.8％ 21 18.8％ 
社 福 0 0.0％ 1 1.1％ 1 0.9％ 
社 団 4 20.0％ 14 15.2％ 18 16.1％ 
財 団 2 10.0％ 2 2.2％ 4 3.6％ 
株式会社 7 35.0％ 15 16.3％ 22 19.6％ 
有限会社 0 0.0％ 3 3.3％ 3 2.7％ 
NPO 6 30.0％ 35 38.0％ 41 36.6％ 
その他 0 0.0％ 1 1.1％ 1 0.9％ 
無回答 1 5.0％ 0 0.0％ 1 0.9％ 
合 計 20 100.0％ 92 100.0％ 112 100.0％ 
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・評価機関を運営する法人は、全体では NPO、株式会社、社協、社団の順に多く、それぞれ

36.6％、19.6％、18.8％、16.1％となっている。 
・東京都内では、株式会社、NPO、社団の順で、割合はそれぞれ 35％、30％、20％であり、

社協での実施はない。一方、東京都外では NPO、社協、株式会社、社団の順でそれぞれ 38％、

22.8％、16.3％、15.2％であった。東京都外でも NPO が育ってきている。 
 
■参考「全社協」資料 第三者評価機関の認証数（平成２７年度末） 

No.  都道府県  評価機関数  
内 訳 

社 協 社 福 ＮＰＯ 株 式 その他 

1  北海道 7  1  0  2  2  2  
2  青森県 5  3  1  0  0  1  
3  岩手県 3  1  0  2  0  0  
4  宮城県 4  1  0  2  1  0  
5  秋田県 3  1  0  2  0  0  
6  山形県 6  1  0  1  0  4  
7  福島県 3  1  0  1  0  1  
8  茨城県 7  1  0  1  2  3  
9  栃木県 7  0  0  3  3  1  

10  群馬県 6  0  0  3  3  0  
11  埼玉県 19  0  0  5  10  4  
12  千葉県 18  1  0  9  6  2  
13  東京都 126  0  0  44  51  31  
14  神奈川県 18  1  0  5  6  6  
15  新潟県 6  0  0  2  1  3  
16  富山県 3  1  0  0  1  1  
17  石川県 8  2  0  2  2  2  
18  福井県 2  1  0  0  1  0  
19  山梨県 2  0  0  1  1  0  
20  長野県 6  0  0  2  1  3  
21  岐阜県 6  1  0  5  0  0  
22  静岡県 7  1  0  0  4  2  
23  愛知県 12  1  0  4  5  2  
24  三重県 6  1  0  0  5  0  
25  滋賀県 4  0  0  3  1  0  
26  京都府 16  0  0  7  0  9  
27  大阪府 16  2  0  9  2  3  
28  兵庫県 11  0  0  7  2  2  
29  奈良県 10  1  0  6  2  1  
30  和歌山県 4  1  0  2  0  1  
31  鳥取県 5  1  0  3  0  1  
32  島根県 5  0  0  1  2  2  
33  岡山県 4  0  0  1  1  2  
34  広島県 3  1  0  0  0  2  
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35  山口県 1  1  0  0  0  0  
36  徳島県 1  0  1  0  0  0  
37  香川県 3  1  0  0  1  1  
38  愛媛県 4  1  0  3  0  0  
39  高知県 2  1  0  0  0  1  
40  福岡県 4  0  0  2  0  2  
41  佐賀県 3  1  0  1  0  1  
42  長崎県 4  0  0  3  0  1  
43  熊本県 8  0  0  6  0  2  
44  大分県 3  1  0  2  0  0  
45  宮崎県 3  1  0  1  0  1  
46  鹿児島県 4  0  0  3  0  1  
47  沖縄県 2  0  0  2  0  0  

計 410  33  2  158  116  101  
 

３）評価件数 （表３） 

実 績 所在地 件 数 最小値 最大値 平均値 

実績件数 
東京都 19 3 700 120.4 
東京都外 78 1 249 26.2 
全 体 97 1 700 44.6 

他県での評価

実績 

東京都 6 2 37 21.0 
東京都外 19 1 64 11.6 
全 体 25 1 64 13.4 

 
・112 機関中 97 機関で実績があり、その件数は過去 6 年の累積件数であるが、一評価機関で

平均 44.6 件の評価を行っている。また、他県でも評価を行ったのは 25 機関で平均 13.4 件で

あった。東京都の評価機関の方が評価の実績が多いことはもちろんであるが、他県での評価

実績も東京都外の評価機関より 2 倍近く多い。東京都と他県では評価方法も内容も違うが、

他県の評価方法・内容（全社協版ガイドライン）にも精通している東京都の評価機関が多い

のであろう。よく「県内に適当な評価機関がないので熟練した東京都の評価機関に依頼す

る」といった事業所の話を聞くが、その傾向が裏づけられたものではないか。 
 

４）調査員数 （表４） 

  人 数 所在地 件 数 最小値 最大値 平均値 

調査員数 
東京都 18 3 35 15.9 
東京都外 87 2 136 21.1 
全体 105 2 136 20.2 

うち 
常勤職員数 

東京都 12 1 11 4.1 
東京都外 46 1 11 2.8 
全体 58 1 11 3.1 
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・調査員のほとんどは登録制であり、平均 20 名が登録している。常勤調査員が在籍するのは

58 機関で、平均 3 名であった。東京都外の評価機関の常勤調査員 2.8 名は多いと思われるが、

社協の常勤職員が 46 名で、社協を除くと東京都外の評価機関の常勤調査員は 1.2 名である。 
 

５） 第三者評価以外の事業運営 （表５） 

事 業 
東京都 東京都以外 合 計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

地域密着外部評価 2 13.3％ 55 74.3％ 57 64.0％ 
介護サービス情報

公表 4 26.7％ 23 31.1％ 27 30.3％ 

児童福祉サービス 0 0.0％ 3 4.1％ 3 3.4％ 
障害福祉サービス 0 0.0％ 3 4.1％ 3 3.4％ 
介護保険サービス 0 0.0％ 4 5.4％ 4 4.5％ 
社協活動 0 0.0％ 15 20.3％ 15 16.9％ 
コンサルティング 8 53.3％ 7 9.5％ 15 16.9％ 
シンクタンク 6 40.0％ 5 6.8％ 11 12.4％ 
研修事業 4 26.7％ 5 6.8％ 9 10.1％ 
その他 4 26.7％ 22 29.7％ 26 29.2％ 
合 計 15 100.0％ 74 100.0％ 89 100.0％ 

 

 
 
■その他の事業内容 

NPO・愛媛県 学童保育施設運営 
NPO・沖縄県 実地調査 
NPO・岐阜県 高齢者支援、子育て支援ボランティア活動 
NPO・宮城県 各種セミナー等の開催、ニュースレター発行 
NPO・熊本県 高齢者介護施設・住宅の Web による情報提供 
NPO・埼玉県 男女共同参画推進活動 
NPO・大阪府 社会的養護関係 
NPO・東京都 調査、相談 
NPO・栃木県 相談支援、調査研究、啓発活動 
NPO・兵庫県 福祉系大学との連携 
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NPO・兵庫県 地域福祉等の市民活動（行政等との協働事業） 
株式・愛知県 優良事業者認定審査（派遣、職業紹介） 
株式・神奈川県 横浜市指定管理者第三者評価 
株式・長野県 会計事務所 
株式・東京都 人事・総務・経理のアウトソーシング 
財団・東京都 共済など 
社協・北海道 介護サービス情報公表センターの受託運営 
社団・岡山県 研究、虐待防止、職能団体業務 
社団・京都府 権利擁護、成年後見 
社団・広島県 福祉・介護人材職業紹介事業 
社団・富山県 職能団体として県内介護職員に情報提供 

社団・福岡県 相談援助事業、社会福祉に関する調査研究・普及啓発事業、

福祉人材育成事業 
有限・長野県 地方自治体の調査業務 
有限・北海道 損害保険代理店 
・第三者評価以外に事業を行っている機関は多く、平均すると 1 機関あたり第三者評価事業

以外に 1.9 事業を実施している。 
・東京都の場合、約半数の機関で「コンサルティング」（53％）、「シンクタンク」（40％）と

いう事業を行っていることが特徴的である。東京都以外では「地域密着型サービス外部評価」

（74％）、次いで「介護サービス情報公表」（31％）が多い。第三者評価だけで法人経営する

ことはなかなか難しいという実態があり、回答にもそのことが反映している。 
・その他の事業内容は、バラエティに富んでいる。 
 

６）対応可能な評価分野 （表６） 

評価分野 
東京都 東京都以外 合計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

保 育 13 68.4％ 83 94.3％ 96 89.7％ 
障 害 12 63.2％ 76 86.4％ 88 82.2％ 
高 齢 18 94.7％ 80 90.9％ 98 91.6％ 
社会的養護 10 52.6％ 69 78.4％ 79 73.8％ 
その他 5 26.3％ 16 18.2％ 21 19.6％ 
合 計 19 100.0％ 88 100.0％ 107 100.0％ 
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・評価の対応分野は、社会的養護分野が 73.4％と低い以外では、保育 89.7％、障害 82.2％、

高齢 91.6％と比較的高くなっている。東京都内と東京都外で比較すると、保育・障害・社会

的養護分野で東京都が東京都外よりかなり低く、高齢では逆に東京都外を上回っている。 
・なお「継続受審の有無」（表 12）でも、東京都は高齢分野がかなり高くなっている。これは

東京都では高齢分野の受審数が多いため、高齢分野を得意とする評価機関が多いこと、また

東京都外では高齢分野の受審件数が少なく、評価機関としては全分野に対応しないと経営が

成り立たないことが背景にある。 
■参考 全社協統計による平成２６年度のサービスごとの受審状況 （４分野のみ） 

都道府県 全受審件数 保 育 障 害 高 齢 社会的養護 

北海道 57 10 11 2 0 
青森県 20 7 3 1 7 
岩手県 19 1 8 2 0 
宮城県 24 6 4 3 0 
秋田県 14 3 1 0 1 
山形県 11 2 0 2 0 
福島県 16 3 1 5 0 
茨城県 23 1 0 0 0 
栃木県 26 13 0 0 5 
群馬県 9 0 0 1 0 
埼玉県 46 23 5 2 0 
千葉県 77 24 5 34 0 
東京都 2,891 575 524 1,302 86 
神奈川県 173 109 18 7 0 
新潟県 22 7 2 6 0 
富山県 4 0 0 0 0 
石川県 23 4 3 5 0 
福井県 9 0 2 0 7 
山梨県 6 0 0 0 0 
長野県 39 0 0 29 0 
岐阜県 18 5 2 1 0 
静岡県 39 16 5 7 0 
愛知県 105 42 28 2 0 
三重県 18 3 3 3 0 
滋賀県 14 4 0 1 0 
京都府 262 17 24 191 5 
大阪府 151 70 9 18 0 
兵庫県 104 18 23 19 0 
奈良県 11 1 0 2 0 
和歌山県 15 1 0 0 0 
鳥取県 42 7 8 13 0 
島根県 5 0 1 0 0 



18 

岡山県 18 1 1 2 0 
広島県 34 10 3 5 4 
山口県 14 0 2 2 0 
徳島県 14 0 3 1 0 
香川県 7 0 2 4 0 
愛媛県 18 5 2 1 0 
高知県 6 0 0 0 0 
福岡県 45 12 2 3 0 
佐賀県 16 1 0 4 0 
長崎県 22 5 7 1 0 
熊本県 47 18 11 6 0 
大分県 18 0 2 2 0 
宮崎県 14 2 2 0 0 
鹿児島県 40 2 9 4 0 
沖縄県 12 1 0 1 0 
合 計 4,618 1,029 736 1,694 115 
東京都外計 1,727 454 212 392 29 

 
 

７）第三者評価の平均的手法と価格 

（１）保育所 （表７） 

 最小値 最大値 平 均 

保

育 

調査員人数（名） 2 9 3.1  
調査日数（日） 1 4 1.6  
訪問回数（回） 1 12 4.0  
価格（円） 100,000 630,000 286,357 

有効件数 77 
（２）障害者入所施設 （表８） 

 
最小値 最大値 平  均 

障

害 

調査員人数（名） 2 8 2.9  
調査日数（日） 1 4 1.7  
訪問回数（回） 1 8 3.8  
価格（円） 100,000 630,000 288,413 

有効件数 67 
（３）特別養護老人ホーム （表９） 

 
最小値 最大値 平 均 

高

齢 

調査員人数（名） 2 7 2.9  
調査日数（日） 1 4 1.6  
訪問回数（回） 1 8 3.8  
価格（円） 120,000 630,000 317,617 

有効件数 69 
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（４）児童養護施設 （表１０） 

 最小値 最大値 平 均 

児童養

護 

調査員人数（名） 2 8 3.0  
調査日数（日） 1 4 1.8  
訪問回数（回） 1 7 3.8  
価格（円） 150,000 630,000 308,060 
有効件数 61 

（５）東京都と東京都外の評価料金の比較 （表１１） 

グループ統計量 

t 値 自由度 有意確率（両側） 
東京都・都外 N 

平均値

（円） 

保育（価格） 
東京都 8 510,000 7.9 84.0 .000 
東京都外 78 264,570       

障害（価格） 
東京都 7 531,429 8.3 74.0 .000 
東京都外 69 261,445       

高齢（価格） 
東京都 12 557,500 9.8 82.0 .000 
東京都外 72 269,250       

児童擁護（価格） 
東京都 6 475,000 3.1 5.2 .027 
東京都外 60 289,028       

・受審にかかる費用差にはいずれも有意差があり、東京都内が東京都外を上回り 18～28 万円

高くなっている。 
・児童養護は 30 万円の措置費用への上乗せがあるにもかかわらず、東京都外で 30 万円を

切っていることは、評価費用のダンピング、入札による費用抑制等の影響が考えられる。 
 

８）継続受審の有無 （表１２） 

評価分野 東京都 東京都外 合 計 

保 育 
なし 11 55.0％ 66 71.7％ 77 68.8％ 
あり 9 45.0％ 26 28.3％ 35 31.3％ 

障 害 
なし 11 55.0％ 70 76.1％ 81 72.3％ 
あり 9 45.0％ 22 23.9％ 31 27.7％ 

高 齢 
なし 4 20.0％ 67 72.8％ 71 63.4％ 
あり 16 80.0％ 25 27.2％ 41 36.6％ 

社会的養護 
なし 13 65.0％ 73 79.3％ 86 76.8％ 
あり 7 35.0％ 19 20.7％ 26 23.2％ 

その他 
なし 15 75.0％ 87 94.6％ 102 91.1％ 
あり 5 25.0％ 5 5.4％ 10 8.9％ 

合 計   20 100.0％ 92 100.0％ 112 100.0％ 
*継続受審の回数を問わず 2 回以上受審したケースがあった場合、 
継続受審ありとして再集計 

・保育分野と高齢分野は、それぞれ 31.3％、36.6％と、社会的養護関係の 23.2％を上回って

いるものの 40％以下となっており、それほど継続受審していない。 
・東京都内と東京都以外の比較では、東京都がすべての分野で継続受審が多い。特に、高齢

分野は東京都外と比較して 52.8％もの差がある。すべての分野で継続受審率が高い理由は、



20 

東京都が 3 年に 1 回の受審をほぼ義務づけていることが大きな要因であろう。それを前提と

しても、高齢分野が特に高いのは、東京都の高齢者サービス事業者が前回と同じ評価機関を

選ぶ傾向が強いのであろう。 
 

２．アンケートの概要 

１）質問１－１：評価報告書の「改善提案」を提示する際に受審事業所にどのように説明しているか・

複数回答可（表１３） 

     説明内容 
東京都 東京都以外 合 計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

1．経営層や職員への説明会など

を活用して改善の必要性を提案 9 45.0％ 18 20.9％ 27 25.5％ 

2．評価報告書とは別にアドバイ

スレポートの提示 3 15.0％ 9 10.5％ 12 11.3％ 

3．報告書の説明にとどめている 7 35.0％ 53 61.6％ 60 56.6％ 
4．その他 4 20.0％ 19 22.1％ 23 21.7％ 
合 計 20 100.0％ 86 100.0％ 106 100.0％ 

 
■その他の内容 

NPO・宮城県 利用者家族と職員のアンケートを実施し、個人が特定されないよう配慮し

アンケート結果を報告書に添付して、口頭での改善提案等に用いている。 
NPO・熊本県 内容の問い合わせがあった場合、丁寧に説明している。 
NPO・秋田県 説明しているが、改善策を実践に移すときのみである。 
NPO・大阪府 調査終了後時間を設けて話し合いをしている。 

NPO・長崎県 現在は報告書での説明のみであるが、平成 27 年度から説明会（事後）を

開催しての提案を予定している。 
NPO・東京都 事業所によりケースバイケースで行っている。 
NPO・兵庫県 結果報告の際の説明時に十分時間を割いて話している。 
株式・愛知県 オートクライン理論に則った「改善の気づき」を与える手法による。 
株式・宮城県 報告書の説明時に改善提案を行っている。 

株式・神奈川県 調査で他事例をさりげなく出し、意見を求めることがある（結論・指導は

全く実施せず、情報提供にとどめている） 
株式・東京都 補足説明用の資料を作成し、説明している。 
社協・広島県 説明会などは実施しないが、文書で意見の有無を確認している。 
社協・静岡県 県社協の経営指導事業を紹介している。 
社協・千葉県 報告書の説明時に必要に応じて改善提案を行っていた。 
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社協・福井県 報告書の説明にとどめている。 
社協・北海道 評価結果の報告書提出時に改善提案を文書にして説明している。 
社協・和歌山県 報告書によって提示している。 
社団・広島県 訪問調査日の当日調査の総評で話す。 
社団・東京都 フィードバックの際に口頭で提案している。 
社団・東京都 報告書の説明の際に提案している。 
社団・富山県 報告書に記載した改善提案については根拠を口頭で説明している。 

社団・福岡県 基本的には報告書の説明にとどめているが、口頭で改善提案について提示

している。 
 
・56.6％の評価機関が「報告書の説明にとどめている」と回答している。「その他」との回答

でも「報告書で改善提案を提示・説明」としている評価機関は多い。 
・この選択肢については東京都外の場合は 61.6％で、東京都の 35％と大きな開きがあった。

また「説明会などを活用して改善の必要性を提案」と回答しているのは、東京都が 45％と、

東京都外の 20.9％を大きく上回っている。つまり、東京都の評価機関は、受審結果を丁寧に

説明している傾向が強い。これは東京都の評価機関が「費用対効果」を強く意識し、価格に

見合った取り組みをしているといえるのではないか。アドバイスレポートの取り組みは

11.3％と少なかった。 
 
２）質問１－２：「改善提案」の提示における受審事業所側の評価・複数回答可 （表１４） 

   どのような評価か 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．改善の必要性を把握して

いたが取り組めなかった

事項を提案してくれた 
15 75.0％ 44 56.4％ 59 60.2％ 

2．これまで気づかなかった

課題や改善点を提案してく

れた 
15 75.0％ 66 84.6％ 81 82.7％ 

3．事業所にとってはあまり

適切でない提案である 1 5.0％ 4 5.1％ 5 5.1％ 

4．提案そのものは理解する

が、今の体制（予算・人

員）では難しい 
4 20.0％ 27 34.6％ 31 31.6％ 

その他 0 0.0％ 4 5.1％ 4 4.1％ 
合 計 20 100.0％ 78 100.0％ 98 100.0％ 
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■その他の内容 

NPO・愛媛県 最近の実績がない。 
NPO・熊本県 異なった視点からの提案を受けることで気づきがあったこと。 
NPO・長崎県 改善提案については、多くの事業所で前向きに取り組む旨の回答あり。 
社団・神奈川県 特に事業者からのコメントはない。 

 
・事業所として「取り組めなかった事項の提案」「気がつかなかった事項の提案」と好意的な

評価が 60.2％、82.7％と比較的多いが「適切ではない提案」「現体制では困難」などの評価も

少なからずあり、特に予算、ハード面、マンパワー面での改善が困難であるとした「現体制

では困難」が 31.6％と 3 割を超えている。 
・「改善の必要性を把握していたが取り組めなかった事項」で、東京都が東京都外よりも 14.8
ポイント高い。「これまで気づかなかった課題や改善点の提案」では、逆に東京都外が東京都

より 9.6 ポイント高いことは、まさに第三者評価の普及度を象徴していると思われる。何回も

受審している東京都の事業所は改善点を把握していることが多く、受審の回数が少ない東京

都外の事業所は、これまで気づかなった課題が明らかになることが多いと推察される。 
 
３）質問１―３：改善提案の内容の変更を要求されたことがあるか （表１５） 

    頻 度 
東京都 東京都以外 合計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

1．よくある 0 0 0 0 0 0 
2．たまにある 11 55.0％ 33 40.7％ 44 43.6％ 
3．ない 9 45.0％ 44 54.3％ 53 52.5％ 
4．その他 0 0.0％ 4 4.9％ 4 4.0％ 
合 計 20 100.0％ 81 100.0％ 101 100.0％ 

 
■その他の内容 

NPO・愛媛県 最近の実績がない。 
NPO・長崎県 これまでに 3 回ある。 
社協・岩手県 1 件あった. 
社協・広島県 1 事業所のみあった。 

 
・改善提案の内容変更の申し出は、43.6％の評価機関が「たまにある」とし、かなりの頻度で

内容変更の申し出があることがうかがわれる。東京都内では 55.0％と東京都外の 40.7％を

14.3 ポイント上回る。これも、第三者評価の普及度の違いが背景にあるものと推察される。

東京都は、評価結果が公表される推進組織のホームページへのアクセス件数も多く、事業所

側の評価の公表内容への意識が高いのではないか。 
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４）質問１－４：改善提案の内容変更を要求された際にどのように取り組むか・複数回答可 （表１６） 

  取り組み内容 
東京都 東京都以外 合 計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

1．事業所と話し合い

を重ねる 10 76.9％ 34 58.6％ 44 62.0％ 

2．評価機関で再検討

する 7 53.8％ 34 58.6％ 41 57.7％ 

3．改善提案の表現を

見直す 10 76.9％ 39 67.2％ 49 69.0％ 

4．改善提案の内容を

見直す 4 30.8％ 19 32.8％ 23 32.4％ 

5．評価決定委員会に

諮る 0 0.0％ 15 25.9％ 15 21.1％ 

6．改善提案を取り下

げる 1 7.7％ 2 3.4％ 3 4.2％ 

7．その他 0 0.0％ 4 6.9％ 4 5.6％ 
合 計 13 100.0％ 58 100.0％ 71 100.0％ 

 
■その他の内容 

NPO・愛媛県 最近の実績がない。 
株式・神奈川県 改善提案は全く行っていない。 
社協・岩手県 決定委員に確認し、調整する。 
社協・広島県 委員会の結果により、改善提案を取り下げる。 
・改善提案の内容変更に対する取り組みで最も多かったのは「改善内容の表現を見直す」で

69.0％である。これは、東京都に限ると 76.9％もの評価機関で実施していた。次に多いのは

「事業所と話し合いを重ねる」の 62.0％で、これも東京都に限ると 76.9％にのぼる。なお

「評価決定委員会に諮る」が東京都で 0.0％、東京都外で 25.9％なのは、東京都外では社協が

評価機関であるところが多いためと思われる。 
 
５）質問１－５：改善が必要と認識したが「改善提案」として公表に至らなかったことがあるか （表１７） 

     公表の有無 東京都 東京都以外 合 計 
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．公表に至らなかったことがある 7 35.0％ 20 24.1％ 27 26.2％ 
2．公表に至らなかったことはない 13 65.0％ 63 75.9％ 76 73.8％ 
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・改善提案が公表に至らなかったのは全体で 26.2％であった。東京都では 35.0％で東京都外

より 10.9 ポイント高い。これも質問 1－3 と同様に、東京都の事業所の公表内容への意識の

高さが影響しているのではないかと推察される。 
 
 
６）質問１－６：前問で「ある」と回答した評価機関で、公表できなかった理由・複数回答可 （表１８） 

公表できなかった理由 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．すりあわせで同意が得られ

なかった 2 28.6％ 8 40.0％ 10 37.0％ 

2．事業所イメージが悪くなる

と判断した 3 42.9％ 4 20.0％ 7 25.9％ 

3．公表するまでもない事項で

あった 0 0.0％ 7 35.0％ 7 25.9％ 

4．事業所側の努力を超える事

項であった 4 57.1％ 6 30.0％ 10 37.0％ 

5．提案が評価項目に無い事項

であった 1 14.3％ 6 30.0％ 7 25.9％ 

6．その他 0 0.0％ 4 20.0％ 4 14.8％ 
合 計 7 100.0％ 20 100.0％ 27 100.0％ 
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■その他の内容 

NPO・熊本県 
これまでの公表様式であれば、全てを記述することは出来なかった。た

だし「事業所報告書」として全項目について評価判断の理由を報告して

いる。 
NPO・山梨県 改善が必要という自信はあったが。 
社協・青森県 事業所から公表の同意を得ることができなかった。 
社協・北海道 法人の内部問題に発展すると判断した。 

 
・前問で公表できなかったことがあるとした評価機関（東京都 7 機関、東京都外 20 機関）に

対し、その理由を尋ねると「すりあわせで同意が得られなかった」「事業所側の努力を超えて

いる事項であった」が 37％と 3 分の 1 以上であった。「事業所側の努力を超えている事項」

というのは、制度や予算に絡む事項であると推察されるが、第三者評価の改善提案のあり方

としても検討が必要であろう。 
 
 
７）質問１－７：公表にはなじまない改善を要する事項について受審事業所へ評価報告書以外に改善

提案を行っているか （表１９） 

  提案の有無 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．行っている 8 42.1％ 34 42.0％ 42 42.0％ 
2．行っていない 11 57.9％ 47 58.0％ 58 58.0％ 

 

 
 
・公表になじまない事項の提案は、東京都・東京都外とも同様の傾向で、提案しているのは

42％、提案していないのが 58％と、行っていない評価機関が若干多い。 
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８）質問１－８：前問で「行っている」と回答した評価機関に、どのような形で改善提案を伝えているか・

複数回答（表２０） 

提案の伝え方 
東京都 東京都以外 合 計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

1．評価のプロセスの

中で提案することが

ある 
6 75.0％ 21 61.8％ 27 64.3％ 

2．訪問調査の終了時

の意見交換で提案す

ることがある 
4 50.0％ 23 67.6％ 27 64.3％ 

3．評価結果の報告時

に口頭で提案するこ

とがる 
6 75.0％ 19 55.9％ 25 59.5％ 

4．アドバイスレポー

トを作成して提案す

ることがある 
0 0.0％ 5 14.7％ 5 11.9％ 

5．その他 0 0.0％ 2 5.9％ 2 4.8％ 
合 計 16 100.0％ 70 100.0％ 86 100.0％ 

 

 
 
■その他の内容 

社協・岩手県 報告書の最後に提案項目があり、そこで示している。 
社協・大阪府 非公表版の評価結果報告書にコメントを記入する場合がある。 

 
・全評価機関で、提案の多くは「評価プロセス中」「訪問調査後の意見交換」が多く 64.3％を

占めていた。東京都の機関では「評価プロセス中」「評価結果報告時に口頭」で提案している

との回答が 75.0％と多い。 
・一方、東京都以外は「訪問調査後の意見交換」で提案することが多く、67.6％の評価機関で

実施していた。また、アドバイスレポートの作成も 14.7％と、少ないながら行われている。 
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９）質問１－９：改善提案について、評価機関としての独自の取り組みがあれば記入してください 

NPO・秋田県 2 回目の受審から訪問時に改善案をチェックする。 
NPO・東京都 口頭で話す場合が多い。 

NPO・東京都 改善提案を受けて取り組んだことについて「報告会」を実施するように

事業所へ提案している。そこに評価機関が参加し、感想を述べている。 

NPO・兵庫県 基本的には各事業所が気づくよう方向性を示しながら打ち合わせするが

他の事例を提示することもある（具体的な名称は出さない）。 

株式・愛知県 改善を必要とする事項について事業所（管理者、職員）が自らに気づく

手法をとっている。 

株式・三重県 利用者本位の視点から福祉への貢献を最大化し、かつ事業として経営が

成り立つよう改善すべきことは適切に伝える方針である。 

株式・神奈川県 第三者評価では「気づき」が重要と考え、調査で例示し、話し合うなか

で結論を、そして改善策は先方に任せるべきとしている。 

株式・神奈川県 
提案を意識すると評価が変わることが多く、評価者には提案でなく課題

として指摘するよう指導している。事業所からは評価することについて

理解を得るようにしている。 

株式・東京都 講評で「なし」の評点の項目のみでなく、「あり」でも少し工夫すれば

もっとよくなることを改善提案に入れるようにしている。 
株式・東京都 事業所向けのレポートを作成し、具体的な改善策を促している。 
社協・岩手県 報告書の最後に提案項目があり、そこで示している 

社団・岡山県 改善提案として公式に行うことはない。訪問時に気づいた点等を口頭で

伝える場合はある。 

社団・京都府 質問等があった場合は丁寧に説明するよう心がけている。しかし独自の

取り組みとまでは言えないように思う。 
社団・熊本県 評価分析表を事業所に渡している。 

有限・長野県 個々の職員には個別に独自の設問を設け、そこから得られた内容を精査

して別の報告をしている。 
 
１０）質問２－１：受審事業所から情報提供・助言を求められたことがあるか （表２１） 

要求の有無 
東京都 東京都以外 合 計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．ある 17 85.0％ 61 71.8％ 78 74.3％ 
2．ない 3 15.0％ 24 28.2％ 27 25.7％ 
合 計 20 100.0％ 85 100.0％ 105 100.0％ 

 
・平均して 74.3％と約 4 分の 3 の評価機関が助言を求められている。東京都内の機関では

85％と、平均を大きく上回っている。一方、東京都外は「助言を求められたことがない」が

28.2％と、平均を若干上回る割合であった。 
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１１）質問２－２：前問で「ある」と回答した評価機関に、どのような情報提供・助言を求められたか・ 

複数回答可 （表２２） 

求められた内容 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．評価基準の解釈について教え

てほしい 5 29.4％ 45 75.0％ 50 64.9％ 

2．改善へどのように取り組むか

アドバイスがほしい 10 58.8％ 44 73.3％ 54 70.1％ 

3．この評価項目を「a」にする

にはどのように取り組むのか 1 5.9％ 20 33.3％ 21 27.3％ 

4．同業他事業所の取り組み例を

教えてほしい 10 58.8％ 41 68.3％ 51 66.2％ 

5．事業をめぐる今後の動向につ

いて教えてほしい 8 47.1％ 20 33.3％ 28 36.4％ 

6．その他 0 0.0％ 2 3.3％ 2 2.6％ 
合 計 17 100.0％ 60 100.0％ 77 100.0％ 

 

 
 
■その他の内容 

株式・神奈川県 具体的な事例を求められることもある。 
社団・岡山県 第三者評価の意義、効果が不明である。 

 
・助言や情報提供を求められた内容として最も多かったのは「改善取り組みのアドバイス」

であり、これが 70.1％を占めていた。次いで「評価基準の解釈」が 64.9％である。東京都は

「改善取り組みのアドバイス」「同業の他事業所の取り組み」が 58.8％と最も多くなっている。

一方、東京都外では「評価基準の解釈」への助言を求めることが最も多く 75％を占めていた。

また「改善取り組みのアドバイス」も 73.3％を占めている。 
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１２）質問２－３：情報提供・助言を求められた際、どのように対応するか・複数回答可 （表２３） 

評価機関としての対応 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．評価機関の役割ではないので

対応しない 0 0.0％ 2 2.4％ 2 2.0％ 

2．評価基準の解釈については対

応する 10 55.6％ 69 84.1％ 79 79.0％ 

3．他の事業所の優れた取組を紹

介する 6 33.3％ 30 36.6％ 36 36.0％ 

4．事業をめぐる動向を知りうる

範囲で情報提供する 13 72.2％ 44 53.7％ 57 57.0％ 

5．その他 1 5.6％ 5 6.1％ 6 6.0％ 
合 計 18 100.0％ 82 100.0％ 100 100.0％ 

 

 
 
■その他の内容 

NPO・愛媛県 最近の実績がない。 
株式・神奈川県 情報提供・助言を求められない限り、控えている。 
株式・東京都 「解答」ではなく、考える材料や機会を提供している。 
社協・広島県 評価調査者が自施設などの取り組みを紹介している。 
社団・京都府 簡単なアドバイスはしている。 

 
・回答結果を見ると「評価基準について」あるいは「動向など知り得る範囲で」対応するが

それぞれ 79％、57％と続いている。しかし、この 2 つについてはは東京都と都外では大きく

差があった。「評価基準について」対応する評価機関は東京都外に多く 84.1％を占めていた。

一方、都内では 55.6％と都外を大きく下回っている。東京都外の事業所は受審回数が少ない

ため、評価基準に対する質問が多いのではないか。 
・また「動向など知り得る範囲で」を選んでいるのは、東京都で 72.2％、東京都外では

53.7％と、都内の評価機関が都外を大きく上回っている。 
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１３）質問２－４：情報提供・助言について、評価機関として独自の取り組みがあれば記入してください 

NPO・愛媛県 県立の体制の整っている施設に問い合わせ、回答したことがある。 

NPO・熊本県 助言等はできるだけ控え、事業所の気づきを促し、主体的な取り組みを

支援する姿勢を大切にしている。 
NPO・秋田県 パソコンで情報提供している 

NPO・東京都 調査に十分な時間をかけ（2 日間）、対話を通じて事業所側が改善課題に

気づいてくれることを意識している。 
NPO・東京都 待機児童の解消（保育園）、利用対象児の拡充（保育園）。 

NPO・兵庫県 基本的に直接的な助言は行わないが、気づきが得られるように参考例と

して助言している。 
NPO・兵庫県 情報の収集のしかた等についてアドバイスしている。 

株式・三重県 企業経営的なコンサルティング内容であっても、必要であると考えた場

合は伝える（ただしコンサルディングを行うのではない）。 

株式・神奈川県 改善の必要性はあっても、行政や法律に問題があるケースも多いため、

公表するなかで示すように心がけている。 

株式・神奈川県 評価者は助言したがるので、求められた限りにおいて対応するようにし

て、取り組みは最小限に抑えるようにしている。 
株式・東京都 改善のヒントとなる事項を口頭で提供している。 
株式・東京都 資料を提供している。 

株式・東京都 

助言については、評価者の能力等が必要となるため、積極的には行って

いない。情報提供は、評価者の知り得る範囲で応じているので評価者は

常に法律やしくみの変更について正しい情報が得られるよう勉強会等を

実施している。 
社協・岩手県 自己評価研修会で例示している。 
有限・長野県 各種の情報収集に努めている。 

 
１４）質問３－１：フォローアップのしくみの有無 （表２４） 

しくみの有無 
東京都 東京都以外 合 計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．ある 6 30.0％ 21 24.7％ 27 25.7％ 
2．ない 14 70.0％ 64 75.3％ 78 74.3％ 
合 計 20 100.0％ 85 100.0％ 105 100.0％ 

 
 
・東京都・都外にほとんど差がない。25～30％がフォローアップのしくみを持ち、70～75％
はしくみを持っていない。 



31 

１５）質問３－２：前問で「ある」と回答した評価機関に、どのようなフォローアップのしくみがあるか・ 

複数回答可 （表２５） 

    しくみ 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．評価終了後に事後アン

ケートを実施 1 16.7％ 9 42.9％ 10 37.0％ 

2．受審報告会へ参加し提

案の根拠を発表 5 83.3％ 8 38.1％ 13 48.1％ 

3．改善取組の再評価をオ

プション契約に盛り込む 0 0.0％ 3 14.3％ 3 11.1％ 

4．継続受審をオプション

契約に盛り込む 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

5．その他 1 16.7％ 5 23.8％ 6 22.2％ 
合 計 6 100.0％ 21 100.0％ 27 100.0％ 

 

 
 
■その他の内容 

NPO・兵庫県 評価機関の実施後の有効性の確認として、同じ評価機関で更新するよう

勧めている。 
株式・東京都 職員を対象に具体的な「説明会」を開催している。 
社協・岩手県 複数年契約を結んでいる 

社協・岐阜県 1 年後以降に「b 評価」「c 評価」については再度評価するという契約が

ある（別料金）。 
社協・和歌山県 利用者アンケートの提案等。 
社福・青森県 自己点検表を独自に作成している。 

 
・「フォローアップのしくみがある」と回答した東京都の 6 機関と東京都外 21 機関を対象と

して、どのようなしくみか尋ねたところ、最も多かったのは「受審報告会への参加」で

48.1％であった。これは東京都と都外で大きく差がある。東京都は 83.3％が実施し、都外は

38.1％である。次いで「事後アンケートの実施」が 37.0％で続く。こちらは報告会への参加

とは逆に、東京都が 16.7％、都外は 42.9％と大きな差がある。なお「継続受審をオプション

契約に盛り込む」という回答はなかった。 
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１６）質問３－３：フォローアップのしくみの必要性 （表２６） 

   必要性 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．必要である 7 35.0％ 48 57.8％ 55 53.4％ 
2．必要でない 4 20.0％ 1 1.2％ 5 4.9％ 
3．何ともいえない 9 45.0％ 26 31.3％ 35 34.0％ 
4．その他 0 0.0％ 8 9.6％ 8 7.8％ 
合 計 20 100.0％ 83 100.0％ 103 100.0％ 

 

 
 
■その他の内容 

NPO・熊本県 第三者評価に対する事業者の「本気度」に左右されると思われる。 
NPO・大阪府 事業所側で必要と思われる場合には対応している。 
株式・神奈川県 第三者評価であるため、事業の PDCA サイクルに入るべきでない。 

株式・神奈川県 評価はコンサルテーションでない。また監査でもない立場から気づきを

中心として評価を進めている。 

社協・高知県 必要であるが、改善支援やコンサルテーションは、評価以外のしくみで

行うべきものと考える。 

社協・山口県 事業所ごとに求めることが異なる。求めに応えられる体制、しくみ等は

必要である。 
社団・神奈川県 必要な場合もある。 
有限・長野県 必要とは思うが、その経費が出せない。 

 
・第三者評価後のフォロー体制の必要性について「必要ない」としている評価機関は 4.9％と

極めて少ない。東京都外では 1.2％とさらに少ないが、東京都では 20％と高い割合を占めて

いる。約半数の 53.4％の評価機関が「必要である」としているが、東京都では 35％と平均を

大きく下回っている。その他の内容からは「フォローアップ＝コンサルテーション」である

ため、それは第三者評価機関の役割ではないと考えているケースも少なくない。 
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１７）質問３－４：継続受審を働きかけているか （表２７） 

     継続受審 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．働きかけている 12 60.0％ 44 52.4％ 56 53.8％ 
2．働きかけていない 8 40.0％ 40 47.6％ 48 46.2％ 
合 計 20 100.0％ 84 100.0％ 104 100.0％ 

 
・継続受審への働きかけは、都内外問わず「働きかけを行っている」のはそれぞれ 60％、

52.4％であるが、都内の取り組みが若干多くなっている。全体では 53.8％と半数以上の評価

機関が何らかの働きかけを行っている。 
 
１８）質問３－５：前問で「働きかけている」と回答した評価機関に、どのような働きかけをしているか・

複数回答可 （表２８） 

   働きかけの内容 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．適当な時期に案内を送付する 9 75.0％ 21 46.7％ 30 52.6％ 
2．適当な時期に訪問して働きか

ける 4 33.3％ 13 28.9％ 17 29.8％ 

3．初回受審の契約時に継続受審

契約を働きかける 2 16.7％ 7 15.6％ 9 15.8％ 

4．継続受審を確約したら評価料

金を値引きする 0 0.0％ 2 4.4％ 2 3.5％ 

5．その他 0 0.0％ 9 20.0％ 9 15.8％ 
合 計 12 100.0％ 45 100.0％ 57 100.0％ 

 

 
 



34 

■その他の内容 

NPO・熊本県 初回の受審時、評価受審報告会等の場で「今後もご縁があれば宜しく」

と挨拶している。 
NPO・熊本県 評価報告書の提出時、3 年後を目途に受審を口頭で提案している。 
NPO・山梨県 初回のときに、定期的な受審を勧めている。 
株式・愛知県 継続受審の場合に値引きがある。 

株式・神奈川県 指定管理施設で、第三者評価を義務づけられている事業所のフォローを

している。 
社協・宮城県 受審契約の際に、複数回受審の効果を説明している。 

社協・青森県 事業者との打ち合わせにおいて、PR 用のチラシ（継続受審のメリットが

記載されている）を用いて説明している。 
社団・神奈川県 電話で継続研修を働きかけている。 

有限・長野県 継続受審の際は値引きするが、事業所の意見を尊重し事前の働きかけは

していない。 
・継続受審を働きかけている東京都 12 機関、都外 44 機関、および「その他」として回答の

あった東京都外 1 機関の計 57 機関を対象に集計した。 
・最も多かったのは「適当な時期の案内の送付」で、全体では 52.6％である。東京都では

75％で、都外は若干少ないものの 46.7％を占めている。次いで「適当な時期に訪問する」が

29.8％であった。こちらも東京都の 33.3％に比べ、都外が 28.9％と若干少ない。 
・件数は少ないが、続受審の確約がある場合は値引きするという評価機関が 2 カ所あった。 
 
１９）質問４－１：評価調査者に研修を実施しているか （表２９） 

    研修の有無 
東京都 東京都以外 合計 

件 数 ％ 件 数 ％ 件 数 ％ 

1．実施している 15 75.0％ 60 69.0％ 75 70.1％ 
2．実施していない 5 25.0％ 27 31.0％ 32 29.9％ 
合 計 20 100.0％ 87 100.0％ 107 100.0％ 

 
 
・評価調査者への研修は、全体では 70.1％の評価機関で実施し、都内 75％、都外 69％と差は

あまりなかった。研修を実施している機関が 7 割と捉えるのではなく、3 割も研修を実施して

いない現状こそ問題である。 
・評価機関に評価調査者の質を高めるという意欲がなければ、第三者評価の信頼度は、いつ

までも高くならないだろう。 
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２０）質問４－２（１）：前問で「実施している」と回答した評価機関の研修の開催頻度 （表３０） 

開催頻度 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．月 1 回以上実施 0 0.0％ 3 5.0％ 3 4.0％ 
2．2 カ月に 1 回程度実施 1 6.7％ 2 3.3％ 3 4.0％ 
3．3～4 カ月に 1 回程度実施 4 26.7％ 7 11.7％ 11 14.7％ 
4．6 カ月に 1 回程度実施 1 6.7％ 9 15.0％ 10 13.3％ 
5．年間 1 回程度の実施 7 46.7％ 21 35.0％ 28 37.3％ 
6．不定期に実施 2 13.3％ 18 30.0％ 20 26.7％ 
合 計 15 100.0％ 60 100.0％ 75 100.0％ 

 
 
・開催頻度は「年 1 回程度」が都内都外とも最も多い。評価調査者の質を高める努力が必要

にもかかわらず、あまり取り組まれていない実態である。前問の「研修を実施していない」

32 カ所と「年 1 回程度」の 28 カ所を合わせて 56.1％（前問回答 107 カ所中）にもなる。 
・第三者評価には「個別研修計画の策定」などの職員研修の評価項目が複数あるが、それを

評価機関に当てはめると「c 評価」が多いのではないか。第三者評価の推進や評価機関の質の

向上に研修は欠かせないが、評価機関のマネジメントが大きな課題と認識させられる。 
 
 
２１）質問４－２（２）：前問で「実施している」と回答した評価機関の研修内容・複数回答可 （表３１） 

         研修内容 
東京都 東京都以外 合 計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．評価ガイドラインの研修 8 53.3％ 48 78.7％ 56 73.7％ 
2．福祉サービス毎の内容把握 8 53.3％ 33 54.1％ 41 53.9％ 
3．マネジメントの研修 1 6.7％ 7 11.5％ 8 10.5％ 
4．評価結果の記入方法 7 46.7％ 33 54.1％ 40 52.6％ 
5．利用者調査の分析方法 2 13.3％ 11 18.0％ 13 17.1％ 
6．面接・コミュニケーション技術 6 40.0％ 13 21.3％ 19 25.0％ 
7．医療やケアの知識 2 13.3％ 5 8.2％ 7 9.2％ 
8．最新の福祉関係の動向 10 66.7％ 30 49.2％ 40 52.6％ 
9．その他 2 13.3％ 9 14.8％ 11 14.5％ 
合 計 15 100.0％ 61 100.0％ 76 100.0％ 
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■その他の内容 

NPO・長崎県 種別ごとに専門家を講師に招き、セミナーを開催している。 
株式・愛知県 評価機関の評価理論の徹底を図っている。 
株式・神奈川県 会社のポリシー、独自性の共有を図っている。 
株式・神奈川県 施設見学会、パソコン研修を実施している。 

株式・東京都 評価中、現場で起きる事柄についてリーダー的職員が講師になり検討し

勉強会を実施している。 
財団・大阪府 人権研修を実施している。 
社協・宮城県 外部研修に職員を派遣している。 
社協・富山県 評価調査者間で意見交換している。 
社協・和歌山県 継続研修の毎年受講を推奨している。 
社団・岡山県 実践課題を検討している。 
社団・東京都 利用者調査の手法や記述の統一性を確保するよう努めている。 

 
・「評価ガイドラインの研修」73.7％、「福祉サービス毎の内容把握」53.9％、「評価結果の

記入方法」52.6％、「最新の福祉関係動向」52.6％などの回答結果であった。 
・回答の特徴としては「評価ガイドラインの研修」が東京都で 53.3％であるのに対し、東京

都外では 78.7％と高い状況である。これは、東京都の評価調査者は評価件数が多く経験知を

積んでいるのに比べて、東京都外の評価調査者は、そこまで至っていないからではないか。 
・一方「最新の福祉関係の動向」は東京都が 66.7％であり、東京都外は 49.2％と差が出た。

質問 2―2「事業をめぐる今後の動向について教えてほしい」も東京都が多かった。所在地が

どこであれ、事業所がその事業の今後の動向に関心を持つことは当然との前提からすれば、

東京都の評価機関は、事業所からサービスの動向をよく知っていると思われているのであろ

うし、それゆえ研修内容に盛り込んでいるのではないか。コンサルティング・シンクタンク

系の評価機関が多いこともその一因であろう。 
・「面接・コミュニケーション技術」も東京都は 40.0％と高く、顧客重視の姿勢がある。 
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２２）質問４－３：前問で「実施していない」と回答した評価機関の研修を実施していない理由・複数回

答可 （表３２） 

研修していない理由 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．研修時間が確保できない 3 60.0％ 5 19.2％ 8 25.8％ 
2．適当な講師がいない 0 0.0％ 5 19.2％ 5 16.1％ 
3．他の研修に参加させている 2 40.0％ 14 53.8％ 16 51.6％ 
4．必要と思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 
5．評価そのものが研修（OJT） 3 60.0％ 10 38.5％ 13 41.9％ 
6．その他 1 20.0％ 9 34.6％ 10 32.3％ 
合 計 5 100.0％ 26 100.0％ 31 100.0％ 

 
■その他の内容 

NPO・秋田県 研修費が出ない。 
NPO・東京都 施設調査を多数している。 
株式・三重県 基本としては県の研修がある。 
株式・山梨県 全国共通のカリキュラムによる研修の実施を求める。 
株式・長野県 県の研修の受講を年 1 回義務づけている。 
社協・宮崎県 検討中である。 
社協・広島県 結果認証委員会で意見交換し、意識を共有している。 

社協・高知県 
評価調査者は現役の専門職で、情報提供以上の資質向上を必要としない。

また、現役ゆえに研修時間が確保できない。実施件数が少ないため経営的

にも off-JT を提供しづらい。 
社協・三重県 県の推進組織が養成研修を実施している。 
社協・福井県 現在のところ、県の推進組織が実施する研修に委ねている。 
・「他の研修に参加させているから」が 51.6％と多数を占めている。しかし、評価調査者を

対象とする民間の研修はほとんどない状況を考えると、都道府県推進組織の継続研修などが

その内容であると推察される。他の回答でも「推進組織の研修への参加」が多い。もちろん

評価機関を認証するのは推進組織の役割であるが、評価機関の育成も推進組織の重要な任務

である。評価機関が自前の研修をできていない状況では、推進組織に期待する面も大きい。

推進組織は「養成研修」「継続研修」だけでなく、サービス種別ごとの研修、ガイドライン

更新時の研修など、多様に取り組むよう期待したい。 
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２３）質問４－４：外部研修へ積極的に参加させているか・複数回答可 （表３３） 

外部研修への参加促進 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．受講料を負担し参加させている 7 35.0％ 37 42.5％ 44 41.1％ 
2．受講料は負担しないが参加の呼

びかけをしている 12 60.0％ 29 33.3％ 41 38.3％ 

3．参加するような声かけは特にし

ていない 2 10.0％ 15 17.2％ 17 15.9％ 

4．そもそも参加させるような研修

がない 1 5.0％ 10 11.5％ 11 10.3％ 

5．その他 2 10.0％ 4 4.6％ 6 5.6％ 
合 計 20 100.0％ 87 100.0％ 107 100.0％ 

 
■その他の内容 

NPO・兵庫県 県主催の養成研修に参加している。 
株式・三重県 研修内容により判断している。 
財団・熊本県 県が毎年実施する継続研修のみ参加している。 
社協・広島県 社会的養護に関する研修のみ受講料を負担し必要に応じ参加している。 
社団・東京都 一部受講料を負担し参加している。 
社団・東京都 研修費名目で現金を支給している。 

 
・概ね積極的に参加するよう声かけしている様子である。受講料の負担は、東京都では負担

しないが多く、都外では負担するが多い。評価調査者の確保の問題や外部研修の価格などの

要因もあろうが、本調査ではそこまでの要因の推測はできない。 
 
２４）質問５－１：評価調査者の確保についてどのような課題があるか・複数回答可 （表３４） 

評価調査者の確保の課題 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．リーダーの確保が困難 7 38.9％ 42 51.9％ 49 49.5％ 

2．特定分野の調査者確保が困難 10 55.6％ 50 61.7％ 60 60.6％ 

3．評価結果をまとめる調査者の

確保が困難 6 33.3％ 33 40.7％ 39 39.4％ 

4．その他 2 11.1％ 8 9.9％ 10 10.1％ 
合計 18 100.0％ 81 100.0％ 99 100.0％ 
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■その他の内容 

NPO・滋賀県 高齢者ボランティア団体で、毎年リタイア者がいて新メンバーの補充が

欠かせないが、やさしい状況とは言えない。 
NPO・兵庫県 困っていない。 
NPO・兵庫県 評価の依頼件数が少ないため、実務の経験回数が少なくなる。 
株式・神奈川県 高齢化（平均 65 歳）のため、若手の発掘が課題である。 
株式・東京都 評価先を広げていないため、確保する必要がない。 
社協・青森県 評価調査者自体の確保が難しい。 
社協・大阪府 評価調査者が不足している。 
・「特定分野の評価調査者の確保困難」が 6 割を占め、「リーダー確保が困難」も 5 割である。

評価調査者の養成は推進組織の役割であるが、まずは調査者の実態把握が必要と考える。 
 
２５）質問５－２：前問で「特定分野の調査員確保が困難」とした評価機関の確保しにくい分野（表３５） 

評価分野 
東京都 東京都以外 合計 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

1．経営分野 5 50.0％ 12 24.0％ 17 28.3％ 
2．保育分野 2 20.0％ 29 58.0％ 31 51.7％ 
3．障害分野 3 30.0％ 21 42.0％ 24 40.0％ 
4．高齢分野 4 40.0％ 10 20.0％ 14 23.3％ 
5．社会的養護分野 3 30.0％ 20 40.0％ 23 38.3％ 
6．その他 0 0.0％ 3 6.0％ 3 5.0％ 
合 計 10 100.0％ 50 100.0％ 60 100.0％ 

 
・評価調査者が確保しづらい分野として、東京都では「経営分野」が 50.0％で、東京都外は

「保育分野」が 58.0％と高かった。保育の受審補助制度が始まったことから、東京都外では

保育の受審増加が予想される。保育分野の評価調査者の確保は喫緊の課題となっている。 
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■その他の内容 

株式・神奈川県 保育に予算がついたため、行政は保育の研修ばかり実施している。 

社協・静岡県 
調査員を多く確保しても、申し込み研修は各年に偏りがあって、調査に

いけない年もある。実施時期が 12 月～翌 2 月に集中するため、専任の

調査員が不在で、各分野とも調査員確保が難しい状況である。 
社福・青森県 評価調査者自体が少なく、接触することも困難である。 

 

３．フォローアップのしくみに関する調査結果の分析 

１）フォローアップ体制の有無による継続受審件数の差はない 

フォローアップの体制 N 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 平均値の差 

保 育 ある 27 6.93 13.453 2.589 1.208 
ない 78 5.72 26.356 2.984 

高 齢 
ある 27 9.93 20.373 3.921 

-2.651 
ない 78 12.58 49.354 5.588 

社会的養護 ある 27 2.00 5.704 1.098 -0.449 
ない 78 2.45 11.267 1.276 

障 害 
ある 27 8.96 22.029 4.239 

4.809 
ない 78 4.15 19.107 2.163 

その他 ある 27 .52 1.718 .331 -0.225 
ない 78 .74 3.289 .372 

合 計 
ある 27 28.3333 49.40414 9.50783 

2.692 
ない 78 25.6410 91.39936 10.34894 

・継続受審件数そのものを質問紙では聞いていないため、サービス種別の過去 6 年間の継続

受審件数の和から、フォローアップ体制の有無による有意差を見た。保育分野、高齢分野、

社会的養護関係施設、障害分野、その他、合計でそれぞれの平均値に差はあるが、いずれも

有意差はなく、フォローアップ体制の有無が継続受審件数の差とはなっていない。 

２）継続受審の働きかけの有無による継続受審件数の差はない 

継続受審の働きかけ N 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 平均値の差 

保 育 
ある 56 7.80 28.774 3.845 

3.720 
ない 48 4.08 16.170 2.334 

高 齢 
ある 56 18.29 57.955 7.745 

13.640 
ない 48 4.65 13.721 1.981 

社会的養護 
ある 56 2.13 4.691 .627 

-.500 
ない 48 2.63 14.145 2.042 

障 害 
ある 56 5.93 18.302 2.446 

1.054 
ない 48 4.88 21.981 3.173 

その他 
ある 56 .86 3.534 .472 

.357 
ない 48 .50 2.164 .312 

合 計 
ある 56 35.0000 100.60743 13.44423 

18.27083 
ない 48 16.7292 54.75739 7.90355 
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・継続受審件数そのものを質問紙では聞いていないため、サービス種別の過去 6 年間の継続

受審件数の和を用い、継続受審の働きかけの有無により有意差を見た。保育分野、高齢分野、

社会的養護関係施設、障害分野、その他、合計でそれぞれの平均値に差はあるが、いずれも

有意差はなく、働きかけの有無が継続受審件数の差とはなっていない。 

３）フォローアップのしくみがある評価機関では継続受審の働きかけが積極的である 

働きかけ 
フォローアップのしくみの有無 

合 計 
あ る な い 

継続受

審の働

きかけ 

働きかけている 
20 36 56 

74.1％ 46.8％ 53.8％ 
35.7％ 64.3％ 100.0％ 

働きかけていない 
7 41 48 

25.9％ 53.2％ 46.2％ 
14.6％ 85.4％ 100.0％ 

合 計 27 77 104 
26.0％ 74.0％ 100.0％ 

・フォローアップのしくみの有無と評価機関では継続受審の働きかけの有無にクロス集計の

結果、有意差があり、フォローアップ体制がある受審機関は継続受審の働きかけを積極的に

行っている。 

４）第三者評価がほぼ義務化されている東京都では高齢分野の継続受審件数が多い 

継続受審の働きかけ N 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 平均値の差 

保 育 
東京都内 20 17.0500 45.34485 10.13942 

13.87609 
東京都外 92 3.1739 13.35451 1.39230 

高 齢 
東京都内 20 48.1000 90.99734 20.34762 

44.98043 
東京都外 92 3.1196 9.86039 1.02802 

社会的養護 
東京都内 20 6.7000 21.74760 4.86291 

5.49348 
東京都外 92 1.2065 3.59957 .37528 

障 害 
東京都内 20 15.2000 36.56947 8.17718 

12.35217 
東京都外 92 2.8478 12.16456 1.26824 

その他 東京都内 20 2.6000 6.15929 1.37726 2.38261 
東京都外 92 .2174 1.04646 .10910 

合計 
東京都内 19 120.37 185.873 42.642 

94.202 
東京都外 78 26.17 37.345 4.229 

 
・継続受審件数そのものを質問紙では聞いていないため、サービス種別の過去 6 年間の継続

受審件数の和を用い、義務化の有無により有意差を見た。保育分野、社会的養護関係施設、

障害分野、その他で、それぞれの平均値に差はあるがいずれも有意差はなく、所在地は継続

受審件数の差となっていない。一方、高齢分野と合計ではそれぞれの平均値には大きな差が

ある。いずれも有意差があり、所在地によって継続受審件数に差が見られる。 
・社会的養護関係施設については、平成 24 年度より、全国一律に受審が義務づけされたこと

から格差がなくなったものと考えられる。 
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３  改善提案に関する評価機関アンケート調査のまとめ 

 

１．評価機関の概要 

 東京都は入所施設と保育所は義務に準ずる 3 年に 1 回の受審であり、受審件数および評価

機関とも他の道府県より抜きん出ているため、東京都と都以外に分けて集計・分析した。 
 特徴と思われる点について、以下のように抽出した。 
 

１）他県における第三者評価の実績 

 過去 6 年間の評価の実績件数を見たところ、他県でも評価を実施していたのは 25 機関で、

平均 13.4 件であったが、東京都の評価機関の場合には、都以外での評価の実績が都外の評価

機関より 2 倍近く多い。 
これは、東京都の評価機関数が多いことと、経験の積み重ねがあることにより他県からも

評価機関として選択されているものと思われる。保育所の第三者評価が進むことを予測した

とき、この傾向はさらに顕著になるものと考えられる。 
 

２）第三者評価以外の実施事業 

 第三者評価以外の事業を行っている評価機関は多い。複数回答であるが、東京都の場合は

「コンサルティング」53％、「シンクタンク」40％で、東京都以外の評価機関は「地域密着

サービス外部評価」74％、「介護サービス情報公表」31％など、その他の多様な事業を行って

いる。第三者評価事業だけでは、法人の経営が難しいという実態がある。 
 

２．調査結果のまとめと提案 

 まずは「改善提案」に直接関係している項目に焦点をあて、考察する。 
 

１）評価報告書に 「改善提案」 を提示する際の 「報告会」 等の必要性 

 報告書の説明にとどめている評価機関は 56.6％であった。東京都 35.0％、都以外 61.6％と

いう内訳である。また、説明会等を活用して改善の必要性を提案している評価機関の割合も

東京都が 45.0％と高い。東京都では、評価プロセスにフィードバックの実施を位置づけて、

事業所における「評価報告書」（原案）の説明を明記している。なお、全国社会福祉協議会

（全社協）が示している第三者評価の実施プロセスにおいても、事業所に対する評価結果の

報告は明記されているが、都道府県推進組織レベルでは確認できない。 
第三者評価を改善に活用している事業所の事例を分析すると（*）、サービスの向上を目的

とした受審動機が明確なこと、事業所内に体制をつくり第三者評価に取り組んでいることが

ある。また、報告会を開催し、経営層・リーダー層のみならず全職員を対象として実施して

いることがあげられる。評価機関は、サービスの質の向上に資するという第三者評価の目的

達成のために、報告会のもつ意味を再確認する必要がある。 
* ：平成 24 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）「福祉サービス第三者評価調査者の質の向上に関する調査研究」特定非営利活動法人メイ

アイヘルプユー（平成 25 年 3 月発行） 
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*：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）「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」別冊「第三者評価活

用事例集」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（平成 27 年 3 月発行） 

 

２）事業所から情報提供・助言を求められる内容 

「事業所から助言を求められる」ということについて、評価機関の回答結果は平均 74.3％
と高い割合である。特に、東京都の評価機関では 85.0％と平均を大きく上回っている。 
求められる内容として最も多いものは「改善取り組みのアドバイス」であるが、都内では

「改善取り組みのアドバイス」「同じ分野の他事業所の取り組み」である。一方、都以外では

「評価基準の解釈」「改善取り組みのアドバイス」への助言である。 
東京都では継続受審数が多いため、評価基準の理解は進んでいることが影響していると

思われる。 
 

３）事業所から情報提供・助言を求められた場合の対応 

 「評価基準の解釈については対応する」が 79.0％、「事業をめぐる動向を、知り得る範囲で

情報提供する」は 57.0％である。 
評価機関・評価調査者には、評価基準について熟知していることだけでなく、福祉制度の

全般の動向、対象となるサービス分野・種別に関する運営基準、制度の変更点等についても

情報を持っていることが必要である。 
評価調査者が上記の知見を確実に持っていることを期して、評価機関としては研修内容に

取り入れて周知を図ることが求められる。 
 

４）報告書には記載しない （公表になじまない） 改善を要する事項への対応 

 改善提案・公表にはなじまないが改善を要する事項がある場合について、どのような理由

から公表をしなかったかは「事業所とのすり合わせで同意が得られなかった」が 37.1％で、

「事業所の努力を超えている事項であった」が 37.0％であった。また東京都では「事業所の

イメージが悪くなると判断した」も、42.2％の評価機関が、公表しなかった理由として示して

いる。 
このような「公表にはなじまない」といった場合に、評価報告書に記載する以外の方法で

改善提案を行っている評価機関は 42.0％であった。どのような方法で改善提案を伝えている

かについては「評価プロセスで提案することがある」64.3％、「訪問調査終了時の意見交換で

提案することがある」64.3％、「評価結果の報告時に口頭にて提案することがある」59.5％で

ある。さらに「アドバイスレポートを作成して提案することがある」も 11.9％で見られた。 
東京都では「評価プロセス」「評価結果報告時に口頭で」が 75.0％と多い。一方で、都以外

では「訪問調査後の意見交換」により提案することが多く、67.6％の評価機関が実施している。

また「アドバイスレポートの作成」も、数は少ないが 14.7％で行われている。 
 評価機関は、受審事業所の改善に資するためには、評価の全プロセス、すなわち「説明・

契約時」「場面観察時」「聞き取り調査時」「報告会の開催時」など、そのいずれの場合も改善

提案の機会とすることが求められている。 
評価機関・評価調査者の基本的な姿勢は、評価基準の理解と遵守である。事業所の独自性

と取り組み状況を理解し、事業所が評価基準の達成と目指すべき状態に向かいように、改善

可能な事項を明らかにすることに評価機関として関与すべきことを改めて確認したい。 
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５)フォローアップのしくみとその必要性 

 「フォローアップのしくみがある」は 25.7％である。内容は「受審報告会に参加し提案の

根拠を発表する」が 48.1％、「評価終了後に事後アンケートを実施する」37.0％である。その

他も多く、22.2％であった。評価機関のうち 53.4％が「フォローアップのしくみを持つ必要

がある」と回答しているが、それについて「何とも言えない」も 34.0％であった。 
フォローアップとコンサルテーションについて考えてみたい。 
フォローアップをコンサルテーションと認識し、第三者評価の役割ではないと考えている

評価機関は、少なくない。現状では「報告会」への参加や「事後アンケート」の実施などの

一時的なかかわりのレベルであり、法人の一事業として、目的と成果を明確にして継続的に

関与するコンサルテーションとの違いはわかりやすいと思われる。 
一方、第三者評価で実施する「情報提供・助言」「フォローアップ」などにコンサルテー

ションの機能があるとする見解がある。第三者評価は、あくまでも事業所の気づきの促進を

目的とすべきであるとする意見もあるが、気づきの促進として、情報提供・助言などがある

とも言える。事業所から情報提供や助言が求められている現状にどのように対応するのか、

少なくとも評価機関として見解を明確にし、方針を定める必要があろう。 
 

６）継続受審の働きかけ 

都内・都外問わず「働きかけを行っている」という評価機関はそれぞれ 60.0％、52.4％と

多いが、全体では 53.8％で、継続受審について半数以上が何らかの働きかけを行っている。

継続受審の働きかけを行っている東京都内の 12 機関、東京都外の 44 機関の計 57 機関を対象

として集計したところ、最も多かったのは「適当な時期に案内を送付」で、全体では 52.6％
であった。また「適当な時期に訪問する」は 29.8％である。なお件数は少ないものの「継続

受審を確約した場合は評価料金を値引きする」という評価機関が 2 カ所あった。 
フォローアップのしくみの有無と、評価機関における継続受審の働きかけの有無について

クロス集計をしたところ、結果には有意差が見られ、フォローアップ体制がある受審機関は

継続受審の働きかけを積極的に行っていた。また、第三者評価受審がほぼ義務化されている

東京都では、高齢分野の継続受審件数が多いという結果が見られた。 
 第三者評価の継続受審については、同じ評価機関による継続した評価について賛否両論が

ある。賛成派は、信頼関係が形成されること、前回の評価結果と比較しやすいことをあげ、

反対派は、馴れ合いになること、新しい視点の取り込みをしにくくなることをあげている。

最終的には事業所の判断・選択によるが、評価機関としては、継続受審を選択した事業所の

目的や動機について確認すること、さらに適切な評価調査者の選択の視点から、慎重に検討

することが求められる。 
 
７）評価調査者への研修の実施状況とその課題 

 
（１）研修の実施状況 （内容を含む） 

評価機関における研修の実施は 70.1％であった。この結果については、29.9％が実施して

いない現状を問題とすべきある。研修の開催頻度は「年 1 回程度」が 37.3％であった。 
第三者評価には「個別研修計画の策定」など、職員研修に関する評価項目が複数あるが、

評価機関を評価すると「c 評価」が多いのではないか。第三者評価の推進や、評価機関の質の

向上に研修の実施は欠かせない。現状を見ると評価機関のマネジメントが大きな課題である

ことを改めて認識させられる。 
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研修内容は「評価ガイドラインの研修」が 73.7％、「福祉サービスごとの内容把握」

53.9％、「評価結果の記入方法」52.6％、「最新の福祉関係の動向」52.6％であった。 
研修内容の特徴としては「評価ガイドラインの研修」が東京都で 53.3％であるのに対し、

都以外は 78.7％と高い。これは、東京都の評価調査者は評価件数が多く経験知を積んでいる

ことに比べ、都外の評価調査者は、そこまで至っていないという背景があるものと思われる。

一方「最新の福祉関係の動向」については東京都 66.7％で、都以外 49.2％と差が出ている。

「事業をめぐる今後の動向について教えてほしい」も、東京都で多かった。所在地がどこで

あれ、事業所は自分の事業の今後の動向に関心を持つのが当然との前提に立てば、東京都の

評価機関は、事業所からサービスの動向についてよく知っていると思われているのであろう

し、それゆえに研修内容に盛り込んでいるといえるのではないか。また、東京都の場合には

コンサルティング・シンクタンク系の評価機関が多いことも、その一因であろう。「面接・

コミュニケーション技術」も、東京都は 40.0％と高く、顧客重視の姿勢がうかがえる。 
 
（２）評価調査者の研修への参加状況 

評価機関として研修企画していない場合は「他の研修に参加させている」が 51.6％と多数

である。評価調査者を対象とした民間の研修はほとんどない状況を考えると、都道府県推進

組織の「継続研修」などがその内容であると推察される。 
その他の回答でも「推進組織の研修への参加」が多い。評価機関を認証することは、推進

組織の役割であることはもちろんであるが、評価機関を育てることも推進組織の重要な任務

である。評価機関が自前で研修を実施できていない状況では推進組織に期待する面も大きい。

推進組織は「養成研修」「継続研修」だけでなく、サービス種別ごとの研修、ガイドライン

更新時の研修など多様に取り組むよう期待したい。 
 
（３）評価調査者確保の課題 

評価調査者が確保しづらい分野として、東京都では「経営分野」が 50.0％で、東京都外は

「保育分野」が 58.0％と高かった。保育の受審補助制度が始まったことから、東京都以外で

保育の受審が増えてくることが予想される。保育分野の評価調査者の確保は喫緊な課題と

なっている。 
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Ⅲ．第三者評価機関のプロセス・改善提案・情報

提供・フォローアップの状況・評価調査者の

育成等に関する実態調査の結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  評価機関へのヒアリング調査の概要 

第三者評価の評価のプロセス・改善提案・情報提供・評価調査者の育成等の実態について、平成27年12月から

平成28年3月にかけて、全国33カ所の評価機関の協力を得て、ヒアリング調査を実施した。 
 
■ヒアリング先評価機関 （※都道府県名と通し番号のみの記載とする） 

No. 都道府県 事例番号 

1 北海道 評価機関1 
2 北海道 評価機関2 
3 北海道 評価機関3 
4 岩手県 評価機関4 
5 宮城県 評価機関5 
6 宮城県 評価機関6 
7 宮城県 評価機関7 
8 秋田県 評価機関8 
9 福島県 評価機関9 
10 栃木県 評価機関10 
11 東京都 評価機関11 
12 東京都 評価機関12 
13 東京都 評価機関13 
14 東京都 評価機関14 
15 長野県 評価機関15 
16 岐阜県 評価機関16 
17 愛知県 評価機関17 
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18 京都府 評価機関18 
19 京都府 評価機関19 
20 大阪府 評価機関20 
21 兵庫県 評価機関21 
22 和歌山県 評価機関22 
23 鳥取県 評価機関23 
24 岡山県 評価機関24 
25 広島県 評価機関25 
26 山口県 評価機関26 
27 愛媛県 評価機関27 
28 愛媛県 評価機関28 
29 福岡県 評価機関29 
30 長崎県 評価機関30 
31 熊本県 評価機関31 
32 熊本県 評価機関32 
33 沖縄県 評価機関33 

 
 

２  評価機関へのヒアリング内容 

１．評価機関 １ 

都道府県名 北海道 開設年月 平成13年9月 

法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績

（うち他の都道府県での実績） 
19件 

（0件） 
所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

10名 
（2名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（市民福祉オンブズマン（特養・老健・障がい施設等）） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調

査者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 3回 200,000円 

障害者 
入所施設 

3人 1日 3回 200,000円 

特養ホーム 3人 1日 3回 200,000円 

児童養護施設 人 日 回 円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価員相互の協議（事前、事後）で、評価員が担当したところを書く。総評項目とその内容を精選した結果を踏

まえて、理事長を含む調査担当理事の決裁を経て決定している。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・調査の事前の説明段階で、調査の基本事項として評価の「着眼点・留意点の複数の要素」に留意したコメントと

なるよう協議している。また、評価調査の経験上、コメント記載上の解釈に違いがある項目（外部監査・中長期計

画等）には、具体的な理解を事業所側に説明している。総評はですます調。細目はである調と決めている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・記載内容等の方針は定めてはいないが、事業の歴史性や組織的活動性、サービスの質向上と研修との整合性に着

目している。「～に期待する」などの表現で、断定的なよい方は避けるが、はっきりと指摘することもある。訪問

調査当日で指摘できるところは、指摘しておいた部分については記載する。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告書の結果については事業所と協議して、説明の機会を設定することを当然と位置づけている。説明は報告書

作成に係った調査員の調査過程での提出書類の精査、現地聴取事項等を含め、必要に応じてコメント作成の経緯を

説明している。法人からの希望に添って、役員のみとか職員全員とかを決めている。保育などでは、若い保育士さ

んが多いのでわかりやすく説明するようにしている。報告会は開くことを前提にしている。全員参加を基本として

いる。 
・自己評価については丁寧に説明する。着眼点を大切にしてください、と言っている。 
・自己評価は、基本は職員全員やってといっているけど、その事業所によっては無理のない範囲でやってとはいっ

ている。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・経営層との合意が済んでから、結果報告を報告会のかたちで行う。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・開催しない場合は、事業所の都合で開催できない。その場合も報告書は必ず持参する。 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 14件 件 件 
高  齢 1件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・公表になじまない事項は、必要に応じて文書、または口頭で指摘して、検討を促している。 
 口頭がメインだが、知ってほしいことは文書にする。アドバイスレポートのようなものである。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・報告書のコメントおよび総評事項の多くは、調査の過程で、例えば、提示資料や施設・設備の実際、保護者・地

域との連携、苦情処理体制等について、現地での調査時点で指摘事項の判断を協議するとすることが多く、記載事

項内容は概ね異議なく受け止められている。ただ、bをaにしてほしいと言われることは多い。その時は、かなり

話し合いを重ねる。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・上述の通り調査の事前調査協議・提出資料の精査とその不足・不備を提案して、それらの課題を踏まえて現地調

査に当たっている。しかし、結果の摺合せ段階で、調査員の認識不足や事業所の認識にずれのあることもあり事業

所の意向や調査者の認識を糺すなど修正を協議している。自己評価のあと改善したものは、それなりに評価する。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・調査報告の結果コメント・総評事項に関して、次年度から事業者あるいは法人の方針として改善を図ることを表

明した事例。3年ないし5年後に再度、受審事業所の比較検討を行った事例などがある。 
・フォローアップのしくみは特にない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・苦情対応、外部監査、中長期計画策定等での組織内部・法人ぐるみの改善検討が見られた。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・基本的には、事業者が評価の受審に当たって、当該事業所の運営の合理的・組織的な取り組みとしての自己評価

の意味を十分に理解しているかが課題で、調査に当たってはそのための第三者評価基準の着眼点や評価の留意点の

重要な要素を的確に認識して、事業の計画的な事業執行と職員の資質向上に活かそうとしているかが、最も重要な

留意事項と認識している。 
・質の向上のための提案は行う。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・自己評価結果を精査して、着眼点や留意事項の要素について補完的な協議をすることは少なくない。そのための

協議や点検、確認、資料との附合で、含意や実際を確認して整合を図り、自己評価の内容を補充し、記録にとどめ

るよう促すこと等をしている。 
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・他の事業所の取り組みなどもとめられることもある。留意事項や着眼点を確認するように促す。他事業所の優れ

た取り組みのヒントは与える。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・基本的には事業所の性格（保育・障害・老人等）に応じた統治能力、法令順守、透明性・説明責任に基づく事業

展開の在り方、そのための人材の確保・養成等について在り方を評価上協議することが多い。アドバイスメインに

はなっていないが、abcの理由をはっきり示す。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・残念ながら、社会福祉法（2012年）の改正の趣旨を十分理解していない事業所も少なくない。また、法人経営

者（理事会の脆弱さ）の満点主義を現場に指示する等で、現場が混乱を招いていることもある。かような事業所の

受審にいかに対応するかが課題でもある。 
基本は上述の通りである。利用者・家族アンケートなどでは、違いが見えてくることもある。 

 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・受審事業所の中には、毎年実施する例もあり、実情を踏まえて内実の向上を図るための支援を考えることなどが

できる。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください 
・特にない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・特別のしくみはなく、口頭での申し入れにとどまっている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・保育は14件ある。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・残念ながら、そこまでに至っていない。毎年の自己評価はやってくださいとお願いしている。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・全国展開を目指している事業所が北海道の実情に合わせるようになったことがある。例として保育の制服（ブラ

ンド）等を押しつけていたが、アンケートなどの結果から北海道にはそぐわないと見直すことになった。利用者ア

ンケートが一番喜ばれる。アンケートだけの取り組みも2～3例がある。フォローアップになっていると思う。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・基本的には、法人の月例会で、個々の課題を話し合い、課題解決に活かしている。第三者評価は年に4回ぐらい
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実施している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・推進組織が実施する外部研修に、呼びかけて個々が参加している。再資格研修には一部費用負担をしている。半

額負担している。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・年に数回、事例研修などを実施している。今後の研修課題として、さらに、取り組むこととしている。新しい調

査者は、実際の評価の場合は戦力としてカウントし2名のベテラン評価調査者につけるようにしている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・従来の研修頻度をいかに高めるかを検討中である。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・基本的にはサービス種類別に課題を定めて研修実施することを検討中である。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・法人の設立当初からの福祉オンブズマン活動（有償奉仕）、次いで、公表調査活動、外部評価活動等の活動従事

者を対象に第三者評価調査員の確保を図ってきた。基本的に今後もこの方針を進める。理由は評価調査活動との同

質性を高める上で不可欠と考えている。なお、調査員活動は、当該個々の調査の実費と基本報酬に拠っている。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・当法人の活動が始まって15年になる。やや高齢化の傾向は否めない。定年退職時期等の人材の適正な確保に留

意したいと考えている。障害の確保が難しい。障害の需要も少ない。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・調査員の資格認定については、現在、3年を資格期間として、再研修の上、更新することとしている。福祉等の

国家資格を有する者ほど、更新の制度に不満（再研修費用・研修時間）を持ち、調査員から脱退する者も少なくな

く、優れた人材の確保を困難にしている。 
その対応には、資格の更新研修を廃止するか、本来、資格の質実・調査技能等の向上については、当該調査機関が

その統治能力によって責任を負い、人材の確保を行うべきものではないか。更新が必要とあれば、調査機関に対し

て「再研修・資格基準を設定」して、調査機関の人材確保の固有性が働くようにすべきと考える。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
 調査機関の立場からは、社会福祉法（以下、法）6条に定める公的機関の第三者評価等の実施について、さらな

る実行性ある執行努力を期待したい。 
また、都道府県（市町村）の社会福祉協議会は構成する事業体に対し、各地域の社会福祉事業の基本理念（法3

条）、地域福祉に適ったサービス（法4条）、サービス提供の原則（法5条）に沿った資質の向上と自己評価、第

三者評価の実施について、重要な振興課題（法78条）として取り組むよう期待したい。 
 北海道は、事業所との合意を得た評価結果に対して推進組織が見直しをするので、評価の確定に時間がかかる。

第三者評価のフローの流れで、結果報告で先に推進組織に持って行った方がよいのではないかと考えている。 
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２．評価機関 ２ 

 
 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・訪問調査後、評価者3名がそれぞれの分野を書いて持ち寄り、事後合議を経て、評価原案として決定。 
さらに、評価原案を受審施設・事業所に確認を行い、同意を得た後、評価機関に設置されている学識経験者や評

価分野専門職からなる評価決定委員会により最終決定している。その後、推進組織に提出、その後修正があれば施

設ともやり取りする。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・評価結果が「b・c」の場合、文末を「～期待したい」「～希望する」などと表現している。 

都道府県名 北海道 開設年月  昭和   27年7月 

法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
19件 

（ 件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
17名 

（11名） 

第三者評価以外の事業の実施 
✔地域密着型サービス外部評価 ✔社協活動 
✔その他（介護サービス情報公表センターの受託運営） 

対応可能な評価分野 
✔保育 ✔障害 ✔高齢 ✔社会的養護 

第三者評価の平

均的手法と価格 施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 1～2回 250，000円 

障害者 
入所施設 

3人 1日 1～2回 300，000円 

特養ホーム 3人 1日 1～2回 300，000円 

児童養護施設 3人 2日 1～3回 300，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 4件 件 件 
高  齢 件 件 件 

障  害 5件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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なお、「～思われる。」など評価が憶測となるような表現は使用しない。 
また、改善提案は評価結果報告書に盛り込み説明している。コメントごとに書く。 

 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評は「です・ます」調として統一し、パートごとに記載している。その為、内容が重複する場合には、削除す

る場合もある。改善提案は評価結果報告書に盛り込み説明している。 
・同じ内容を聞く評価があるので、重複する場合は合体する。多くの職員に目を通してもらっている。職員の意見

も聞きながら最終的には担当部長の決済。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・評価事後の説明会は開催していない。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・評価結果報告書により内容を伝えており、受審事業所の了解を得ているため、郵送で送る。原案ですり合わせず

み。初回は訪問して経営層に説明する。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・訪問調査時・後に口頭にて説明している。明らかに「c」評価になる場合など、口頭で指摘して改善を促す。あ

えて記載しないこともある。例として調理員が手づかみで食材を扱うなど。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・訪問調査終了時に、おおよその総評にて説明しているので、受け止めてもらっていると理解している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・組織内の運営方法などについては、表現の削除を求められる場合がある。 
上記以外で、例えば「b」から「a」への評価結果の変更要求に対しては、評価原案への同意の有無の際に、証

書類の提出を受審施設・事業所にお願いしている。 
最終的に同意を得ることが難しい場合には、評価決定委員会にオブザーバーとして評価調査員に出席を依頼し、

諮っている場合もある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・受審が継続評価となった場合は、前回の取り組みの結果を評価に盛り込んでインタビュー等を行っている。継続

受審以外は、知りようがない。 
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Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・評価終了後の総評の際に、取り組みへの意向が寄せられる場合がある。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・特になし。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・外部監査のあり方や標準的実施方法におけるマニュアルの雛形、自己評価の頻度などの評価項目の解釈などにつ

いては情報提供を求められる場合がある。 
・他事業所の取り組みについては、よい取り組み事例はインタビューに交えて情報提供を行う場合もある。 
・口頭で、個人情報保護マニュアルなどどうすればよいか、自己評価など次いつやればよいかなど、簡単な情報提

供をすることがある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価調査員の知識や経験の中で対応できない場合は、別途、関係機関に照会し、後日回答を行っている。対応で

きる場合は口頭で情報提供などしている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価項目の解釈におけるマニュアル類などのモデル規程を国や推進組織として、予め示して欲しい。標準的実施

方法におけるマニュアルはどういうものか、など。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・コメントや総評については、評価原案提出の際に、受審施設・事業所に同意を得ているためフォローアップの必

要はなし。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・しくみはなし。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審を働きかけるしくみはないが、自己評価については継続実施を訪問調査時や評価報告書のコメントなど

で働きかけを行っている。自己評価は毎年やってください、など。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・保育2件（平成26年度）、障がい5件（平成27年度）、受審総数延べ48件（10％） 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・特になし。 
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Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・継続件数の割合が低く、改善事例の確認ができない。 
・保育サービスで、母親がSNSに自分以外の子どもを載せていることなどの例があった。それなどは指摘するな

かで改善した。 
・多くの事業所に、マニュアルをそろえばよいのではない、マニュアルに魂が入っていないと駄目ですよ、と言っ

ている。だいぶ改善されてきていると感じている。障害が重度の方なので地域参加への取り組みはしていない、な

どの例もあるが、「重度の方の社会参加をどのように考えてきたのかという検討のプロセスが大事で、はじめから

仕方がないではcですよ」と指摘すると、改善に向けた検討をはじめた例もある。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・実施していない。内部研修のメニューが難しい。調査員を育てるビジョンがない。ここが課題と認識している。 
 外部研修や外部の勉強会に参加させている。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・参加させている。 
 評価調査者継続研修、保育・高齢評価研修、共通45項目勉強会などに参加し費用は評価機関が負担している。 
 継続研修については、必須としている。その他の研修については、実際に稼働している評価調査員が出席してい

る参加率は低くなっている。研修会そのものが少ない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価調査者育成に関するOJTあるいはスーパービジョンは必要と思うが、そのしくみが評価機関としてはない。 
 
Ｑ24：評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください 
・評価調査者の経験が少ない者に対しては、事務局として評価に同行させて、実際の評価プロセスを経験させてい

る。ただ頻度が少ない。評価調査者とは別に入る。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価機関や評価者によって、評価項目の解釈にばらつきが見られるため、推進組織として統一的な対応を願いた

い。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・本会職員にて確保。また、他評価機関所属者や推進組織名簿により確保。 
・評価調査者総数17名、内常勤11名。口コミが中心。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価調査者のリーダーとなるような人を確保しづらい。 
・特定の分野（障がい・社会的養護）を担当する評価調査者が確保しづらい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
 今後、保育分野が義務化になる予定であるが、受審施設・事業所数が低迷しているため、それに伴い稼働してい

る評価調査者が少ない。このことから評価全体の質の向上と、ある程度、義務化を推進する必要があると考えられ

る。保育の評価調査者が増えることが課題。 



57 
 

Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・Ｑ28と同じ。 
 
３．評価機関 ３ 

 
 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価調査員が担当した項目と総評を書く。合議の際に相互に修正個所を指摘する。集まって合議をしたり、メー

ルでやったりする。事務局が最終的に取りまとめる。 

都道府県名 北海道 開設年月 平成17 年8月 

法人種別 その他（合同会社） 

平成24年度～26年度までの評価実績 
（うち他の都道府県での実績） 

38件 
（0件） 

所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

22名 
（1名） 

第三者評価以外の事業の実施 
 

□地域密着型サービス外部評価 □介護サービス情報公表の調査 □児童福

祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス □社協活動 □
コンサルティング活動 □シンクタンク活動 □その他（        

          ） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の平

均的手法と価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 5人 2日 4回 30万円 

障害者 
入所施設 

5人 2日 3回 35万円 

特養ホーム 人 日 回 円 

児童養護施設 4人 2日 4回 40万円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 5件 1件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・事前協議ごとに評価に入る事業所のテーマを決めた用紙にマナー等を含めて記載している。 
・改善提案を盛り込むようにはしている。体言止めは禁止。期待する、望まれる、という表現にしている。ただし

「不十分」だけでは「何が不十分なのか」と聞かれるので。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Ｑ2同様に方針を記載、改善提案を盛り込むようにしている。「さらなる改善を望まれる点」は必ず書くが、表

現を「さらなる質の向上のための提案」と変えた方がよい。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・開いていることが多い。開催することは評価機関の方針としてある。事業所から求められることもある。一般職

に説明してほしいという要望もある。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・契約後早期に事前説明会を全職員対象に行うようにしている（事業所の都合で幹部職員のみの場合もある）。方

法は、資料配付と進行や評価基準の説明。事後説明会は、推進組織の審査が遅すぎるので先に行う時もある。担当

評価調査員の勉強にもなるので、なるべく担当者が担当項目を説明するようにしている。なるべく3人で行くよう

にしているが1～2人の時もある。対象は一般職が集まれる時間を設定してもらうようにしている。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・報告書を紙出しして送付するのみの場合もある。その場合の開催しない理由は、同意までに煩雑な回答を求めら

れ、費用対効果として見合わない。また、訪問調査の面談時に十分説明をしたので、事業所側も幹部職員から一般

職へ説明できるので評価機関の説明までを必要としない、ということが多い。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・さらなる質の向上のために必要と思われることを管理者等に話をしておく。細かい点は面談で指摘する。報告書

の案を読んでもらって、事業所側が納得しない場合は、削除したり表現を変えたりする。アドバイスレポートをつ

くったこともあるが、時間がなくて今は取り組んでいない。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・改善目的に受審している事業所は快く受け取ってくれるが、a評価取得目的の法人・事業所は、納得しない。そ

の時はすりあわせをするが、もめることが多い。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・表現の変更には応じる。変更の要求では、改善提案自体に不服というより、提案がb評価につながるのが不服な

ので削除してaにするという要求も多い。その場合は評価結果を精査する。 
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4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・期待する、というとそれならすぐ取り組むということでaにすることもある。後でみるしくみはない。はじめの

頃は、職員に聞いたりしていたが、今はそこまでしていない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・総評ごとに事業所コメントを記載してくれる事業所があるが、次回に訪問調査に入ると改善されていないことも

多い。また、一般職員が工夫して取り組んでいる事業所もある。 
・トップが動かなくて硬直している法人もある。これらは継続受審によりわかる。また、他の評価機関が入った場

合は、その評価内容を見ている。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・45項目になったのを機に、質の向上のために改善提案もできる評価機関になりたい。 
・同時に、改善策は事業所の中にあるので、それを引き出す評価プロセスも大切にしたい。どうやってよいかわか

らないという事業所もあるので、「こういう枠組みで」など提案することもある。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・どのように人材を確保するか、中長期計画の雛型はないか、などを聞かれることが多い。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・知っている範囲で答える。「例えば」などの形で答える。あとなにをすればaになるのか、とかよく聞かれる。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・あまり提供し過ぎると、事業所自ら自己評価して改善に結びつけるという第三者評価の根幹が揺らぐ。反面、改

善を積み上げてサービスの質の向上を図るのであれば、様式や枠組みといった定型のしくみに関しては提供しても

事業所独自に工夫して利用してもらえば、質向上への最短距離になるのではないかと思う。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・何ともいえない。継続受審につながるならよいと思う。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・特にない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・事業所の近くまで行ったら顔を出すようにしている。案内文などは出すことはない。 
・社会的養護などは、新しい評価基準の説明に伺ったりする。営業活動である。 
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Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・今年度：4件 / 昨年度：5件 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価をランク付けとして受ける事業所と、改善目的で受ける事業所の大まかに2つに分かれるとしたら、評価プ

ロセスを丁寧にしてきた弊社としては後者の事業所を応援したい。料金設定でどこに含めたものか検討中である。

今、継続受審したら値引きすることはない。過去は値引きしていたが、継続受審の方が手間がかることから、今は

していない。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・グループホーム職員のチェック表は、世話人等の意識が変わって利用者対応のプライバシー等の権利擁護の具体

的な教育効果があった。 
・食費削減で落ちた給食の提供が受審後によくなった。評価の報告書で指摘したら（利用者調査など）すぐに改善

された。 
・利用者情報が散逸していた書類の整理ができた。 
・職員の意識が専門職としてのプライドを持つようになった。「自分たちってすごい取り組みをしていたんだ」と

自信になった。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・集まりやすい動機となるように直近で入る評価のサービス種についての勉強会を開催している。 
・外部研修の伝達研修を行っている。 
・一昨年までは定期的な内部研修をしていたが、参加者が少なくなってきて休止中。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・指導者研修には、登録者を順に派遣しているが、同じ人になることがある。前年度は3万円、今年度は6万円を

法人が負担している。 
・外部研修は案内するが、推進組織の研修は事業者向けの研修が多いので、あまり参加はない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・あった方がよいが、費用対効果としてどうかと思う。OJTとしては、訪問調査の同行と項目の一部を担当して面

談する場面を設ける。4人目を別に連れて行く。交通費と昼食は出す。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・事前事後の協議会で長時間にわたり評価基準の解説をしても本人が負担と感じている場合がある。そこで、コメ

ント・総評の書き方や評価基準の解釈をパソコンの画面上で、サイボーズを使用して行っている。 
・依頼件数が少ないので他機関で経験を積んでもらう。 
・推進組織から養成研修等の講師やファシリテーターの依頼を受ける。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・結局フリーランスの人に依頼することが多いので、機関として育成するのは難しい。フリーランスの人は、楽な

評価機関に行ってしまうことが多い（楽というのは、打ち合わせが少ない、時間がすぐ終わる、合議が集まらない

でするなど）。 
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Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・口コミ。非常勤。ホームページは、人材確保については効果がない。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・保育。養成研修等に出席して知り合いになる。児童は、入所施設就労経験者（児童養護に限らず）の方がよい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価調査員として優秀であればどの機関で活躍しても基本的にはかまわないので、確保まではこだわりがないし

、確保しなければならないほど評価依頼も多くはない。フリーランスの方の情報を持っていて沢山登録してもらっ

ている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・道内でも、評価結果はばらついているから、推進組織の審査で滞るくらいなら、文章校正程度で公表までの期間

を短くしてはどうか。公表までのタイムラグが長過ぎると評価をやっているのかどうかよくわからない。 
・普及促進といっても推進組織の体制として無理があれば、推進組織を道に返還してはどうか。 
・45項目評価基準になっても、a評価でなければ適切なサービスでない事業所と見られるという思い込みは消えな

い事業所法人はある。この周知は一評価機関では難しいので都道府県に持ち帰るというのが昨年の全社協指導者研

修だった。前年度のaにbをつけたら来年度の受審はやめるという法人もある。毎年度受審している法人なので北

海道の受審率の低下につながる。普及促進のためであればbを撤回した方がよいのか？第三者評価がそういうもの

であってはならないと思う。 
 
４．評価機関 ４ 

都道府県名 岩手県 開設年月 平成17年12月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（うち

他の都道府県での実績） 
60件 

（2件） 

所属している評価調査者

数（うち常勤職員の員数

） 

36名 
（7名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑社協活動 

対応可能な評価分野 
☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他（救護施設・障害

ガイドライン使用） 

第三者評価の平均的

手法と価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の

日数 
事前事後を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 4人 1.5日 4回 350,000円 
障害者 
入所施設 

4人 1.5日 4回 350,000円 

特養ホー

ム 
4人 1.5日 4回 350,000円 

児童養護

施設 
5人 2日 4回 350,000円 

継続評価の件数 
※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施し

た件数です。 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価者が分担し各細目コメントを記述する。また、評価対象（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、内容）ごとに特に優れている細目と

改善を要する細目を選択し、総評に反映する。評価者合議では細目の評定とコメント内容、基準間の整合性を検討

し、その結果を踏まえて各評価者が記述を修正する。修正後の細目コメントをリーダー評価者が取りまとめ、総評

および細目コメント原案を評価決定委員会に諮る。決定委員会における審査で、評定やコメントの変更が求められ

たときは、補充調査を実施の上、再評価するとともに、その結果を決定委員に報告し、評定、細目コメント、総評

を決定する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・毎年度受審施設の訪問日程が決まった段階で、評価者研修会を開催しコメントの記載方法等を確認して訪問調査

に入ることとしている。 
・コメントの文末は「ある」「である」としている。また「a」評定の場合は、その理由となる実践を具体的に記

述し、改善提案は記述しない（改善の必要がない状態）。「b・c」評定の場合は、取り組んでいる実践を数点掲げ

るとともに、不十分なポイントを記述し、最後に改善提案を盛り込むこと方針としている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・受審事業所に提出する評価報告書には「共通Ⅰ・Ⅱ」「共通Ⅲ」「内容評価」の評価対象ごとに、優れている点

、改善が求められる点を各細目から選択して記載する。公表用の総評を作成する際は、決定委員会において、優れ

ている点、改善が求められる点の中から、重要度、緊急度などの観点から優先度を検討し、それぞれ1点に絞り込

み、総評とする。 
・したがって、総評は、選択された細目のコメントをそのまま転記するか、関連項目も配慮して若干の補充を加え

て記述するが、受審事業所において最も重要な「強み」と「弱み」を強調して示すこととし、総花的な感想となら

ないように留意する。 
・優れている点はa評定の細目から、改善が求められる点はc評定の細目から選択することを基本としている。重要

度の点では、実践の基礎となる取り組みを重視し、項目や細目の番号が若いところに着目する。達成難度の高い細

目はむしろ改善が求められるポイントとはしない。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会の実施は、第三者評価事業実施要項の実施手順に定め、契約に定める評価機関の業務としている。 
・報告会は、評価結果を提出した後、1カ月以内を目途に実施している。報告会の参加者は、施設長、自己評価担

当者、部門リーダーを対象とする場合と役職員を対象とした研修会形式とする場合がある。 
・報告会の実施方法は、評価機関のマニュアルを定め、報告書の説明、公表の説明、ディスカッション、質問等に

より進める。所要時間は、2時間を標準とし、ディスカッションと質問に多くの時間を割くようにする。報告会は

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 件 件 
高  齢 6件 件 件 
障  害 8件 件 件 
社会的養護 2件 3件 2件 
その他 2件 件 件 
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リーダー評価者を含む1～2名で対応する。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・報告書の様式の中に、改善提案（場面観察）の項目を設けており、公表されない内容を記載している。 
・決定委員からの意見、提案等は、報告会の資料に追記して説明する。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・直接アンケート等で確認したことはないが、報告会等の会話の中で概ね前向き、好意的に受け止めてもらってい

ると感じている。 
・中長期経営計画や改善計画書を作成している受審事業所は、総評、コメントを参考に計画を立案していることが

うかがわれる。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・報告書の内容に関して、決定委員会の審査以前に受審事業所と事前のすりあわせは行っていない。評価結果の公

表に際して、事業所のコメントを求める手続きの中で、細目コメントの記述事項に関し、事実誤認があり、評定の

変更を伴わない場合は事実の内容に修正する。また、評定の変更が求められる場合はコメントの変更を伴うもので

あり、決定委員会に確認して修正する。または再度、訪問調査を実施した上で、審査、再決定する。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・単発受審の場合にフォローアップのしくみがないため、評価機関としての取組課題としている。 
・継続受審の事業所の場合、2回目以降の受審時に、事業所の内部体制の改善や中長期計画の見直し、事業計画に

おける改善目標の設定、予算確保、施設改修、備品整備などの取り組みを確認することができる。 
・継続受審し、第三者評価を十分に活用している受審事業所の事例として、年度事業報告書に評価に伴う課題認識

や改善事項が記載されているところもある。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・継続受審している事業所においては、さまざまな書面調査資料によって、改善の取り組みや努力の方向性を確認

することができる。一方、改善課題の認識はあるものの、具体的な質の向上に向けた行動に結びつかない事業所も

散見される。改善の気づきがあるだけでは、必ずしも改善には進めないという実態がある。 
・事業所の事業計画や事業報告の項目体系が第三者評価の項目に準拠している事業所は、継続受審により、毎年度

評価結果の反映を確認することが可能となっており、事業所の自己評価体制の充実に伴いPDCA、SDCAとして定

着、継続していることに第三者評価の意義を見出すことができる。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・改善提案は、改善に向けたアイデア（気づき）を引き出すための切っ掛け、ヒントになればよい。 
・命令的な提案、理想が高すぎる提案、詳細にこだわる提案、持論の押しつけなど、提案を受けても受審事業所が
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直ちに取り組むことが難しい提案は、記述すべきではない。 
・参考となる事例の情報提供を求められたときは、訪問調査時のヒアリング場面で行う。ただし、細目コメントで

事例紹介をすることは字数が限られるので実質的に記載できない。 
・評価結果、通りわけ改善提案を受審事業所において取り入れるためには、改善提案が適切であることを前提とて

、責任者、担当者の任命、委員会の設置など、評価や苦情解決の内部体制の整備とともに、このような業務を年間

サイクルに位置づけることが重要である。 
・改善提案には、①弱みの改善を促すもの、②強みを伸ばすもの、③外部環境変化の機会の気づきを促すもの、④

外部環境変化の脅威への気づきを促すものがある。 
・受審事業所がすでに認識している顕在化した課題点に対する改善提案はダメ押し的な指摘になる（一般的には自

己評価「b評定」以下）。一方、事業者が課題を認識していない点を評価者が課題認識した点は、潜在化している

課題をまず評価者が気づき、その気づきを事業所職員と共感するといった経過を経ることから、改善提案も有効に

響く。（a・b評定がb・c評定に変更になる場合が多い。） 
・一方、当面課題とはならないが、中長期的に見て、予防的、開拓的に取り組むことで将来起こる可能性のある課

題に対処する挑戦的な改善提案もある。また、よりよい福祉サービスの開発といった点で前向きな取り組みをいか

に評価するかであるが、現行基準では、評価しにくいが、「a評定」に対して改善提案を行うことは、受け止める

側の課題意識によっては効果的な場合もありうる。 
 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目の解釈 
・他の事業所のよい取り組み事例の紹介 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・応えられる内容はその場で行っている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・これまでの各都道府県の評価結果を参考に、各ガイドラインの項目の解説に、具体的な取組事例、情報提供が収

録されるようになれば、より理解しやすいガイドラインになるのではないか。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・報告会だけではなく、その後の取組状況を巡回してアドバイスする取り組みができればよいと思っている。ただ

し現行では、契約外となっており、実施していない。受審料が高くなることにもなり、導入には躊躇している。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・Ｑ9でも記載したが、フォローアップのしくみがないため、評価機関としての取り組み課題としている。 
 



65 
 

Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間

や料金などもお教えください。 
・複数の施設を抱えている法人に対しては、複数事業所の受審や継続受審を勧めている。受審料金の割引も行って

いる。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・Ｑ17との関係で、現在2つの法人が継続（複数）受審をしている。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・Ｑ15と関連するが、報告会だけではなく、その後の取組状況を巡回してアドバイスする取組ができればよいと

思っている。そのため、アドバイザー派遣のように第三者評価とは別のしくみでフォローアップするしくみについ

て、国等からの助成等があればよいと思っている。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・Ｑ10と関連するが、事業報告書（中長期計画・単年度の事業計画）の内容が第三者評価の項目を取り入れた内

容となっている場合は、事業所の評価がしやすいとともに、改善に向けた提案（確認）を具体化しやすい。 
 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・評価機関の評価者が独自に「評価者の会」を組織し、年2回「スキルアップ研修会」を開催し、ガイドラインの

理解等を深める取組を行っている。評価者・決定委員を含めて6～7割程度の参加となっている。 
・評価者間にスキルのぶれが出ないようにヒアリングのポイントを各細目ごとに整理している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・外部研修は予算の関係で、社会的養護関係施設の評価者養成研修、継続研修が中心となっている。 
・予算をかけない（評価者個人の負担とはなっているが）取組として、県社協が組織内に抱える各種別協議会の研

修内容で、評価の内容に大きく関係する研修会への参加案内を行っている。（参加費が発生する場合は無料を基本

としているが、交通費等は自己負担となっている。） 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価調査者のレベルアップのためには、OJTやスーパービジョンは不可欠だと思っている。 
・OJTは、訪問調査の経験を増やすことが必要であり、評価チームには経験の浅い評価者も加えるようにしている

。 
・新任の評価者は、最低2回のインターンとしての経験を義務付け、評価細目コメントの記述なども実習する。 
・スーパービジョンのしくみはないものの、経験のある評価者が、「スキルアップ研修会」等で指導に当たってい

る。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・評価機関の取り組みではないが、評価調査者の主体的な取り組みとして「評価者の会」がある。 
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Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・推進組織と各評価機関との連携による取組が必要ではないか。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・県社協の内部組織である各種別協議会の関係者とのコミュニケーションに頼る部分が多くなっている。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・保育の受審目標を達成させるためには、県レベルを超えた評価者確保が必要となる。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・県レベルを超えた推進組織と各評価機関との連携による取組が必要ではないか。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・県社協においては社会福祉法人の公益的活動の一環として、社会福祉事業経営者への支援と位置づけている。社

会的養護関係施設のように、3年に1回の義務化に加え、任意の継続受審に取り組む施設がある実態を踏まえ、他

の種別サービスにおいても5年に1度の義務化や施設整備補助金の審査対象とするなどの取り組みがあってよい。

また、民間助成財団が助成金を交付する場合も第三者評価の受審結果の添付を求めるなどの活用があってもよい。 
・ハローワークや福祉人材センターなどで受審事業所を掲示するなど、人材確保策に有効な取り組みとして評価受

審を活用する。 
・社会福祉実習や介護実習において、評価受審事業所が活用されるようにする。 
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５．評価機関５ 

 
 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価調査者から選出した5名の評価委員会を開催し、評価結果票の記述内容が適切かどうかを検討して決定する

。委員会には評価を担当した評価調査者が全員出席する。評価コメントは評価調査者3名が分担して記述し、総評

は主任評価調査者が記述する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・コメントを記述するポイントは、①文章が平易でわかりやすいこと、②第三者評価基準ガイドラインの評価のポ

イント、着眼点を考慮すること、③受審事業所の自己評価と第三者評価との違いが明確な根拠をもった結論となっ

ているかどうか等を考慮することとしている。 
・改善提案は3～5項目を提示することとしている。改善提案は公表用の報告書に記述する。主任評価調査者を中

都道府県名 宮城県 開設年月 平成19年8月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
9件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
14名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（                        ） 

対応可能な評価分野 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 人 日 回 円 

障害者 
入所施設 

3人 2日 4回 200,000円 

特養ホーム 3人 2日 4回 150,000円 

児童養護施設 人 日 回 円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 0件 件 件 
障  害 3件 件 件 
社会的養護 0件 件 件 
その他 件 件 件 
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心に重要度、優先度を考慮して検討するが、評価分類のバランスにはこだわらない。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評を記述するポイントの基本は、コメントの記述の方針と同じである。評価委員会での検討も踏まえ、受審事

業所の個性や特徴が分かるように記述する。 
記述には、専門用語を多用しないこと、評価の着眼点やポイントに基づいた表現とするよう心がけている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・説明会を開いている。評価のプロセスは、全国社会福祉協議会が示す実践マニュアルVer.2に基づいているので

、説明会は必ず行うこととしている。契約の前にプロセス表に基づいて評価機関の方針を説明している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・評価委員会終了後、訪問調査を担当した評価調査者全員が受審事業所に出向き、結果の説明を行う。説明の対象

者は施設長以下幹部職員としている。所要時間は2時間程度。説明会の実施は評価スケジュールに組み込んでいる

。受審事業所は、利用者・家族アンケートの結果にも関心を寄せている。 
・予算を伴う改善、時間のかかる懸案事項、すぐには改善に取り組むことが難しい（要求水準の高い）評価細目も

あり、報告会ではこのことも話題となる。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・これまでの評価では、そのような事例は発生していない。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・取り組みが、やや不十分と思われる事例については改善のヒントを、ほかの事業の事例等を紹介し課題提起する

場合もあるが、おおむね了解されている。 
・他事業所の取り組み状況等に興味を占める事業所が多いが、情報提供する際は事業所名を明らかにしないように

している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・コメント等の内容変更というより、認識のずれを調整することがある。 
・特に受審事業所との認識のずれが生じるケースは、事業計画についてである。法人全体の中長期計画があるが、

受審事業所の中長期計画がない場合、当該事業所の法人における位置づけを十分に確認して評価する必要がある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・総評等における「改善が求められる点」等に関して、受審事業所のその後の取り組みを確認等は確認していない

ので、事業所の取り組みを知ることができない。 



69 
 

・評価機関としては、どのように改善すべきかの方法論にまでは踏み込んでいない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・評価結果の説明会では、改善提案については納得を得られる場合が多い。「早急に取り組みます」とか「予算の

かかる対策等については、上部（理事会）に相談したい」などと答える事業所が多い。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・改善提案については、取り組みが不足している思われる場合に提起することにしている。あるべき論を言っても

始まらない。具体的な事例の紹介が必要とされている。中長期計画の策定などがよくある例である。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・受審事業所の歴史、規模等にもよるが、比較的新しい事業所の場合は、他の事業所の取り組みや家族アンケート

の内容に興味を持っている。特に地域との連携の在り方等で悩んでいる傾向もある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
 具体的な方法、やり方を助言することはない。情報提供を行うに当たっては細心の注意をもって対応している。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
 情報提供を行う際は、特定の事業所名を言わないようにしている。受審事業所で実施可能と思われる事例に限っ

て紹介することとしている。施設長が部下を指導する際に有益な情報であるかどうかも考慮する。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップは必要と考えるが、現状ではその対応ができない。 
・社会的養護関係施設等、受審が義務化されている事業所については、3年後の評価に向けてしかるべきタイミン

グでのフォローを考える。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・受審結果に伴うフォローアップのしくみはない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・特に継続受審を促すためのしくみはない。 
・受審後3年のタイミングで電話での再受審の要請を行っている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・平成26年度に3事業所が継続受審したのみである。 
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Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・フォローアップに関する規定を置いていない（第三者評価の契約の範囲外である）。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・フォローアップを行っていないため、その後の事業所の動きは把握できていない。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・評価機関としての内部研修は、年1回程度の実施に止まっている。教材としては全国社会福祉協議会作成の実践

マニュアル等を使用している。評価者の参加状況は90％である。その他、外部セミナー等の機会に積極的に参加

するに情報提供している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・外部研修には基本的に参加することとしている。受講費用は全額評価機関の負担としている。法人が行うほかの

業務に関する研修より第三者評価の研修を優先する方針である。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・新任評価調査者については、経験豊かな評価調査者に同行して経験を積むように配慮している。しかし、評価の

実施件数が少ないことから、OJTの機会が少ないことが課題。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・第三者評価のPR用の資料を作成し、評価調査者の候補者に送付している。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・福祉施設の現状を理解する機会づくりが大事だと考えている。そのため一つの手段として、各種福祉団体等が計

画するセミナー等の勉強会の情報を提供している。 
・実際の訪問調査等、実践的な経験が最も効率的な育成手法と考えるが、受審事業所が少ないことが悩みである。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・評価機関に所属する評価調査者の紹介で、新たな評価調査者を確保している。全員非常勤である。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・福祉系専門職の評価調査者の確保が難しい。 
・第三者評価の需要に対する評価調査者数は、実施件数から見て評価調査者は充足しているともいえるが、高齢化

の悩みがある。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・なし 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・事業所の経営層に対する受審の働きかけ。 
・第三者評価を受審した事業所の声の発信。 
・第三者評価関係資料を事業所に定期的に送付するなど、情報提供を行うことによる受審の働きかけ。 
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６．評価機関６ 

 
 

 

都道府県 宮城県 開設年月 平成19年8月 

法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績 
（うち他の都道府県での実績） 

8 件 
（0件） 

所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
18 名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 

□地域密着型サービス外部評価 □介護サービス情報公表の調査 
□児童福祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス 
□社協活動 □コンサルティング活動 □シンクタンク活動 
□その他（                       ） 

対応可能な評価分野 
☑保育 ☑社会的養護 

第三者評価の平均

的手法と価格 
施設種別 

担当評価調査

者の人数 
訪問調査

の日数 
事前事後を含めた訪問回数 平均的な価格 

保育所 3人 2日 5回 

定員50人以下 250
,000円 

定員50人以上 300
,000円 

障害者 
入所施設 

人 日 回 円 

特養ホー

ム 
人 日 回 円 

児童養護

施設 
3人 2日 5回 

定員50人以下 250
,000円 

定員50人以上 300
,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 

評価種別 
評価を2回実

施 
評価を3回実施 

評価を4回以上実

施 
保  育 1件 件 件 
高  齢 件 件 件 

障  害 件 件 件 
社会的養護 1件 件 件 
その他 件 件 件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
①各評価調査者は、担当した評価項目ごとに結果報告書のコメント案を作成する。 
②結果報告書の案を基に、評価調査者チームとして全体の言葉の統一を確認し、事実誤認がないか，表現方法等に

ついて一回目の合議を7時間行う。合議内容を受け、総評項目を絞る。 
③合議後，事務局で誤字・脱字、言葉の統一の確認を行う。各評価調査者は、担当した評価項目について、再検討

が必要な部分の修正案を作成する。 
④評価調査者チームの2回目の合議を7時間行って、コメントの修正点等確認し、総評を作成する。総評は、細目

コメントに関連付けるように記述する。 
⑤事務局にて、評価結果の通りまとめを行い、各評価調査者に結果報告書の最終案を確認してもらう。 
⑥諮問機関である評価審査委員会にて評価結果の審査を行い、答申を受けて最終決定する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・「ですます調」で表現する。 
・訪問調査時に聞き取りをした表現（言葉）、取り組みについても文章に入れ、具体的に表記する。 
・受審した事業所やそこで働く職員のやる気をさらに引き出せるよう、優れている点を積極的に表記する。 
・改善・提案についても、盛り込んでいる。 
・合議では、改善しやすいもの、取り組みやすいもの、重要なものは何かということを話し合いコメントに記述す

るようにする。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・訪問調査時に聞き取りをしたときに受審事業所の職員が用いた表現（言葉）を使ってコメントするようにする。

コメントの記述は、受審事業所が実際に用いている用語や具体名で記載し、具体的に表記するようにする。ガイド

ラインの留意点や用語を丸写しに記述しない。 
・受審した事業所やそこで働く職員のやる気をさらに引き出せるよう，職員のうちから出た言葉を引用する。特に

内容評価を中心に優れている点を積極的に表記する。 
・改善や提案について、盛り込んでいる。（県報告書様式に記載あり）受審した事業所が、結果を受けて，目標設

定し取り組めるよう改善しやすい項目について具体的に表記している。 
・評価コメントの記述方法の参考資料を作成している。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会として実施しており、評価機関の方針としても位置づけている。（本会で配布するチラシ「福祉サービス

第三者評価 受審の勧め」にも記載している。） 
・報告会は概ね1～2時間程度であるが、出席者の範囲や時間帯等は事業所の意向に沿うようにしている。評価機

関からの出席者は評価者3名と担当事務局員1名の計4名。 
・説明の重点は、自己評価より第三者評価の評定が下がった項目および上がった項目を中心にその理由等を説明す

ることにおいている。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・タイミング：評価審査委員会の答申を受け報告書を作成し、法人内決裁後に報告書を郵送。その後1週間程度を

目途に報告会の実施ができるよう調整。 



73 
 

・対 象 者：事業所に一任する。（基本的には管理者の他，主任等の監督者に同席いただくが、全員で共有した

いとの要望があれば、対応する）過去には、法人理事や行政の担当職員も同席したことがある。 
・方   法：評価調査者と事務局で訪問し，各評価担当調査者から報告する。内容としては，自己評価と評価機

関での評価が違う項目についてコメントに補足をしながら説明する。総評については、評価調査者

のリーダーがまとめて説明する。 
・課   題：フォローアップがしくみとしてないため、どのように事業所が捉えているかわからない。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・口頭でお伝えしている。また、事務局も同行するため、報告書に口頭で指摘したことを記録で残す。 
・利用者アンケート、家族アンケートは統計処理を施した結果と自由記述をまとめて報告している。自由記述部分

では回答した個人が特定されない範囲で修正を加えている。 
・改善提案は、総評でも細目コメントでも記述するが、ヒアリング場面で質問を受けたときは、答えられる範囲で

意見交換を行ったり、情報提供するようにしている。 
・現場の声を経営層に届けるという効果もある。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・評価項目すべてにコメントが記載されることで、より具体的に改善点が明らかになり、取り組むべき課題を職員

間でも共有しやすいと、概ね良く受け止めていただいている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・内容についての変更要求なし。社会的養護関係施設では、施設の特性からコメントの表現の訂正や削除、間違い

文言の修正の依頼があり、修正したことはある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・本評価機関ではフォローアップのしくみがないため、確認はできない。 
・評価結果報告会時に、事業所で質問等があった際には評価調査者が提供できる情報についてはお伝えしている。 
・継続受審する事業所については、評価者を前回と同じメンバーとすることによって、前回との比較や改善ができ

たところに踏み込んだ評価ができる。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・2回目受審にむけた事業所への事前説明会時に、前回の結果を受けて改善したとの話を施設長から受けたため、

役立っているという認識はある。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・第三者評価を受審したという結果だけにならないよう、改善提案することは必要と考えるが、フォローアップの

しくみとしてはないため、今後の評価機関としての課題である。 
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5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・助言や情報提供を求められことはある。 
例）未整備の様式等について，参考資料はどのように取得したらよいだろうか。 
未整備であった様式を作成してみたがこのような形でよいのか教えてほしい。 
・訪問調査時に受けた質問や情報提供を求める要請には、なるべく答えるようにする方針であり、報告会などに合

わせて資料を提供する場合もある。例えば苦情解決を周知する県運営適正化委員会のポスターの提供や入手のため

の連絡先の情報提供などがある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価結果報告会時に，事業所で質問や相談があった場合には，評価調査者が提供できる情報についてはお伝えし

ている。 
・本評価機関事務局が，社会福祉事業経営支援事業を実施しているため，相談等あった場合には対応する旨伝えて

いる。 
・自己評価時点で改善に取り組む事業所については、相談に乗ることがある（例：業務様式の未整備等）。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・第三者評価の受審をしたという結果だけではなく、課題解決・改善に向けて取り組む必要があるため、受審機関

から相談があった場合には対応してもよいと思う。しかし、監査ではないので、指導的にならないようにする。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・2回目の受審機関で前回から改善されていない項目があり、サービスの質の向上を図るためにも必要だと思う。 
・評価者が熱い思いを持っている。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・ない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・ない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・保育所1件、社会的養護1件（受審総数に対して1割程度）。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・サービスの質の向上を図るためにも必要だと思うが、事務局職員の配置等考えると現状では難しい。 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・開設間もない保育園において、書面調査で未整備であったヒヤリ・ハットの様式を整備し、活用をはじめた。 
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・延長保育を実施している保育園での補食の提供の仕方について、訪問調査後に職員間で話し合い、提供されるよ

うになった。 
・ホームページを開設したり、保育所入り口に掲示板を設置して、運営の透明性を確保するための取り組みや地域

への情報発信を始めた。 
・苦情解決のしくみを整備し、ポスターの掲示と受付箱を設置した。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・実施の有無：評価調査者フォローアップ研修の実施（自組織の評価調査者のみ） 
・内   容：第三者評価の動向や評価項目変更等についての情報提供および評価調査者の情報交換。全社協主催

研修に参加した評価調査者からの伝達研修。 
・頻   度：年に1回。 
・参 加 者：主に評価業務に携わる評価調査者。（本会職員の評価調査者は、他の業務との兼務であるため、稼

働できる評価調査者が限られるため。） 
・参 加 率：3割程度。 
・小規模事業所が評価を受ける際のあり方の検討が必要 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・参加している。 
①宮城県主催の第三者評価調査者継続研修 
・費用負担：事務局負担。 
・参 加 率：3割程度（評価調査者は、他の業務との兼務である事が多く、なかなか参加できない。） 
②全社協主催研修 
・費用負担および参加率：県外研修で予算も限られているため、事務局で人選し研修参加してもらっている。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価チーム（3人1組）は、評価件数の実績のある評価調査者2名と新規評価調査者や評価実績のない調査者1名
で構成し、チームリーダーを中心にスーパーバイズしながらすすめている。 
・評価機関としては、評価する側の質の担保を図るため必要と考えているが、しくみとしてはない。評価者の組み

合わせに配慮している。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・評価調査者チームの編成の際、評価調査者の経験の状況を加味している。 
・次年度より、評価調査者チームの固定化（2～3年程度）を図る予定。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価調査者の質の担保を図るため、受審機関を増やす努力が必要。組織内部の評価者が多忙のため評価業務がで

きないことや、外部委嘱の評価者の日程調整が調整つかないなど、実績を積めず稼働しない評価調査者の整理が必

要である。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・本会OBや退職予定者から、検討している。 
・保育士・保育所支援センターから、保育所0Bを情報提供してもらう。 
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・評価調査者18人。（本会職員：12人、本会以外：6人業務委託契約）全員非常勤。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・課 題：現職管理者である評価調査者を確保する事が難しい。 
・方 法：関係機関からの人材に関する情報収集。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・本会職員以外の外部関係者の養成と稼働できる人材の確保。  
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・県の推進組織を中心とした、各関係担当部署との連携。（評価機関の連絡会の実施やPR活動） 
・県または市町村からの評価受審機関への補助助成金制度。 
 
７．評価機関 ７ 

 

 

都道府県名 宮城県 開設年月 平成20年4月 
法人種別 株式会社 
平成24年度～26年度までの評価実績（うち他の都

道府県での実績） 
24件 

（5件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
3名 

（1名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑その他（専門学校受託運営、清掃

、書店、施設運営管理） 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の平均的手法

と価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の

日数 
事前事後を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1日 4回 219,000円 

障害者 
入所施設 

2人 1日 5回 219,000円 

特養ホーム 2人 1日 5回 219,000円 

児童養護施

設 
2人 日 回 219,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施し

た件数です。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 件 1件 
高  齢 2件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・担当調査員が記入し、合議の上、訂正記入。 
・評価は2人一組で行い、そのうち一人は主任評価者になる。ヒアリング場面では、社会的養護の場合はヒアリン

グ中心に行う者と記録を中心に行う者が役割を分担する。一般の場合は2組に分かれてヒアリングを行う。評価の

記述は、Ⅰ、Ⅱ領域Ⅲ領域を分担して記述するが、内容評価項目のコメントは主任が記述する。内容評価のコメン

トについては、学識大学教授がアドバイザーから助言を得るしくみとしている。総評は評価者の合議により主任が

記述する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・改善を要すると思われる点をできるだけ、理由とともに提案していくようにしている。 
・具体的な改善提案は行っていない、他で行われている参考となるものがある場合は、参考意見として話す場合も

ある。ただし、「○○すべきだ」という押し付けはしない。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・細かな点にこだわらず、本質的な所に焦点をあてた表現を心がけている。例えば、理念の理解、周知の状況や理

念の中身が事業に反映しているかどうかということを重視して総評に盛り込むようにしている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・最終報告書の前段階（仮報告書）での説明会を必ず開催している。その時点での施設側の意見もいれ最終報告書

としている。 
・説明会では、聞き間違え、言い間違えなどによるコメントの修正などを確認する。報告書には着眼点を記載し、

チェックをつける様式としている。家族アンケートについては、結果をグラフ化して提供している。利用者ヒアリ

ングは、定員の十分の一を対象にグループヒアリング方式で行っている。利用者ヒアリング時間は1時間程度であ

る。ヒアリングで得られた情報は2～3ページにまとめて報告する。ヒアリングで得られた利用者の本音を代弁す

るようにしている。例えば「レクリエーションはつまらないが、職員を立てて付き合っている。」「外に散歩に出

てみたいが忙しい職員の様子を忖度して我慢している」などの訴えを伝えることにしている。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・施設の設計思想に対して、疑問を呈してよいかどうか迷う。例えば、安全性を重視するがあまり高い塀を設置し

ている場合。ビルの中にある保育施設の環境などなどをいかに評価するのか、迷う。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・口頭での報告 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ね理解してもらっている、一部不適切な場合は指摘を受けることもある。 
・改善を要する事項については「どうすればできるようになるのか」という解決策に向けての質問がある。マニュ

アルの作成、保育士の自己評価の取り組み方などがよく聞かれる。コメントとともに情報提供することについては
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好意的に受け止めてもらっている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・単純な思い違いや、誤りであれば訂正、その他は評価にいたった理由を説明。表現は訂正するが、こちらの意見

は意見として参考としてもらうことも。 
・事業所の規模や規程の違いによってabc評定の内容が異なるのではないか？ 
・中長期計画のない事業所の実態を評価することは厳しいものがある。法人施設の規模もあり、小規模施設も同じ

基準で評価することには無理あるのではないか。評価基準にもランクがあってよいのではないか。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・複数回受審を受けるところについては前回からの改善点のフォローを行っている。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・施設によっては、次年度の事業改善テーマとして掲げてもらった所もある。 
・事業所の規模、実態に即した内容とすべき。事業所のおかれた背景を踏まえた書き方があると思う。規模別の基

準や、基準のランクがあってよい。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・コンサル的な具体的な提案はすべきでないと思うが、改善の取組が必要と思われる点については、積極的に行う

べきであり、参考となる例があれば提供していくこともよいのではないかと思う。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目、他事業所、社会的動向、その他。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・できる範囲での回答 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・助言・情報提供についてはそれが事業所のサービスの改善につながるのであれば積極的に取り組むべきと考える

。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要と思うが、現状ではしくみがない。 
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・継続受審がフォローである。 
・受審がゴールになってしまい、改善のスタートにはなっていない場合がある。 
・翌年度には自己評価を提出してもらうしくみもよいのではないか。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・ない 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・最終報告段階での意見として提案 
・評価結果を受けての改善を事業計画に位置付けた事業所があった。受審事業所のPDCAに第三者評価を位置付け

ることが大切だ。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・26年度3件 27年度7件（内6件進行中） 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・推進組織においてフォローアップを第三者評価のしくみの中に明確に位置づけたら。 
・受審のメリットが感じられない。項目を減らした基準があってもよいのではないか。現在の半数程度の項目でも

評価がなりたつようにならないか。 
・事業所によっても受審動機が異なっている。「社会に対するアピール」「法人から受審を促されて義務的に受審

」「abcの評定より、具体的な改善方法を知りたい」などなど、である。 
 これらのニーズごとに一律の評価基準、評価プロセスで評価機関が事業所の求めに応じられるかどうかは疑問で

ある。（ニーズに即した評価方法があるのではないか） 
 評価の留意点、着眼点に書かれたことを額面通りに指摘するだけでは評価の意図が伝わらない。細目がおかれた

狙い、趣旨や評価の着眼点が示されたのはなぜかというところを説明できなければならない。 
・評価者は、あるなしを表面的に聞くだけでは意味がない。 
 コンサルテント的な機能に踏み出す方向性はよいと思うが、片や頓珍漢な助言をするようではいけない。ある一

定以上の知識が必要になる。 
・ICT、SNSへの対応、ルールなどに関することは社会的養護分野では新しい子供への支援としては大事になるが

事業所も評価機関も追いついていない。このような基準を超えた内容についても評価コメントに記述すべきではな

いか。これは民間の強みではないか。 
・第三者評価を通じて事業所に対する知識の還元が大事だ。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・住環境の改善、食事環境改善、マニュアルの整備等 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は行っていない。各自個人で取り組んでいる。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県や全社協で行われる研修会に積極的参加。費用は個人の場合と会社負担の場合あり。 
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Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・少人数のため特にない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・特にありません 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・経験が大事と考える。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・特にない。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・今後保育関係が増加すると思われ、この経験者が必要と思われる 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・知識もさることながら、性格や考え方等適性が必要と考える。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・第三者評価とはいえ、事業に関する知識、社会的な知識、世の中の動向等幅広い知識が求められてきていると思

われる。評価ポイントや評価の留意点等が記された文章だけを参考にしていたのでは実際の改善には繋がらないの

では、事業所側が本当に改善の必要性を感じ、質の向上につなげていくためには、評価員の対応が重要なポイント

になってくるのではないかと思われる。 
 
８．評価機関 ８ 

都道府県名 秋田県 開設年月 平成20年4月11日 
法人種別 NPO法人 
平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
9件 

（2件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
8名 

（1名） 
第三者評価以外の事業の実施 ☑その他（職能団体事務） 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 2日 5回 28万（アンケート別）円 

障害者 
入所施設 

3人 2日 5回 28万（アンケート別）円 

特養ホーム 3人 2日 5回 28万（アンケート別）円 

児童養護施設 3人 1．5日 5回 28万（アンケート別）円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価は3人で担当し担当分野を事前に決めている。聞き取り調査2日間終了後、約1週間以内に評価者それぞれが

担当した項目を報告合議する。その後事務局がまとめる。この内容を評価決定委員会に諮り、内容に関する意見を

聞くのではなく、文章の点検を受ける。評価決定員会のメンバーは、弁護士、元施設長、市民である。（評価決定

員会の設置は義務だと思っていた） 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・評価結果が「b」の場合は、「～を希望する・期待する」でまとめる。 
・強みと弱みをはっきりと書くようにする。強みとは、事業所の特徴ある取り組み。弱みとは、改善点でありそれ

をわかりやすく書く。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評の決定に置いて、評価者は自分が担当した評価項目の中から、評価が高い点と改善が考えられる点について

、数点（担当調査者に委ねている）書いて来る。それを全部取入れる。時に3評価者が挙げた点が重複する場合が

あり、事務局が調整してまとめる。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会に開催は評価プロセスとして位置づけていないので、契約時には説明していない。また事業所からの要望

はない。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・報告書の内容を伝える取り組みとしては、報告書原案をメールや電話で、事業所側の評価担当口や管理者に送付

し、事業所内での検討を依頼する。そして、事業所側からの質問に答える。このやり取りが複数回にわたることが

多い、そして事業所との了解にこぎつけている。 
・報告会を開始しない理由は、評価の活用に関する責任は管理者にあると考えているので、管理者とメールなどの

やり取りを丁寧にしているからである。また事業所が評価機関の所在地から遠方にある場合など、訪問することに

躊躇していたとも考えられる。 
・ヒアリング調査を受け報告会の提案を考えてみたい。 
 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 1件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・アドバイスまではいかないが、例えば利用者アンケートで同じような問題が指摘されていることや視察時・ヒア

リングでの訪問時に清掃が行き届いていないなど環境面の問題を感じたときには、口頭レベルで伝えている。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・事前説明時に「質を向上させるための第三者評価は施設側と我々の協働作業」と説明している。信頼関係を意識

している。また、コメントと総評については、事業所の納得を得る取り組みを課題として、時間をかけているので

、概ね良く受け止めてもらっていると思える。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・事前説明時に、判断基準「a、b、c」については、評価機関が独自に判断する事、話し合いで譲ることはないと

説明している。 
・コメントと総評の内容は、事業所と調整をすること、そして双方が納得するまで話合う・連絡し合うことを事前

説明で言っておく。これらの内容については変更を要求されることがあり、納得するまでメールや電話でやり取り

をし、再訪問することもある。 
・事業所から変更を要求された内容は、保育所では、地震避難の場合上から落下物を防ぐために天井に仕掛けをし

ているが、その仕掛けの㎡数と違い。婦人保護施設では夜間管理員の人数など。児童養護施設の学習時間に立ち会

っている職員数等であり、環境面の状況で客観的な事実の相違点である。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・特にないが、かつて受審施設であった地域に出かけたときには、立ち寄ることがある。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・改善に取り組んでいる事業所もある。また、事業経営に関する理念、方針や中長期計画と事業計画等、施設経営

の近代化に関心が向いてきていると思う。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・聞き取り調査や評価結果についてメールや電話でのやり取りなど、評価のプロセスで改善に資する取り組みは、

すべきであると思う。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目のはき違えがあり、聞き取り調査時に説明することが多い。 
・求められれば、他事業所の適切だと思われる取り組みを紹介する。その時には個人事業名は避けている。また評

価者の経験を伝えることもある。 
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Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・知っている範囲で応えている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・第三者評価の調査員は、外部環境の変化による法令等、しっかりと認識し評価項目・ガイドラインの説明をする

必要がある。そのために評価機関内での調査員による情報伝達等に励んでいる。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップは必要と思いますが、そのための費用・経費等は見ていません。受審回数の増によって次第にで

きていけるようにしたい。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップはありません。ついでに立ち寄るのみ。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審の割引制度あり（1割）。ホームページ記載あり。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・母子生活支援施設1件あり 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・フォローアップは第三者評価だからと言ってすぐ聞いてはくれないと思う。施設の置かれている現状、外部環境

の変化等、理事長・施設長の意識高揚を考える必要ある。 
・フォーアップするためには、評価機関での人材不足となっている。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・中長期計画から「大規模修繕」に至った例。人材育成の面で、心理職（嘱託）を設置した例。地域交流から地域

への「園だより」配布。理念・基本方針等の園内掲示。職員間での共有課題が持てた。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・定期的な内部研修はない。ほとんどが元職場のOBなので、調査担当に当たった合議の時間を情報交換に当てて

いる。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・全社協による社会的養護の養成研修（1名、費用半額） 
・全国（岩手大会）研修（2名、費用法人もち） 
・秋田県養成者研修会（16人、費用法人もち） 
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Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・特になし。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・理事長がブログを使って必要知識を発信。主に外部環境等の変化・法令等。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・福祉施設士会（1年通信・福祉施設長専門講座終了後/全社協会長が与える施設長民間資格）を福祉サービス第三

者評価機関として将来にわたり継続していけるような研修に心がけたい。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・県内各施設OBを勧誘。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・高齢部門。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・元職場の管理職のOBを育成している。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・受審率のアップを願っています。そのためには県・中核市レベルの指導監査を担当する監査員との交流が必要。

監査時に第三者評価を進めてもらうように。 
・秋田県での第三者評価フォローアップ研修に保育所長等施設に参加申し込みを入れるよう秋田県組織機構に依頼

している。 
 
９．評価機関９ 

都道府県名 福島県 開設年月 平成18年8月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
26件 
（0件） 

所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
23名 
（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑社協活動 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1.5日 6回 324,000円 

障害者 
入所施設 

2人 1.5日 6回 324,000円 

特養ホーム 2人 1.5日 6回 324,000円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・調査員2名でコメントを手分けして（前半・後半等）作成、合わせたものを事務局と1日かけて合議する。 
・合議したものを踏まえて総評を主任調査員が調整し、総評を作成する。 
・前述で作成したものを審査委員会（3名程度）に提出し、主任調査員と事務局を含めた協議をする。 
・前述で作成したものを事務局が施設を訪問して説明して修正する。 
・合議の中でよい点と改善点を、それぞれ3点程度選ぶ。その際、評価分類に拘らない。 
・細目コメントの文字数は300字程度としている。総評は細目コメントを肉付けするように記述する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・記載方法は要領を定めている。また、改善提案を盛り込むこともある。 
・改善提案は、重要度、優先度を考慮して記述する。受審施設法人の規模や評価結果の状況に合わせて改善可能な

範囲を考慮して提案する。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・改善提案については「改善が求められる点」として記載している。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・事務局職員が、審査会の確認を得た評価結果および利用者・家族アンケート結果を持参して、施設長および担当

者に説明している。アンケートは全数調査としている。 
・評価機関の方針として説明している（説明会とまではなっていない） 
・評価報告書はあらかじめ送付し（メール送信し）事前に読んでもらっておき報告会を開く。 
・報告会は1～2時間になる。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・審査会終了後、施設長および担当者にa、b、cの数のグラフやレーダーチャートおよび自己評価から評価が下が

った点を中心に説明する。 
・訪問調査時に伝えておくこともある。 
 

児童養護施設 2人 1.5日 6回 324,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 1件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・前述の説明を利用して口頭で指摘している。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・初めて受審する施設が多く、概ね良く受け止めてもらっているが、保育所や障害者施設では、評価基準が現在の

ものにあっていない等、評価基準等に対して意見が出る場合もある。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・報告会（事後訪問）で協議して、調査者と話し合い、対応している。 
 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップのしくみはできていない。研修会で評価した施設に報告してもらって確認している程度（すべて

の施設ではない） 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・「真摯に受け止めて改善している」や「改善委員会を立ち上げた」という施設の話を聞いている。 
・今の力を知りたい。知ることができたとの感想が戻ってきた。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・調査機関内部で安全基準等に関する部分は伝えようといった雰囲気はあるが、文書化等はされていない。 
・改善提案はすべきと考える。情報提供もできるものはする。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・中長期計画の作成方法、地域との連携方法等が助言を求められることが多い。 
・前述の他、当該施設でできていないところを他の施設ではどのようにしているか？等 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・調査員や事務局職員の知り得る範囲で伝えている。（評価機関としての対応はしていない） 
・情報提供の取り扱い方は定めていない。ヒアリング時に聞かれたときに、例えば参考になる取り組みを行ってい

る法人名を教えたり、問い合わせてもらう。評価コメントに情報提供内容を記述することはない。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・Q13の回答の通り。 
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6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・しくみはない。しくみがないので、受審後の問い合わせもしにくい。フォローアップも含むことになれば評価料

金が上がることになる。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・しくみはない。フォローアップより、継続受審が望ましい。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・社会的養護施設にとどまる。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・監査のようにならないよう施設側と一緒に取り組む姿勢が必要と考えるが、費用や人件費の課題等がある。 
・単なる指摘にとどまらないようにしている。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・課題が明らかになり、部分的、段階的に取り組んでいる。課題は年度計画に直接盛り込んだ。 
・自己評価段階で気づいたことや改善点が、事業計画に反映されることがある。 
・受審施設自身が気づき主体性をもって行動したほうが改善が進む。そういう意味では自己評価体制をつくって取

り組むことが大事である。 
・これまで少なかった中間層の発言や現場職員への助言の機会が増えた。 
・評価に対して構えている部分が大きかったが、よい材料の気付きが得られた。職員の行動力に変化が見られたよ

うに思う。主任・リーダークラスがメインだったが、他のスタッフからも意見が出るようになった。 
・改善委員会が立ち上り、組織全体でサービス向上に取り組むようになった。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・毎年1回、年度当初に学習会を行っている。その年度の実施方針や前年度の振り返り等についてグループワーク

を行っている。対象者の80％程度参加している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・推進機関の実施する研修に参加費や旅費を事務局で負担して参加してもらっている。参加率は70％くらい。 
・評価関係の全国会議や研修会に参加者を調整し、年に数名参加している（参加費や旅費を事務局で負担）。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・調査員へのスーパービジョンの必要性を事務局が考えている程度。 
・調査員へのスーパービジョンやOJTのしくみはない。 



88 
 

Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・ない。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・他都道府県の育成および確保方法を伺いたい。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・事務局で把握している関係者に打診している程度。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・保育や障がい関係調査員が不足している。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・工夫が必要であるが、確保のあり方までは協議できていない。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・評価するための費用補助が求められる。 
 
１０．評価機関１０ 

都道府県名 栃木県 開設年月 平成12 年5 月      
法人種別 NPO法人 
平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
24件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
17名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 
☑その他（普及啓発、調査研究、相談支援、提言） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 2日 5回 270，000円 
障害者 
入所施設 

3人 3日 6回 350，000円 

特養ホーム 3人 3日 6回 350，000円 
児童養護施設 3人 3日 6回 320，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 1件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 5件 件 件 
その他 件 件 件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価結果の内容は評価リーダーを中心に合議を実施してまとめ、最終報告書も評価リーダーや評価調査者の責任

において仕上げる。具体的には、評価分類ごとに評価者を分けてその人が書いて、持ち寄って合議して総評の内容

など決める。最終的な調整はリーダーが行う。評価機関にそれをチェックする委員会のようなものはつくっていな

い。リーダー任せである。評価機関では内容まで立ち入ったチェックはしない。 
・訪問調査は3人で、2日間かける。1日目は書面チェック。担当ごとの書面チェックと、現場観察をする。保育な

どでは、食事は一緒に食べる。2日目がヒアリング。項目ごとに、3人一緒におこなう。責任担当がリードする。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・当評価機関では「市民目線」を大切にしているため、なるべく専門用語を使わず、読んで事業所の様子が目に浮

かぶような表現を心がけている。評価結果が「利用者の事業所選択に資するため」という第三者評価の目的を重視

している。 
・改善提案については、評価基準書に掲げてある内容を超えるものを記載することは少なく、抽象表現にとどまる

ことが多い。具体的な改善提案は口頭でアドバイスする。評点と所見の報告をする中で言うことが多い。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・評価できる点と改善が求められる点、それぞれ3つずつくらいは挙げるようにしている。4つも5つもはしない。 
・取り上げる内容は特には決めていないが、評価できる点については事業所の特徴を捉えた内容とし、総評の改善

点については現実的に取り組みやすい内容を掲げるようにしている。 
・表題を必ず記載している。 
・具体的な改善提案は、ヒアリングや評価結果報告会の中では話し合われるが、評価結果報告書では、抽象化した

表現をとることが多い。 
・書き方としては、である調。敬語的な書き方はしない。不十分であるとか、「ここのところは取り組めていない

ので改善が求められる。」というような書き方をする。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・経営層に対する評価結果の説明は、評価者全員が参加し実施している。評価機関として標準手法として位置づけ

ている。 
・事業所からの求めがあれば、職員に対する評価結果の報告会を実施する。半分以上の事業所では実施している。 
・報告書を送り、読んでもらってから説明に行く。必ず訪問した3人が行く。あとからこうだったかなど、も多い

ので報告の段階でわかることもある。お互いにわかりあえることが大事なので、納得で作られたというプロセスが

大事なので3人で行く。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・評価結果の合議後、あらかじめ報告書を送付した上で主に経営層に対して報告会を実施し、内容について意見交

換や補足的な情報交換をし、修正を施して最終報告書を仕上げる。 
・一般の現場職員に対しては、最終報告書を事業所に提出し、推進組織からの公表があった後に評価調査者から説

明と報告を行う。 
・報告会で、外部から見るとすごい努力しているということが伝わると職員のモチベーションが上がる。 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・評価項目のヒアリング以外に経営層への結果報告会でも十分に時間を取って話し合いをするので、その際に口頭

で伝えている。 
・公立保育園の場合、園独自には取り組めない内容について、市の担当職員に直接伝えたり、会議の場を利用して

伝えるなどしている。（第三者評価の範疇を超えるが…公立保育園の場合は、子ども子育て委員をやったりしてい

るので、市に言う機会がある） 
・社会的養護は、職員アンケートを実施しているが、その中に虐待などの指摘がある。場面観察していると虐待と

までいかないがどうなのか、などの事例がある。この辺は、施設長に口頭で伝える。対策を取ってもらうようにし

ている。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・改善を要する課題については、ほとんどの場合事業所でもわかっていることが多く、記載内容を好意的に受け止

めてくれる。さらに、評価を受けなければそのまま流してしまうので、課題を確認できてよかったという感想が多

い。ここは私たちが力を入れているところなので、取り上げもらってよかった。といわれることが多い。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・内容の変更を要求されることは少ないが、対象項目についての新たな取り組みを提出されることがあり、対応箇

所の表現を修正することはある（調査不足、ヒアリング不足の面は否めないが）。 
・ヒアリングのあとで、新たな取り組みを提出されることがあり、言い忘れたなどがあるので、修正することはあ

る。表現方法を指摘されることもまれにはある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップについては当評価機関の課題となっている。今後何らかの方法で、事業所のその後の取り組みを

追いかける必要がある。 
・再受審した事業所では改善課題のその後の取り組みを確認することができる。（再受審しようとする事業所は、

もともと第三者評価を利用して質の向上を図ろうとする意欲が強いと思われる）。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・再受審の際には、評価調査者を前と同じメンバー（全員ではないとしても）を充てることが多い。そうした場合

では、コメントが直接役立っているかどうかというよりは、各項目での取り組みがどのように進捗し推移している

かを確かめることができ、評価の効果を実感できる場合がある。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・特に定まった考えはない。コンサルができるほどの力量はないので、その事業所の気づきや力を信じ、事業所を

リスペクトし、励ますことが今のところベターではないかと考える。 
・事業所にとって自信を深めてもらう、お得感、得られるものがあってよかったと思えるように力を入れたい。 
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5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・「よその事業所ではどうしてますか？」というような問いかけを受けることは結構ある。 
 よその事業所ではどうですか、などの場合は、個人名は出さないがヒントになるようなことは口頭で述べる。 
・評価項目の解釈について事業所で誤解していることもあり、説明を要することがある。評価項目の解釈は事業所

が誤解していることが多いので、説明している。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・情報提供を求められた場合には知りうる範囲で答えることもあるが、そうした場合には具体的な事業所名を挙げ

ることはしていない。 
・評価調査者が事業種別の専門家とは限らないため、助言できる内容は自ずと限られる。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・評価実施の件数が多い評価機関ではないため、助言や情報提供は限られる。評価者の経歴によっては福祉制度に

詳しい者、現場に詳しい者、経営に詳しい者等々がおり、評価者個人の知識・経験の範囲内での助言になるのは致

し方ない。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・評価結果を事業運営や現場の支援にどのように生かしたかを知ることは必要だと思うが、当評価機関では現在の

ところそのしくみができていない。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップのしくみはない。ただ、公立保育園の場合、順番に評価を実施し、当評価機関が継続して担当す

ることがあり、ほかの園での評価結果が翌年は別の保育園で生かされている、という経験をすることがある。自治

体の評価を生かす姿勢が現れていて、拍手を送りたい気分である。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審を働きかけるしくみはつくっていない。 
・営業活動はしていない。今回、1回だけ働きかけてみたが反応はない。 
・栃木県は補助金制度をつくった。一部30万円が上限で、障害者、特養、養護、軽費の入所施設のみ。20件の予

算があったが、しかし10件にいたらなかった。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・自主的に3年に1回継続受審している事業所が1カ所ある。 
・社会的養護関係施設では、義務化になる以前に栃木県の児童養護施設・乳児院の取り組みとして第三者評価を受

審しようという動きがあり、義務化して2回目の受審となった事業所が4カ所あった。割合を示めせるほどのもの

ではない。 
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Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価後に気軽に事業所を訪ねてざっくばらんに話し合いができればよいのではないかと考えるが（料金が発生す

るものではなく）、これは評価機関の意向として確認したものではない。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・Q16での保育園評価の例。公立保育園で長年統一した「保育課程」「年間指導計画」を利用していたが、各保育

園の事情を反映したものにつくり替える必要があると改善提案したところ、各保育園で策定するようになった。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・定期的な内部研修。（年3回程度、評価手法の確認など。参加率60～70％程度） 
・施設見学会（年1回程度、参加率60％程度） 
・評価機関主催福祉制度講演会（年1～2回、参加率30％）市民にも開放しているが事業所の参加が多い。50名ほ

ど参加。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・推進組織主催継続研修（毎年必須～参加負担なし） 
・全社協主催評価者リーダー研修等（参加費・交通費・宿泊費等は評価機関が負担） 
・そのほかの外部研修（福祉制度のセミナー、講演会）は自主性に任せている。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価調査者の質の向上は、机上の学習よりは評価経験の積み上げによって可能だと考える。従って、新人には研

修として、評価に同行して経験してもらっている（4人で訪問）。 
・ただ、メンバーによっては得手不得手（現場を見る目はあるが文章は苦手など）があり、一人ひとりの力量を向

上させるのはなかなか難しい。これは評価機関として課題であり、各評価活動での評価者の組み合わせによって全

体として質を向上させる以外にはないと考えている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・OJTぐらいしかない。文章力の向上の研修の要望があるが、難しい。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・Ｑ23に記載。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・自主的な申し出もあるが、基本は口コミによる一本釣り。 
・メンバーはリタイア組（9名）、本職を持つ現役組（6名）、その他（2名）で、すべて非常勤。現役は経営コン

サルタント、福祉経営、ケアマネジャーなど。現役がいると新制度や取り組みがわかるが日程調整が難しい。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・経験豊富でも向き不向きがあり、経歴だけではわからない。メンバーを増員することはどの分野でも難しい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・増員ははかばかしくないが、公募はせずメンバーからの推薦によって確保することが一番確実である。 
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Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・評価機関や評価調査者の質の向上を図り、事業所に信頼してもらえる評価活動をすることがひいては受審促進に

なると思うが、全体的にもっと評価料金が上がらないと、評価機関の体制づくりは難しい。現に当評価機関では専

任の事務員を雇うことができていない。 
・評価料金の補助制度の普及も一つの方法。栃木県では評価実施促進のために今年度から高齢者施設と障害者施設

の評価の一部に対して補助金を出すようになった。それでも評価数は飛躍的に伸びるまでには至っていない。 
那須塩原市ではすべての公立保育園の評価を順次実施している。また、民営化にあたっては、3年以内に第三者

評価を実施することが定められていて、そのための民間保育園への評価料金半額補助制度もつくっている。 
公立保育園の評価は、栃木県では日光市（全園実施済み）、宇都宮市、栃木市、高根沢町、那須烏山市等で実施

されている。とにかく、推進組織が頑張ることが必要。受けてよかったという点をもっとPRしてほしい。 
 
１１．評価機関１１ 

 

都道府県名 東京都 開設年月 平成17年7月 

法人種別 株式会社 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
203件 

（3件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
22名 

（1名） 

第三者評価以外の事業の実施 
 

☑コンサルティング活動 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の平

均的手法と価格 
 
東京都の場合 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 21人 1日 5回 560,000円 

障害者 
入所施設 

人 日    回 円 

特養ホーム 人 日    回 円 

児童養護施設 22人 1～2日 5～8回 560,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 6件 件 2件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 7件 4件 16件 
その他 件 件 件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・事後合議⇒担当が報告書作成⇒リーダーが事後合議に沿っているかチェック⇒担当修正⇒評価機関がチェック・

修正⇒再度リーダーチェック・修正⇒評価機関最終チェック（決定） 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・「業務マニュアル」や「報告書用字用語表」で統一している。 
・改善提案は、総評以外の項目内にも盛り込む方針としている。 
・事後合議時に上がったものの、総評に載せるに至らない改善提案は項目内のコメントに記すこととしている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・「業務マニュアル」や「報告書用字用語表」で統一している。 
・総評には必ず改善提案を盛り込み、数カ月～1年程度で改善可能と思われるものを抽出する方針としている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
 ・経営層報告会は必ず実施している。施設の要望にあわせて、職員報告会・理事会報告会などに対応している。

また、評価機関として、職員報告会の実施を推奨している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・経営層報告会は施設長・主任やリーダークラスを中心に実施し、職員報告会は全職員の会議で行うことが多い。 
・経営層報告会の数日後、評価結果が概ね確定したものを職員報告会で説明する場合と、経営層報告会と職員報告

会を同一日に行い、両方から出た意見を通して評価結果を確定させる2つのパターンがある。 
・職員報告会では、専用の報告書を用いて報告をしている。 
・課題としては、訪問調査の事業所側の対応者と結果報告の事業所側の対応者が異なるときなど、訪問調査時とは

違う話が事業所側から出てくることがあり、結果報告時の共通認識がしにくい場合がある。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・報告書には抽象的に記載し、口頭で具体的に話している。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ね受け止めてもらっていると思う。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・実際と名称や取り組みが違うなどの場合は、実情に合わせて修正をしている。 
・改善提案について、課題と認識していない、または改善しようと思わないなどの、意見を頂いた場合には、十分

な対話を通して理解をしてもらえるように努力をすると同時に、代替案を複数用意して結果報告に望む。 
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4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・毎年受審する事業所が多いため、翌年度受審の際に確認をする。 
 具体的には、改善計画等を事業所から受け取り、進捗状況を訪問調査時に確認する。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・9割以上は、改善計画を立てて取り組んでいるので、概ね役になっていると考える。 
・上記とは別に、評価後の独自アンケートを通して把握している。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・改善点は具体的に記し、改善の一例を記載するなど改善の道筋が見えるように指摘している。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査時に助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？ 
・他の事業所の取り組みは聞かれることが多い。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・他施設の取り組みは、事業所名を伏せてネットで公表されている範囲内で答えている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・改善のヒントとなる情報提供は行っている。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・次年度にフォローアップをするようにしている。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・次年度評価を通して行っているが、それ以外にフォローを行うことはコンサルにあたるため都の評価では実施で

きないと考える。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・毎年度、各事業所の受審時期に合わせて、継続受審をうながす働きかけをしている。 
・料金は、概ね前回の金額と変わらない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・8割から9割 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・継続受審は、単年度でなく各事業所の推移や中長期的視点に基づく評価が可能になるため推奨している。 



96 
 

Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・理念に基づいた組織づくり 
・理念に基づいた人材育成 
・理念に基づいたサービス提供、など 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・年2回程度、登録評価者全員を対象に行っている。 
 1回目は、事業計画や重点課題の説明、関連する制度の共有、ワークなど 

2回目は、当年度重点課題に関する研修 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・個人が実費を負担するため強制はしないが、社会的養護関係施設に関する研修は研修履歴を作成している。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・1回目は、正規メンバーに同席する形で、一連の評価の流れを知り、2回目以降は、正規メンバーとして、経験

のある評価者と組む形で行う。評価に入る頻度によるが、3年かけて行う。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・研修では必ずグループワークを行い、話し合うことを大切にしている。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・常勤ではなく、さまざまな評価機関に登録をしている評価者が多いこともあり、当社独自の育成をすることが難

しい。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・ホームページでの募集、評価者の紹介により確保している。 
・評価者は業務委託契約（100％） 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価者に適した人材を集めるのは極めて難しい。分析能力、コミュニケーション能力（聴く力）、文章作成能力

、礼節と求められる能力が多岐に渡り、報告書の量など負担も大きい。一方で、年間通して評価業務がないため、

評価者は評価だけで生計を立てるのが難しく、それゆえに、現役世代の評価者の確保が極めて難しい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価機関合同説明会のようなものがあるとよい。 
 推進組織など上部団体が主催で、もっと活動した評価者と、評価者を募集している評価機関のマッチングができ

るとよい。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・やはり、補助金額が要なのではないでしょうか。 
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１２．評価機関 １２ 

 
 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・調査者3名以上で訪問調査を行い、合議をして、担当しているところの評価を書く。リーダーが最後にまとめる

。事務方が文言や誤字などをチェックするが内容はいじらない。チームで決めたものを事業所側に提出して、すり

合わせをする。事業所側の了解を得て評価が確定するという手順を踏んでいる。 
 
Ｑ2：コメントを作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・根拠がないことは書かない。「～と感じられた」など感想文になることは避ける。文章作成のためのマニュアル

があり、それに沿って記載するようにしている。具体的な改善提案は書かない。「～を期待する」程度の文言でま

とめる。改善方策を考えるのは事業所の役目であると考える。気づきを与えるのが大事である。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Ｑ2に同じ。 
 

都道府県名 東京都 開設年月 平成12年7月 
法人種別 株式会社 
平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
643件 

（  件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
52名 

（2名） 
第三者評価以外の事業の実施 ☑地域密着型サービス外部評価 ☑コンサルティング活動 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他（救護施設等） 

第三者評価の平

均的手法と価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 5～6回 500,000円 

障害者 
入所施設 

3人 1日 5～6回 550,000円 

特養ホーム 4人 1日 5～6回 570,000円 

児童養護施設 3人 1日 5～6回 520,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 2件 件 
高  齢 19件 3件 7件 
障  害 28件 3件 6件 
社会的養護 11件 5件 2件 
その他 1件 1件 件 
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2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会は基本的に開催するよう事業所に働きかけている。実態は事業所側の事情を忖度するのでケースバイケー

スであるが、少なくとも報告書を渡すときに経営層にはきちんと話している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・報告会の形態は、事業所側に任せている。経営層だけだったり、職員の多くが参加したり、事業所によりやり方

が違っている。報告会はマンネリ化しているところもある。逆に受審していろいろと気づかされてとてもよかった

と言われることもある。報告書によって事業所側の取り組みが可視化され、それに事業所側が気づくことが効果と

してあげられる。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・気づいた事項は口頭で事業所の長に話す。訪問調査時よりは報告書のフィードバック時が多い。詳細なフィード

バックを望む事業所にはフィードバックを心がけている。望んでいない事業所にはそこまでしない。評価調査者に

よっては「気づきレポート」を作成する人もいるが、全体的な取組ではない。評価調査者に任せているところがあ

る。アドバイスレポートというような明確なしくみは用意していない。虐待らしきものがある場合は、率直に施設

長と話す。こうした微妙な件は、評価機関のスタンスによって違うのではないか。評価機関にも、若干の権限があ

ればよいと思うが。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ね、よく受け止めてもらっている。東京都なので受審回数が多い事業所ばかりだが、人も変わり組織も変わる

ので、常に新しい気づきがあったりして、マンネリ化にはならない。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・内容の変更の要求はないわけではない。そういう時は改めて見直し、事業所側と折り合いがつくまで話し合う。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップのしくみはないので、そこが課題とは認識しているが、東京都の場合、推進組織がある程度の枠

組みを提示しているので、そこをはみ出してまでするような取り組みはしていない。東京都は、改善結果を推進組

織のホームページで公表しているので、そこを見てチェックはしている。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・東京都の推進組織のホームページで見る限りは、きちんと取り組んでいるところが多いと見ている。 
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Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・福祉サービス第三者評価の限界でもあるのだろうが、評価そのものが医療などと違い生活を相手にするのだから

なかなか科学的に断言できないところがある。改善提案をしたとしても、それが評価者の独善的な提案になる可能

性があり、検証できないことがある。具体的な改善提案となると責任が生じ、その事業所に合った提案なのか検証

できない。コンサルとして割り切ればできるのかもしれないが、そうなるとよいが今の評価料金では合わない。第

三者評価にそこまで求められない。評価で気付きを示しているので「後は自分たちで考えて」というスタンスが望

ましい。ここが課題だと言われたら、それを考えるのは事業所が試行錯誤しながらすべきであろう。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査時に助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？ 
・他の事業所の場合は事例を示すこともある。訪問調査またはフィードバックの時に聞かれることが多い。初めて

の受審の時は、評価項目の解釈などを教える。適切な自己評価ができるようにするためである。 
  
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・口頭で臨機応変に対応する。評価機関によって違うようだ。コンサル系の評価機関は情報提供を積極的に行って

いるようでる。そこのところが統一がとれていないのは問題であると思う。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価機関のスタンスとしては、気づきが得られるような情報提供を心がけている。具体的には踏み込まない。た

だ、評価調査者によって違いも大きく、必ずしも評価機関で統一性が保たれているわけではない。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップがしくみとしてあればよいとは思うが、東京都の場合は推進組織が決めることなので、現状では

難しい。推進組織の指示に従うという関係性が存在する。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・現在はない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・営業活動は一切していない。早割もない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続受審の件数は6割ぐらいである。前回からどう変化したかなど事業所側も知りたいということなので、評価

調査者もなるべく前回と同じ人に担当してもらう。事業所側も期待している。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・しくみとしては、推進組織が決めるべきことだと思う。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・部署間の交流などで、ミニカンファレンスを増やしたなどの取り組みがあった。継続受審で見ると、課題として
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記載したことは、大体取り組んでいる。ただ、大きな視点での課題は継続中であることが多い。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は年1回実施している。リーダー格の評価者の参加率は7割ぐらいである。 
・内容は、評価機関の方針とかルールとか、第三者評価の改正点などを話題にする。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・フォローアップ研修、専門研修には参加してもらっているが、費用負担はしない。他の評価機関にも属している

方もいるので。スキルが上がらない人には、研修の案内はしない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・初任者が評価に当たるときは、評価調査者としてではなく、研修として同行訪問させる。福祉サービスの方は、

専門性が確立している評価調査者を選ぶ。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・マニュアルを配って研修している。ただ、何回か評価に携わっていても、向き不向きがあることは否めない。ま

た、基本的なリテラシーの問題もある。協調性の面で問題がある方もいる。そのような方には、評価を依頼しない

ようにしている。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・上記と同じ 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・口コミのみ。東京は評価機関の推薦がないと養成研修を受けられないので、口コミのみで確保する。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・どの分野も苦労している。障害の現場を知っている評価調査者が少ない。社会的養護関係施設の評価ができる評

価調査者も少ない。もともと、保育園はあまりやっていない。 
・評価レポートを作成する負担が大きいので、現役の方はなかなか時間がとれない。報告書の作成に時間と労力が

かかり、それがネックになっている。訪問調査がうまい人でも、報告書をきちんと作成できない人もいる。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・現状は厳しい。1機関1、2名しか養成研修を受けられないので、高齢化が進んでいる。 
・養成研修終了した人で休眠している人は1,200名中1,100名程度いるのではないか。そして評価を依頼しない人が

6割いるので、現状は大変である。推進組織や役所も一度評価を経験し、現状の大変さを考えてほしい。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・改善計画についてだが、このままでよいのかという認識はある。ただ、改善提案まで出せる評価者を育てること

ができるか、という問題もある。例えば、施設長を経験した評価者が、必ずしもよい評価者とは限らない。 
・価格のことでは競争となっている現状がある。a評価ばかりのところとか、価格のダンピングがあったりする。

NPOの一部などはとても安い仕事をする。適切な評価ができるよう東京都には何らかの基準を期待したい。 
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１３．評価機関１３ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・訪問調査の担当評価者が役割分担してそれぞれ案として作成し、事務局に提出して評価結果報告書案を一括しま

す。その後、専任スタッフと評価リーダーにより内容の調整を図り、評価機関としての最終決定をします。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・独自の評価者ハンドブックを作成しています。そこで講評コメントの書き方について詳細を決めています。 
・「利用者本位」「施設運営の質の向上」「サービスの質の向上」を共通認識としたう上で利用者調査結果や職員

自己評価結果から認められる傾向を必ず盛り込むように努めています。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評は受審施設にとって非常に影響力があり、特に「改善が望まれる点」の内容は東京都の場合、次年度の改善

計画に直結することが多いです。そのため、最優先課題や施設全体で取り組むべき課題、理念や方針と比較してさ

らに取り組むべき領域等を意識して文書化しています。 

都道府県名 東京都 開設年月 平成14年7月 

法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
356件 

（2件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
29名 

（6名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑地域密着型サービス外部評価 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 4回 600,000円 

障害者 
入所施設 

3人 1日 7回 600,000円 

特養ホーム 3人 1日 7回 600,000円 

児童養護施設 3人 1日 7回 600,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 6件 4件 1件 
高  齢 29件 5件 3件 
障  害 28件 20件 9件 
社会的養護 19件 12件 6件 
その他 件 件 件 
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2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・評価結果報告会を一連の第三者評価の活動のなかに位置づけて実施しています。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・評価結果報告書が確定した後に、職員を対象に独自のフィードバックレポートを配布して実施しています。福祉

職場の多くはシフト勤務のため、出席する職員が限られる点が課題だと思っています。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・評価リーダーが「アドバイスレポート」を作成して施設長に渡しています。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・評価制度がスタートした時には、「改善が望まれる点」について消極的な施設もありましたが、東京都で平成1
9年度から第三者評価が実質義務化されて以降、良く受け止めていただいていると思います。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・東京都では「事前説明確認書」という文書を取り交わすことが評価機関に義務づけられており、評価結果の内容

については納得いくまで十分話し合うことができるしくみとなっています。評価機関としても、事実誤認や読み方

によっては誤解が発生する場合がある文書については適宜、修正しています。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・毎年、連続して当評価機関で第三者評価を受審している施設については、必ず確認しています。例えば、マニュ

アルの整備やホームページの更新頻度の充実といったものから、ケース記録の書き方の工夫、職員の個別育成計画

書の作成等、これまでの評価活動を通じて幅広い領域で施設の改善活動を目の当たりにしています。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・連続受審を決めた施設から、改善点の指摘が的を射ていたので今年度も当評価機関を選んだと言われてうれしく

なることもあります。Q9の具体例以外にも、数多く実例があります。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・当評価機関は第三者評価の専門機関を目指して運営していますので、コンサルタントにあたることは個人として

も法人としても絶対に行いません。なぜなら、第三者性や客観性が担保できず、第三者評価機関としての大原則が

揺るいでしまうからです。 
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5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・訪問調査の際に助言や情報提供を求められる場合は、これまでの評価活動で報告書に盛り込んだ事実について、

他の施設の取り組みについて情報提供することがあります。助言については第三者評価機関としての立場と能力を

超えると考えていますので実施しません。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・助言についてはQ12の通りで、お断りしています。情報提供についてもQ12の通り、すでに報告書に盛り込んだ

事実情報についてお伝えしています。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価機関は、施設の現状や強み、弱み等を把握して客観的な情報を広く一般社会に向けて公表していく使命があ

ります。訪問調査時に助言することは、合議もしていないので主観になってしまいます。つまり、一評価者の単独

プレーであり、コンサルタントにもつながりかねず、評価活動とは全く異なるものと考えています。当評価機関と

しては助言は厳禁としています。一方で、課題が浮上している場合には、評価チームと評価機関による合議を経て

作成する評価結果報告書に改善点として盛り込むように努めています。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要だと思います。ただし、それは必ずしも評価機関の役割ではないと思います。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・連続受審の場合には、改善された点を確認していますので、フォローアップといえるかもしれません。その他の

場面で、フォローアップは行っていません。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審を働きかけるしくみはありません。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続受審の件数は約6割くらいだと思います。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・第三者評価機関とコンサルタント会社とは別事業なので、フォローアップはコンサルタント会社が自由市場のな

かで施設と契約して実施すべき。評価機関は強みや弱みを明確にすることに使命があるととらえています。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・改善内容は、多岐に亘りますので、理念浸透についてのみ、以下に改善事例を示します。 
・理念の明示方法の工夫（名刺の裏に印字、朝礼での唱和を開始、理念の解説文書を追記、理念カードを作成して

全職員に配布、携行、職員の名札に理念のキャッチフレーズを印字、年度初めの保護者会で理念の説明を開始、年

度初めの利用者自治会で理念を冒頭に示した事業計画書を配布、職員会議録のヘッダーに理念を印字、すべての資
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料のフッターに理念を印字、広報誌の表紙に理念を印字）。なお、東京都の場合、改善報告書の作成が義務付けら

れていますので、総評の「さらなる改善が望まれる点」の8割程は実際に改善されていると思います。当法人の評

価活動を基礎にすれば年間で講評コメント3つ×100事業所×80％＝240の事例は必ずあると思います。総評以外

にも各評価項目にも改善課題をコメントしていますので、さらに膨大な事例が存在していると思います。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・個別育成計画書を作成して四半期に一度、育成の機会を持っています。今年度は6月に個人面談方式で基礎研修

を実施し、専門研修を2回実施しています。基礎研修は今年度の評価機関の事業計画書の内容伝達と評価手法変更

内容、利用者調査方法、合議方法等をテーマに実施しました。専門研修は、別にテーマを設定し実施しました。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・推進組織が実施しているフォローアップ研修を全評価者（25名）が受講しています。また、専門研修には今年

度8名が出席しています。常勤スタッフは費用負担しています。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・個別育成計画に基づく意図的なOJTのしくみを導入しています。年度初めに評価者全員が年間目標を設定し、評

価管理者によるスーパーバイズを実施しています。また、評価活動中は、評価リーダーによるOJTも実施していま

す。評価管理者と評価リーダーはいずれも専任スタッフで、日々情報のやり通りができる環境となっています。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・当法人はボランティア団体としてスタートし、設立当初の理事の知人や近しい人を中心に声をかけ評価者になっ

てもらいました。そのため、福祉や第三者評価そのものに精通している人が少なく、いわば仲よしグループのよう

な集団でした。その後10数年を経過して、評価者の高齢化やコメント作成等の実務能力を高めるモチベーション

の低下なども見られるようになりました。そこで、数年前から評価者を減らす一方、残った評価者の育成に努める

「少数精鋭型」の育成に切り替えています。今後はさらに評価者の平均年齢を下げ、専属スタッフのみの評価機関

にしていきたいと思っています。つまり、評価者育成に関する評価機関独自の取り組みは、就業規則に定年制を盛

り込んで評価者資格を有する専門スタッフを雇用し、専門機関を確立することで日々業務を遂行する中で資質向上

を目指しているところだと思います。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・Q24とほぼ同様ですが、ここまで第三者評価が普及し、社会的な期待も高まっていることを考えると、評価者が

ボランティア的に関わるスタイルでは評価機関としての専門性は担保できないと思います。福祉の専門性や経営の

専門性ではなく、「第三者評価者としての専門性」を有する者を育成するためには、年間を通して相互に学び続け

る体制でなければ育成できないと確信しています。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・ホームページや既存の評価者からの口コミです。 
・個人事業主や会社経営者が日々通勤している等、雇用・採用形態がさまざまで常勤・非常勤という分類では説明

が難しいです。年間通して平日勤務している人を専属スタッフと定義すれば、専属スタッフ6名、評価を依頼のみ

のスタッフ20名で、すべて評価者の有資格者で構成しています。下半期の集計業務繁忙期には、学生アルバイト

を1名雇用する年度もあります。 
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Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・第三者評価の専門機関を目指している。評価者確保ではなく現在の評価者が担当する福祉分野を学びながら評価

活動を実施している。所属する評価者は全福祉分野の評価を担当している。経歴や有資格で判断すれば保育分野の

評価者が少ない。そのため、保育分野の受審依頼が殺到した場合は断る予定です。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価者の確保は評価機関の責任のもとで行われるべきで、評価機関として年間受審件数を明確に定め、その件数

に必要な評価者を確保することが重要だと思う。確保できていなければ、頼を断ればよいと思う。年間10件以上

は評価経験を積んでもらわないと次年度以降、専門性が維持できないように思うので、専任スタッフのみの評価体

制がベストだと考えている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・評価機関数が多すぎると思います。これでは評価活動の標準化や質の向上は期待できません。また、現状の人員

配置や年間予算を考慮すれば47すべての都道府県に推進組織はいらないと思います。北海道・東北ブロック、関

東ブロック、中部・北陸ブロック、近畿・四国ブロック、九州・沖縄ブロックの5つ程で人員と予算を集中させる

ことで責任を持って推進していくべきだと思います。その体制の下で約10団体の評価機関を認証して、全国で50
程の評価機関に絞り込まなければ評価活動の標準化や専門性の向上につながらないと思います。一方、評価者につ

いては受審依頼に対応できるだけの人数を確保すべきだと思います。 
・社会的養護関係施設や保育所だけでなく、障害分野や高齢分野も第三者評価受審を義務化すべきだと思います。

受審費用も補助金で1施設あたり50万円を上限に予算化し、施設運営とサービスの質の保証に第三評価制度を活用

すべきです。もはや、福祉業界の競争相手は業界のなかには存在していないと思います。近い将来には他の業界、

つまり、一般企業や外国の資本が「福祉」の概念にとらわれない形で自由に子どもや障害者、高齢者に適したサー

ビスを提供し始めると予想しますので、あらゆる福祉施設・事業所に第三者評価を導入することが利用者本位の福

祉の実現や施設運営の質の向上等、日本の福祉文化を高め、安定させる一番経済的な施策だと考えています。 
 
１４．評価機関 １４ 

都道府県名 東京都 開設年月 昭和44年5月 
法人種別 株式会社 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
443件 

（38件） 
所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

84名 
（12名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑コンサルティング活動 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 3回 500，000円 

障害者 
入所施設 

3～4人 1日 3回 600，000円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・訪問調査後の合議にて、コメントの内容の記載のポイントや総評の記載の内容を協議し決定している。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・わかりやすい表現にすること。専門用語などはなるべく使用しない。 
・独自に取り組んでいることやがんばっている取り組みなどはなるべく書き込むようにすること、など。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・理念や方針に照らし合わせ、大きく捉えるようにすること。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・フィードバックを必ず実施している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・基本的にはフィードバック時に、施設長や法人の本部職員を対象に実施。 
・事業所の要望により、全職員を対象として実施する場合もある。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・口頭で指摘する場合が多い。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・最終報告書提出時に「お客様満足度調査」を実施し、事業所に評価機関を評価してもらい集計・分析している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

特養ホーム 3～4人 1日 3回 600，000円 

児童養護施設 3～4人 1日 3回 600，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 14件 件       54件 
高  齢 16件 件        2件 
障  害 件 件        3件 
社会的養護 件 件        4件 
その他 件 件         件 
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に対処していますか？ 
・例えば、今後事業内容を見直す予定であるため記載を控えてほしい（表現方法を変えた）、事業所として予算を

厚くして力を入れていることなので記載してほしいなど。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・継続受審している事業所では、記載事項に対する改善の取り組みなどを1年後、2年後に確認することが可能で

ある。記載事項に対し、職員で改善方法を話し合い、できることから実施している場合が見られる。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・1年後、2年後に訪問した際、指摘事項を受けて改善に取り組んだと報告してもらえる場合もある。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・直接的に伝えるのではなく、気づいてもらえるような表現に努めている。しかし、他の事業所ではこんな取り組

みをしていました、などの表現で伝えてしまうこともある。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・事業所は助言を求める場合が多い。そうしてもらえるものと思っている方が多い。 
なるべく直接的な表現ではなく、気づきを得てもらえるような話をしている。例えばとして事例などの話をして

しまうこともある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・特に、複数回受審している場合など関係性が構築されている場合、コンサルティングはしてはいけないことをお

伝えした上で、「例えば」の話をする場合がある。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・事業所が改善のための一歩を踏み出せるようなら、助言や情報提供などはあってもよいと考えている。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要だと思う。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・正式なしくみはないが、継続受審の事業所では、前年の掲載事項を確認することができる。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・特にしくみはないが継続する事業所が多い。評価の質や内容により継続していただけるものと思っている。 
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Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・3～4割程度 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価実施後、ある程度の期間をあけてからのフォローアップが重要と考えます。その場合、年度内での契約の状

況から評価機関が実施することは難しいと考えます。可能であれば、機構や機構が調査事業者などに委託し、事業

所の事後実態調査を実施するのはいかがでしょうか。3年おきにサンプル調査を実施するなど。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・掲示物の活用、職員間の連絡・情報共有方法、伝達漏れの防止策、計画策定、個別育成計画、記録書式の変更。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・年間3～4回実施（前年度反省会、評価基準、根拠資料など）20名程度（参加率は25％程度）。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・機構の研修紹介を所属評価者に紹介し、本人の希望により申し込みをしている。 
今年度は、事例見学会として千葉県内の保育園の見学会を実施した。 

 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・経験年数の浅い評価者は経験豊富な評価者とチームを組み、少しずつコメント作成に取り組み少しずつ担当部分

を増やしていくようなOJTを実施している。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・年間2回程度独自のテーマで研修を実施。グループワークで経験豊富な評価者と新人評価者を組み合わせて、議

論することで、ベテラン評価者の考え方や視点を学べるようにしている。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・実務経験を積むことで育成されていく要素が大きいと捉え、評価の現場に多く入るような育成が望ましい。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・ホームページや口コミ（評価者からの紹介など）。常勤15％、非常勤：5％、契約：80％。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・それぞれの分野で人材の確保が難しい。またよい人材がいても、近年機構の養成講習の受講人数が減っており、

確保が難しくなってきていると感じている。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・人材確保は難しい。評価人材バンクのようなものの可能性は？ 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・最近、第三者評価結果を見て事業所を選んだ、という利用者意見も散見されるようになっており、以前に比べて

普及してきていると感じている。今後も徐々に広まっていくと考えている。 
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１５．評価機関１５ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価機関責任者が各担当者の個々のものを総括し案を作り、担当者を加えて事業所の理念・基本方針に沿った該

当事業所独自の評価基準を意識して、特に優れている点においては他の事業所にない特色かどうかを精査し、改善

事項についてはより向上に結びつくと考えられるものを記載している。なお、以前は各3点程度を上げていたが、

全体像から見えてくる事業所独自の総評ということで、それぞれ1点としてまとめている。細かな内容は講評への

記載に努めている。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・優れている点に関してはわかりやすいテーマ（文言）を決めて具体例などを記載し、改善を期待したい事項につ

いては、当該事業所にはわかりやすく、部外者にはわかりにくく記載するように努めている。 
・期待される選択に資する状況（10年位先であろう）になれば、後者についてもわかりやすくする必要はある。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Q1～2の回答であるが、コンサルタントではないので改善提案は盛り込まないようにしている。 

都道府県名 長野県 開設年月 平成15年4月 
法人種別 有限会社 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
24件 

（ 件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
12名 

（1名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 
☑その他（長野県各部局のアンケート調査業務等 ） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 2日 4回 252，000円 

障害者入所施設 3人 2日 4回 252，000円 

特養ホーム 3人 2日 4回 252，000円 

児童養護施設 3人 2日 4回 252，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 0件 0件 
高  齢 0件 0件 0件 
障  害 2件 0件 0件 
社会的養護 5件 0件 0件 
その他 1件 0件 0件 
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2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・仮結果報告会の開催は意義があり常に開催し、その際、公表になじまない内容は説明をしている。 
なお、担当部局へ報告しなければならない重大事案（いくら説明しても事業者が重大事案と理解しない）につい

て報告をしたところ、同業の施設等から相手にされなくなった。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・参加者の制限はなく、過去には利用者や家族が参加したこともある。 
・2時間を限度としているが、議論が白熱するような熱心な事業所では3時間を超える時もあり、逆に、義務的・

消化試合などと考えている事業所で1時間も掛らない所もある。 
・個人的には事業所の第三者委員の参加は効果があると思う。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・口頭で指摘するのみである。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・よくも悪くも、事業所の評価に対する意識により異なっていると感じる。その第三者評価がよいものと意識した

事業所は必ず、次回の評価の際に入札ではなく指名してくる。また、担当評価員を指名することもある。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・義務的に行っている事業所とわかる場合は、良くない部分についてはきつく記載し、事業所側からの反論を待つ

姿勢をとっている。結果として議論が白熱するとともに、評価員の意見に耳を傾け、いろいろと気付きを与えるチ

ャンスが増えてくる。当然修正は行う。時に評価員が確認し忘れの場合、着眼点はできているにしてしまうと、事

業所はそれで満足してしまうため、できていないとし、実際はどうなのか報告会で修正希望等を聞いている。また

「ある・なし」の着眼点で、従来のプロセスからやり始めたというような場合、「～が期待される」から「～の取

り組みが始まった」などと修正している。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・福祉職の流動性は他の業種に比べて高いため、多くを耳にすることができる。 
・自施設の現状分析ができないような、改善事例等をそのままやっているところは、成功例も失敗例もある。 
・組織がしっかりしている所は検討会などを経て、自施設に合ったものを考えており、成功例が多く聞かれる。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・受審事業者への県の事後アンケート調査では「役立った」という回答が多数見られる。 
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Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価結果をどう生かすかは事業所の考えてあり、積極的な改善提案は報告書には載せないほうがよく、聞いてき

た場合に報告会で話せばよいと思う。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・他の事業所の取り組みはよく聞いてくるが、守秘義務もありぼかして回答をしている。 
・プロセスの途中で解釈について聞かれることはないが、報告会において解説を交えて説明をすることはある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・聞かれた場合は、守秘義務もあり、その事業所に合った助言・情報提供とするように努めている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・助言・情報提供を求める事業所がなくなるレベルに、福祉施設が進化することが期待される。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップはコンサルタント業務であり、第三者評価とは別ものと考える。やりたい評価機関は別契約・別

料金で実施すればよい。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・Q15と同じで、当評価機関では実施する予定はない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・自施設の課題を意識して事業者が評価機関・評価員を選択すべきものと考えており、働きかけは行っていない。 
・「～番の評価員」「～に精通している評価員」でお願いしますなどが進むと、評価機関・評価員のレベルも更に

上がると考えている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・多くの事業所は入札金額で決まっているので、あまり意味のない設問であろう。件数・金額についてはフェイス

シートに記載。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・Q15～17参照 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・事業所が意識していない（積極的ではない）取り組み内容のレベルか高かったため総評にあげたら、担当部署・

職員のモチベーションが上がり、施設幹部自体も自施設の強みを再認識し、その取り組み体制が強化された。 
・指摘した改善事項では資金的に困難な面も見られるとのことで、あきらめや手つかずの状況であったが、各種助
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成団体の協力を得てはどうかと報告会で話したら、実行に移せたとのことである。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・最低年1回の全体研修と、随時ではあるが担当施設や担当者個人に合わせた研修を行っている。なお、年1回の

全体研修の参加が不可能な方は1年間担当からは外している。内容は、情報提供とともに仮想施設を設定しての、

ワークショップを通してのより実践に近い形のもの。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・長野県の必須研修の他、全社協・長野県・長野県の各士会等の研修の際は、評価機関で研修内容と個々の評価員

のレベルを考慮し、参加を進めている。なお、必須研修は自費であるが、その他の参加費は評価機関負担、交通費

等は自費としている。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・一連の流れの説明とともに、独り立ちできるようにOJTとして数回は実戦に参加させているが、実際の評価は秋

口から3月まで、本人の意識もあり5～6回は必要と考えている。しかし他の評価員のこともあり、多くとも年2回
の経験、1年後にまた経験するという現状では、思った以上の効果は期待できない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・OFF-JT、SDSの取り組みは進め始めているが、個々の評価員の環境や評価に対する意識のばらつきにより、伸

びる方は伸びるという現状である。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・ボランティアで行っている評価事業であり、育成やレベルアップは関係機関が実施すべきであると考える。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・口コミで依頼があるが、育成に力を注いでも過去の経験から無駄骨となる事が多く、本人の第三者評価に対する

意識によりお断りすることもある。 
・評価機関責任者が正規職員（無給）で、各評価員は請負契約となっている。県内の受審契約数を考えると、評価

員を多くしてもその分個々の評価員の実践経験が減ることとなり、現状では増やすことは考えていない。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・現状ではない。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・リーダーとなるべき人材が育たないので、将来的にはそのような評価員は不足状態となると思われる。評価結果

を相互評価するためにも2チームの構成は必要と考えている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・自治義務ではあるが、各都道府県における一般の第三者評価の内容の統一。 
・育成・フォローアップ等は関係機関・団体が実施する。 
・社会的養護の評価においては、ブロック単位で研修を企画するとともに、不参加の登録者は削除する。 
・3年間実績のない評価機関・評価員の名簿からの削除の徹底。事業として成り立つしくみ。 
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１６．評価機関 １６ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・訪問調査者は、保育所評価は4名、それ以外のサービスは3名で行い、1名はその分野の基礎資格者を必ず配置す

る。コメント・総評はリーダーが骨子を書き訪問調査者が合議して決定し、事業所とすり合わせする。すり合わせ

が終わり評価を決定する。岐阜県では推進組織が評価を見直してほしいと指導することはまったくない。 
 
Ｑ2：コメントを作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容について「このように表現」しよう」、「こ

ういう内容を盛り込むように心掛けよう」という方針などがありますか？また、改善提案を盛り込むようにして

いますか？ 
・岐阜県の様式ではコメント欄に「改善できる点・改善方法」という欄があり、b・c評価の場合、そこに必ず記載

することとなっているので具体的な改善提案を書くこととなる。とはいえ断定的な記載は避けて「期待する」「望

まれる」程度の文言でまとめる。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Q2に同じく、特に改善が望まれる事項について「期待する」、「望まれる」という表現で示す。 

都道府県名 岐阜県 開設年月 平成19年4月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
9件 

（ 件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
14名 

（ 名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑その他（高齢者支援・子育て支援ボランティアの活動） 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 4人 2日 3回 100,000円 

障害者 
入所施設 

3人 2日 3回 100,000円 

特養ホーム 人 日 回 円 

児童養護施設 3人 2日 3回 250,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・今までの評価実績では、事業所が報告会を開催することはなかった。評価機関としては、特に報告会を働きかけ

ることはなく事業所の要望に応じるというスタンスである。評価機関としては、管理者とヒアリングに協力してく

れた職員には、報告書を渡すタイミングで説明している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・前項の通り。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・訪問調査で気づいた事項については口頭で事業所の長に話す。利用者アンケートの内容は、訪問調査の時点で、

事業所長に伝える。アンケートの内容で職員への苦情などがあったときも、事業所長には伝える。事業所側もだい

たい誰が言ったかなどはわかっているようだ。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ねよく受け止めてもらっている。今年提出した事業所の評価は、大変よく受け止めてもらえた。ある程度具体

的な改善提案を盛り込んでいることが喜ばれている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・例えば年度を間違えていたことなどへの修正依頼はあるが、基本的な評価に関わる修正依頼は今のところない。

こちらの認識不足などで内容の変更など打ち合わせすることはあるが、評価そのもので事業所と意見が食い違うこ

とは今まではなかった。評価点でクレームがついたこともない。一度だけ、岐阜市の保育所を評価した時に、間取

りなどの環境を詳しく記載したので、市の方からあまり具体的に記載しないようにという依頼があった。侵入者を

防ぐためという理由であった。私どもは「普通にできていてb評価」といっているが、保育所など市の管轄すると

ころは「b」が多いと園長の管理能力の問題にもなるので議論することはあるが、修正要求まではない。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップのしくみはないので、そこが課題とは認識している。ただ、障害者施設の評価で、作業の後始末

を実習生にやらせていたが、ボランティアの活用を勧めた。成り行きで言い出しっぺの私ども（当機関）がボラン

ティアを派遣することとなった。そのような縁ができ、今は、朝2時間ぐらいボランティアで作業の手伝いに入っ

ている。交通費もボランティアが自前で負担していたが「交通費ぐらいは」との声もあり、今は法人で交通費助成

している。そうしたことから、事業所側の改善の取り組みを観察することができた。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・前項の例では、事業所側は、改善提案を真摯に受け止め、改善に取り組んでいる。 
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Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・本来ならば積極的に提案する必要があると感じている。事業所側もただ評価をするだけを期待していない。具体

的な改善策の提案を期待している。しかし、評価調査者の力量もあり、積極的な提案とまでは至っていない。例を

あげると、トイレが臭いことについて、消臭剤を使用しているとのことだったが、より根本的な改善提案をしたこ

ともある。すぐに改善された。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・情報提供を求められることは常にある。マニュアルの整備とか、他の事業所の優れた取り組みとかについて聞か

れることが多い。 
  
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応してだい？ 
・訪問調査の時に聞かれたら積極的に応じている。名前は伏せるが、他の事業所の場合の事例を出したりする。園

長がベテランの場合、当たり前だろうということで、新人へのマニュアルが手薄になることが多い。マニュアルの

整備など、情報提供、アドバイスしたりする。口頭で臨機応変に対応している。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・それなりの対価をもらっているのだから、助言・情報提供はできる範囲でしている。ただ評価者によって力量が

違い、必ずしも評価機関として統一的対応ができているわけではない。どこまで提供するかの線引きが難しい。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要だと思うが、そこまで行っていない。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・現在は、まったくない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・しくみとしてはない。岐阜県は、全て入札で評価機関を決定するので、評価料金が安い評価機関に流れる。なか

なかしくみをつくりづらい。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・現段階で実績はない。見積もり依頼はあるが。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・第三者評価そのものの全体的な枠組みの中で、国が考えてほしい。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・その後の結果を検証するしくみがない。評価後にボランティアとしてかかわることになったところは、評価後も

関わっているので、改善指摘事項については改善の取り組みがなされている。利用者が外泊する際に送迎があれば
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よいですねと提案したところ、どのような団体がそういうことに取り組んでくれるのかという話になり、結局は私

どもがボランティアで送迎をするようになった。評価機関として逸脱していると思われるかもしれないが、もとも

と私どもは高齢者のボランティア団体なので、活動の場が広がったというところがある。その後、その障害者施設

ではボランティアとして、利用者に対してハンドマッサージなどをすることもしている。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は、具体的に評価事案が発生すると、その事業所のサービス内容や評価項目等を研修する。主に評価調

査の担当者が参加する。16名調査員がおり、全員が集まって研修したいと思っているが、実行できていない。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・養成研修、継続研修の費用は1,000円で自己負担をお願いしている。養成研修は毎年1～2名参加させている。岐

阜県は評価調査者は一つの評価機関にのみ登録している。養成研修は評価機関の推薦がないと受講できない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・初めて評価に携わる場合も評価者として参加させる。初めは横に座って聞かせている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・なし。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・OJTで育成するのが原則と考えるが、評価件数が少ないのでOJTでの育成が思うようにできていない。また、

評価調査者で、評価全体の管理的な仕事をする人がいない。管理的なことは全部、代表が被っている状況である。

評価推進委員会のようなものをつくって、組織的に行いたいと考えている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・保育士、社会福祉士、介護福祉士、看護師などの資格を持っていて、当機関にボランティアで入っている人に、

養成研修を受けるよう声をかける。養成研修は5日間拘束されるので敬遠されることもある。また、受講要件の管

理者経験については、当機関の運営委員は管理者であることを県に認めてもらったので、当機関で運営員として3
年以上あれば受講資格がある。毎年、1～2名ずつ資格を取るようにしてもらっている。しかし、評価件数が少な

いので、資格をとっても携わっていない人もいる。県の養成研修は、受講者が減ってきている。6つの評価機関が

あるが、今年の養成研修は4人しか受けていない。そのうち2人が当機関である。継続研修も受講者が減ってきて

いる。7年前は60名ぐらよいた。それが4年前ころからがた減りして、昨年に至っては、私一人（法人代表）だっ

た。どの評価機関でも、実際に評価に携わる機会が少ないのでやめている方が多い。当機関でも10名以上がやめ

ている。件数が少ないから経営ができないという、悪循環に陥っている。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・社会的養護については、東京まで研修受講に行かねばならず自費で5万円かかるので、継続研修の受講は私一人

だった。今後、この分野での課題はあるが、社会的養護施設そのものも県では12カ所しかないので、現段階では

対応できないわけではない。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・確保というよりも、資格を取った方が多いので評価数を増やすことの方が課題である。 
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Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・まずは、適正価格の制度を導入してほしい。現状は、入札方式で評価機関が選ばれるので、バス会社のようにダ

ンピング合戦となっている。社会的養護は30万円で行うべきだと考えるが、私どもも実績は1件でもほしいので、

11万円で落札したが、赤字事業である。一つの評価機関で8割の評価を落札している現状で、その評価機関の料金

は10万円を切っている。だから入札してもこちらには落ちない。落札するところは、オールa評価が多い評価機関

である。このままでは、評価の質が問われる。県には、評価機関同士の交流の機会、意見交換会など持ってほしい

と言っているが、そういう動きはない。県の担当職員は2年ぐらいで変わるし、第三者評価を普及しようという意

欲が感じられない。推進組織のやる気が課題だと思う。 
 
１７．評価機関 １７ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・2名の評価調査者のうち、主任評価調査者とサブ評価調査者と役割分担している。ほとんどの場合、「組織運営

管理」としての資格を持つ人が主任評価調査者となり、「福祉・学識経験者」としての資格を有する者がサブ評価

調査者となる。Ⅰ・Ⅱ章のコメントを主任評価調査者が担当し、Ⅲ章をサブ評価調査者が担当する。総評は主任評

都道府県名 愛知県 開設年月 平成21年8月 

法人種別 株式会社 

平成24年度～26年度までの評価実績（うち

他の都道府県での実績） 
155件 

（ 8件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
83名 

（ 5名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（優良事業者認定審査、生活保護者の施設適正調査） 

対応可能な評価分野 保育・障害・高齢・社会的養護 
第三者評価の

平均的手法と

価格 
 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1日 3回 225,000円 

障害者 
入所施設 

2人 1日 3回 225,000円 

特養ホーム 2人 1日 3回 225,000円 

児童養護施設 2人 1日 3回 300,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 4件 3件 6件 
高  齢 件 1件 件 

障  害 18件 11件 15件 
社会的養護 件 件 1件 
その他 件 件 件 
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価調査者が受け持つが、2名の合議で内容が決定される。最終的には、総評、コメントともにスーパーバイザーが

チェックする。完成したら事業所側に提出して、すり合わせをする。事業所側の了解を得て評価が確定するという

手順を踏んでいる。ただし愛知県の推進組織はかなり修正要求がある。修正要求があれば再検討し、また事業所側

とすり合わせるという手順を踏んでいる。推進組織は県社協で評価機関も兼ねている。 
 
Ｑ2：コメントを作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容について「このように表現」しよう」、「こ

ういう内容を盛り込むように心掛けよう」という方針などがありますか？また、改善提案を盛り込むようにして

いますか？ 
・評価文の記載方法は、社内研修（文章力養成講座）にて統一している。評価調査者は必ず受講することとなって

いる。評価コメントの内容は、評価員それぞれの個性、感性を重んじ、評価機関としては干渉しない。ただし、不

適切表現や差別用語等はスーパーバイザーがチェックする。「オートクライン理論」に則り、原則、改善提案は盛

り込まない。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Q2と同様、原則として改善提案は盛り込まない。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・受審後説明会の開催を案内しているが、年間1件程度と事業所のニーズは少ない。 
評価機関としては受審前説明会に力を入れており、初めて受審する事業所を中心として7～8割の事業所で開催し

ている。2時間程度かけて行う。なるべく職員全員に参加してもらうよう依頼しており、参加しやすい19時くらい

からの開催となることが多い 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・開催数は少ないが、開く場合は評価機関としての評価結果が完成した時、事業所と日程を調整して2～3時間を

割く。対象者は事業所の判断に任せるが、一般職員が参加することは稀で、管理職を対象とした説明会となること

が多い。説明会の内容は、自己評価と第三者評価の判定結果に相違が出た部分を中心に説明している。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・ヒアリングで口頭にて伝えている。利用者アンケートのシビアな内容などは理事長など上層部に伝える。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・事前に事業所に「受審後アンケート」を手交してあり、訪問調査時のヒアリングや評価結果（記載内容）に対し

て、事業者からの逆評価を受けている。概ね「受審して良かった」などの評価をいただいている。継続受審が多い

ことからも、満足度の高い評価を得ていると考える。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・評価結果報告書の完成前には受審事業所との打ち合わせはしていない。 
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・評価結果報告書が完成した時点で、報告書とともに「意見書」「公表同意書」を送付し、報告書の内容に修正を

要する部分があれば「意見書」でその内容を伝えてもらう。abcの評点への疑問などはスーパーバイザーも入って

再検討する。評価決定委員会は設置していない。内容の変更を要しない場合には「意見書」に「意見なし」と記入

してもらい「公表同意書」とともに送付してもらう。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップの機能はないが、継続受審の事業所が多いことから、次回の受審時に取り組み（改善）の内容は

確認できる。 
・受審事業所の意向にもよるが、極力、前回と同じ担当者（評価員）が担当して、取り組みの継続性をチェックで

きるように配慮している。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・評価員が具体的に改善方法等をアドバイスしたり指導したりすることはないが、事業所の管理者や職員が、自ら

改善の気づきを得られるようにサポートしている。Ｑ7と同様、「受審後アンケート」の結果や継続受審が多いこ

とからしても、第三者評価受審が事業所にとって益ある取り組みとなっていると思われる。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・オートクライン理論に則り、アドバイスや指導はしないのが当機関の評価の考え方。当然、コンサルティングも

しない。事業所の気付きをうまく引き出す評価を心掛けている。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・助言やアドバイスを求められることは日常茶飯事であり、頼られることも多い。ここ2～3年は、次に示すよう

な人事管理に関する質問が多い。 
 ・職員の離職、採用、育成等をはじめ定着対策 
 ・キャリアパスに関する人事制度、人事考課制度 
 ・ストレスチェックやメンタルヘルス 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・確定要素の高い言い方（「すべき」や「こうした方がよい」等）はせず、複数事例を紹介して、事業所サイドで

さまざまな思考回路が働くように配慮している。大体はその場で答えるが報告書の説明時に答えることもある。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・Q13と同様、事業所（職員等）に考えさせる手法を取る。情報提供に関して、事業所にとって有益と思われる事

項に関しては積極的に提供している。 
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6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要とは思うが、中に入り込みすぎるとコンサルティングになる恐れもあり、評価機関としての領域を超えるこ

とも危惧される。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・受動的なフォローアップとして、次回受審時でのチェックがある。継続受審（2年連続に限る）に関しては、10
％の評価料金割引制度がある。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・営業の時点や事前の説明会で継続受審の有効性について話をすることはある。しかし、あえて働きかけをしなく

とも、自主的に継続受審する事業所が多い。受審した事業所自らが継続して受審することの意義や目的を見出し、

継続的な改善を推進する有効な手段として第三者評価を位置付けている。 
・2年連続受審に限り（3年、4年連続も可）、評価料金を10％割引きしている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・27年度の受審事業所数65件中、過去（平成22年度以降）に受審した経験のある事業所数は43件、継続率は66％
を超える。因みに、継続割引対象事業所数は11件。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・Q15にも記したが、フォローアップの名を借りて改善活動に関与することで、コンサルティングに陥る危険性が

ある。評価機関としての良識を保てれば言うことはないが、よほどの力量を持ち合わせない限りフォローアップと

いうプロセスを第三者評価の枠組みに組み入れることは避けた方が良策と考える。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・法人や事業所の理念、基本方針の重要性を職員が理解し、利用者本位の考え方（Best Interests）が浸透した。 
・中・長期計画が策定され、単年度の事業計画との整合が図られるようになった。事業計画の策定に職員の参画が

図られ、事業報告書で抽出した課題が次年度の事業計画に反映されるようになった。特に継続性を意識した取り組

みができるようになったのは受審の効果であろう。 
・事業計画の重要な取り組み（重点目標）に関して、達成度が判定可能な数値目標化が進んだ。 
・地域との交流が活発になり、ノーマライゼーションやエンパワメントの理論の推進につながった。 
・地域の社会資源を有効に活用できるようになった。 
・職員参画の自己評価に取り組む中で、事業所内の風通しがよくなり、職員の安定雇用につながった。 
・文書化が進み、規程、マニュアル類が整備され、記録の作成、管理が適切に実施されるようになった。 
・サービス（保育、障害者支援等）の継続性の重要性が認識され、手順の明確化や引継ぎ文書等の制定によって円

滑かつ適切な地域移行や施設移行が可能となった。 
・質の向上を目的として、職員を評価員養成研修に参加させる事業所が増えてきた。 
・事業所が単に自分のサービスだけの質の向上にとどまらず、自分たちには社会を変革する使命があると気付いて

きてくれたことが喜ばしい。 
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7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・定期的に機関内研修を実施している。開催頻度は専門分野ごとに毎月1回とし約2時間の研修を実施している。 
 日程は以下の通り。 
 ・保育部門：最終月曜日 
 ・高齢部門：最終火曜日 
 ・障害部門、審査部門：最終木曜日 
 内容は、評価機関の現状報告とそれぞれの専門分野における課題を研究している。評価機関として、評価の方向

性を一つにするために、評価員に評価理論や評価手法を理解してもらうためにも多くの時間を割く。また文章力の

磨きもかける。昨年度までは各部門共通で実施していたが、毎回約20名程度の参加者があり、会場の定員をオー

バーするようになったので、今年度からは3部門に分けて開催している。毎回10名程度の参加がある。19～21時で

行い、仕事を持っている方も参加できやすくしている。配食サービスの夕食も用意する。情報提供の場ともなって

いる。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・評価員の養成研修や継続研修には参加を呼び掛けているが、他の外部研修への呼びかけはほとんどしておらず、

評価員個々の自己啓発に任せている。 
・養成研修（2万円）は原則、費用個人負担とし、継続研修は原則、費用会社負担としている。養成研修、継続研

修ともに終了時（最終日）に懇親会を開催して、評価員相互の意見交換や懇親を図っている（費用会社負担）。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価員が資格を取っても、直ぐに評価員として現場に出さず、最低1回オブザーバーとして評価の現場を見学さ

せている。サブ評価員から主任評価員に格上げになるときも、2回の昇格試験に合格することが条件となる。主任

評価員に昇格すると、表彰制度の対象となる。昇格試験もOJTで、2回の評価を担当していただき判断する。事業

所にあれこれと指導するような方もたまにいるが、そういう方は向いていないと判断する。 
・法人代表がスーパーバイザーの役割を担っている。スケジューラーとして各種事業の日程管理と担当者の割り付

け、評価員の教育・研修、完成した評価結果の最終チェック等を担当している。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・プロパーの評価員7名の他に約200名の契約評価員が在籍しており、彼らの帰属意識の醸成に力を入れている。

一部、遠方へ転居した評価員の離脱はあるが、法人設立から現在に至るまで、ほとんどの評価員が継続して当評価

機関に籍を置いている。非定期ではあるが、評価員が相互に意見交換や情報交換できる機会としての懇親会を企画

し、「仲間意識」「帰属意識」の醸成に役立てている。 
・当評価機関の門を叩く者には、法人としての理念、評価機関としての評価理論と評価手法を時間をかけて説明し

ている。「育成」のポイントを「自己実現」に置き、評価を通して幅広い人間性を育て、「評価バカ」を作らない

よう腐心している。評価調査者になるには、面接と筆記も行い適性をみる。なお、愛知では、養成研修は評価機関

の推薦がないと受講できないので、評価調査者が複数の評価機関に属するということはない。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・受審事業所の細かな欠点やできていないことばかりを探す評価者は要らない。Q24で記述したように、人間性豊

かな包容力のある評価者を育てたい。楽しいこと、嬉しいことをともに喜び、他人の痛みや悲しみを感じることの

できる感性をも身につけてほしい。当法人の理念は「私は仲間のために、仲間が私のために」であり、理念に則っ

た人材を育てたい。 
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・また、当機関で受審された2つの社会福祉法人の理事長から「人として大きく育てて欲しい」との依頼を受け、

2名のご子息（跡継ぎ）を評価員として育成中である。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・評価員のほぼ全員が口コミで集まって来ている。既存評価員からの紹介と、受審事業所からの推薦がある。受審

事業所に勤務する人が、勉強のためにということで私どもの評価調査者になる例も多い。 
 ・常勤役員：2名 
 ・非常勤役員：6名 
 ・常勤職員：2名 
 ・非常勤職員：4名 
 ・契約評価員等：約200名（プロパーの評価員3名を含む） 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・分野別の評価員の不足感はないが、保育所分野における主任評価員クラスの人材が希薄である。愛知ばかりでな

く三重県、静岡県からも依頼があり、今後は保育所における第三者評価義務化の動きに合わせた育成が急務。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・新規の評価員確保（養成）に、あまりにも執着することは避けたい。それよりも、縁あって知り合った既存の評

価員の育成に注力したい。評価の実施に当たっては研修に参加する評価調査者を優先している。意識が高い評価調

査者でないと生き残れない。 
・第三者評価の対象である福祉業界全体に慢性的な人材不足が見て取れるが、欠員補充のための採用活動が最優先

の施策となっており、採用した職員をいかに育てるかの議論に乏しい。新しい（若い）職員にヒアリングしても、

「早期に辞めたい」などと考えている者はいない。人材難に悩む経営層は、それを早く悟ることが肝心と思う。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・受審事業所が、真に第三者評価を受審してよかった（サービスの質の向上に役立った）と思える評価を提供する

ことに尽きる。第三者評価の受審を「目的」とせず、質の向上のための「手段」として考える事業所が増えてこな

ければ、第三者評価の普及はおぼつかない。 
 
１８．評価機関 １８ 

都道府県名 京都府 開設年月 平成19年4月 
法人種別 社団法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
108件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
83名 

（1名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑介護保険サービス ☑その他（権利擁護・成年後見） 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 1日 1回 308572円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・推進組織で一連のプロセスが厳格に決められています。具体的には、訪問調査終了後に調査員が合議で報告書を

まとめた後、評価機関の審査会にかけて決定しています。審査会メンバー5人ほどで、そのなかには訪問調査を実

施した3人の調査員ができる限り出席するようにしています。出席が難しい場合にも評価リーダーは必ず出席でき

るように調整しています。事務局長は最終案のチェックを必ず実施しています。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・一般社会の人が報告書を読んで理解できるように言葉づかいを丁寧にわかりやすくするようにしています。報告

書の様式に合わせて、評価基準ごとに簡潔な文章でまとめるようにしています。また「abc」の評点づけの理由が

報告書を読んで理解できる表現に努めています。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Q2についてもそうですが、一般社会だけでなく、利用者自身にもわかりやすい表現となるように留意していま

す。また、基準に則した内容を記述するようにしています。そのため、評価基準の領域がわかるタイトルをつけた

後にコメントを書くように工夫しています。全体的に断定的な表現はしないようにしていますが、明らかに改善が

必要な場合は断定的な表現を使用する場合もあります。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・推進組織が定める手法に報告会は予定されていないです（非該当）。評価機関としても、推進組織の方針に沿う

ことで運営しています。ただし、社会的養護の場合には報告会に行ったところがあります。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？開催しない理由は何ですか？ 
・推進組織で定めていないので報告会は実施していません。受審費用についても定めている以上を施設からもらう

ことができませんので、報告会実施は経費の面からも難しいです。なお、評価結果報告書は郵送しています。 
・社会的養護の場合は、報告書を持参して施設長や担当職員に説明したことがあります。特に報告会という形では

ないので、時間設定等は明確にしていません。 

障害者 
入所施設 

3人 1日 1回 308572円 

特養ホーム 3人 1日 1回 123428円 

児童養護施設 3人 2日 4回 308572円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 0件 0件 
高  齢 15件 1件 0件 
障  害 3件 0件 0件 
社会的養護 1件 0件 0件 
その他 件 件 件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・評価プロセスで「アドバイスレポート」の提出が予定されていますので、具体的な改善内容を文書で伝えていま

す。総評は3つ程度盛り込むことになっていますが、アドバイスレポートはそれ以上になることもあります。 
・評価活動を通じて評価機関として具体的な改善点を把握していても、施設側で改善に着手する見込みがないと思

われる場合は、伝えない場合もあります。アドバイスが多くなりすぎないよう、取り組めることから優先順位をつ

けてまとめています。また、明らかな法令違反の場合には行政に直接報告しています。そのことは事前の契約書の

なかにも盛り込まれています。さらに、これまでの評価活動のなかで施設側から公表の同意を得られないケースも

ありました。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組みなどを聞いてください 
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・疑問点等がある場合には施設側から評価機関に「評価結果意見書」の様式に基づいて文書を送付するしくみがあ

りますので、何か意見があればそこで調整を図っていますので、概ね受け入れてもらえているとは思いますが、受

け止め方はさまざまだと思います。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・自己評価の段階で施設がオール「a」で提出してくることがあり、最終的に評価結果が「b・c」等、自己評価を

下回る場合に変更の要求があります。また、訪問調査当日までの施設側の資料準備などが十分でなく、根拠が確認

できなくて低い評価で報告書を送付した後、ようやく根拠資料を提出してくるケースもあります。それぞれ何度か

ありました。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・推進組織の定めるしくみにはないです（非該当）。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・しくみとしてはないですが、連続受審の施設・事業所では前回の評価から改善された事例を確認する場合もあり

ます。ただし、役立っているかどうかは施設・事業所によってまちまちです。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・特に予定していないです。アドバイスレポートの範囲で改善提案しています。また、総評の改善点を記述する欄

でも抽象的な表現ではありますが改善課題をフィードバックしています。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目の解釈について、自己評価を実施した時の認識との違いについて助言を求められることがあります。 
・その他、研修計画の作り方やスーパーバイズのしくみの構築、福利厚生の充実、マニュアルの作成方法等で助言
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や情報提供を求められることがあります。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価機関側でわかる範囲のことを口頭で伝えたり、他の施設・事業所の取り組みを伝えています。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・助言や情報提供を求められた際には、職員・施設は利用者中心で支える立場であることを基礎に口頭で伝えてい

ます。また、限定的な話はせず、幅広く選択できる情報を伝えるようにしています。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・推進組織が定めるしくみとしてはありませんので、現状では実施することは難しいと思いますし、現状では必要

とは考えていません。例えば、評価活動を実施してみて課題が山積している施設・事業所の場合に、実際に評価機

関がすべてフォローしきれないという課題もでてくると思います。また、推進組織でコンサルタントを行わないと

いうことが決まっていますので、フォローアップとの違いを明確にしておく必要があります。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・ないです。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・ないです。継続受審も意味がありますが、いろいろな評価機関で受審することも大切かと思います。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続受審は、全体の約1～2割と思います。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・訪問調査で確認する場面で話をすればよいと思いますし、報告書で取り上げた改善課題について、わからないこ

とは聞いてもらえればよいと思います。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・業務マニュアルを改善するしくみが整備されたことや、施設内の研修体系が構築されたこと、利用者のプライバ

シー配慮のためのハード面の工夫がなされたことがあります。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・評価機関内にサービス評価事業部を設置しているので、毎月部長や副部長が集まる会議の場で調査員の育成状況

等も確認しています。新人評価者にベテラン評価者を必ずつけて訪問調査を実施しています。また、審査会の場が

評価者育成の機会にもなっています。さらに、外部研修の内容を伝達研修する機会を持っています。年1回以上は

内部研修を開催するようにしています。また、評価項目の変更等があった場合は伝達研修も開催しています。参加

者は数多く調査に行っている者は概ね参加しますが、そうでない者の出席率は高くありません。 
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Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・推進組織主催する任意のフォローアップ研修や必修に近い研修に自己負担で調査員が出席しています。全社協が

主催する研修にも、自己負担での出席を依頼したり、事務局長などを講師として派遣しています。なお、社会的養

護の更新研修は、評価機関で一定程度の負担をしています。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・調査員の個別研修計画まではありませんが、Q21の通り、サービス評価事業部として部長や副部長、事務局長等

が随時、OJTを実施しています。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・特に独自の取り組みはありません。調査員の評価活動実績を月1回の会議の場などで確認しつつ、新規の受審依

頼に調査員を配置しています。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・調査員用のマニュアルや評価リーダー用のマニュアル等を作成していますが、リーダーの育成が課題となってい

ます。また、講評コメント作成のスキルアップの課題です。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・調査員は、すべて当評価機関の会員で構成されていますので、年1回の推進組織が実施する「養成研修」の日程

が決まったところで募集して確保しています。調査員は全員兼任です。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価機関の性格上、保育所を評価する調査員の確保に課題があります。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・現状維持で大丈夫だと判断しています。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・第三者評価の存在そのものが一般社会にまだまだ知られていませんので、さらに一般市民に知らせていくことが

必要だと思います。 
 
１９．評価機関 １９ 

都道府県名   京都府 開設年月 平成17年9月 
法人種別 一般社団法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
73件 

（73件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
48名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 

□地域密着型サービス外部評価 □介護サービス情報公表の調査 
□児童福祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス 
□社協活動 □コンサルティング活動 □シンクタンク活動 
□その他（                        ） 

対応可能な評価分野 ☑高齢 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
１）評価申し込み受け付けから評価者の決定、日程調整まで 

・第三者評価の申し込み先は、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構（事務局：京都府社協）（以下、支

援機構）に直接申し込む。この時、受診事業所は希望する評価機関を第1～第3まで記入して申し込む。（京都府

では「受審」ではなく「受診」を使用） 
・支援機構から事務局に連絡が入る。 
・事務局から第三者評価担当理事に連絡が入る→担当理事がチームリーダーおよび評価調査チームメンバー候補を

あげる（リーダー役は評価調査者登録48名のうち11名ができる状態）。 
・事務局は受診事業所へ日程調整の依頼をする→事業所から日程候補日の連絡が入る→メンバーに調査依頼、日

程調整をする→メンバーおよび日程の確定→事業所へ評価日程の通知および、自己評価等の事前説明を事務局が

行う。また、資料の取り寄せと評価調査者への資料配布も事務局が行う。 
２）ヒアリングから評価結果作成までの流れ 

・ヒアリング場面には評価調査者全員が同席する。評価の大項目に沿って担当する部分を聞き、書類などによって

それを確かめる。小項目のチェックポイントのすべてができていれば、評価結果は自動的に「a」となり、一部で

きていなければ「b」、全くできていなければ「c」となる。なお、これについての報告は「評価結果対比シート」

として、自己評価と第三者評価の結果（abc）を並列して表記する様式である。 
・その他の報告シートとして「アドバイスレポート」がある。この内容は、特に良かった点とその理由、特に改善

が望まれる点とその理由、具体的なアドバイスを、3点程度に絞って記載している。アドバイスレポートに記載す

る内容をヒアリング終了後に評価者で話し合う。その結果を、事業所に口頭で伝える（講評）。 
・ヒアリング終了後1週間を目安に、ヒアリング分担した項目の評価結果対比シートのコメントおよびアドバイス

レポート原案を書いてリーダーにメールで送る。なお、アドバイスレポートのまとめはリーダーが書いている。 
・リーダーは文体、表現、思い込み等を修正して事務局にメールで送る。 
・評価結果が「b・c」の場合のアドバイスレポートの書き方として、断定的表現は避け、事業所が気づいてやる気

第三者評価の

平均的手法と

価格 
 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 人 日 回 円 

障害者 
入所施設 

人 日 回 円 

特養ホーム 3人 1日 1回 123,428円 

児童養護施設 人 日 回 円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 16件 1件 0件 

障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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を出せるような書き方に配慮している。事業所の現状の機能を活かした具体的で到達可能なアドバイスができるよ

うに心がけている。また、事業所が発言した文言をなぞると、チェックポイントとの整合性がなくなることもある

ためそのあたりも注意して見るようにしている。評価結果「a」の場合は、客観的事実に加えて、何に努力や配慮

などができているかを具体的に記載されているかを確認する。 
３）評価結果確定まで 

・アドバイスレポート、評価結果対比シートに目を通した後に、評価審査委員会（以下、審査会）にかける。 
・審査会はヒアリング終了後10日目以降を目安に開催し、1件当たり約90分程度審議している。審査会は役員から

推薦された介護福祉士会のメンバー（5人）で構成している。 
・コメントやアドバイスに対して、抽象的な表現になっていると取り組み内容がわからないため、具体的な内容を

リーダーから聞き取り、内容によっては聞き取った内容に従って修正する。 
・審査会で承認されると事業所に結果を送付する。事業所からの意見がなければこれで決定となり、意見がある場

合は「評価結果意見書」として文書で提出してもらう。 
・「評価結果意見書」の提出があった場合は、介護福祉士会として再審議し「審議結果通知書」を作成し、そこで

内容説明する。なお、1割程度は「評価結果意見書」の提出があるが、その多くはヒアリング当日に資料が提出で

きず、後日送られてきて、bをaに変更してほしいというものである。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・Q1でも回答しているが、断定的表現は避け、事業者が気づきやる気を起こすような書き方になることを心がけ

ている。そのため「です」「ます」調の書き方にしている。客観的事実のみの記述にとどめるようにしている。 
・総評的な内容で、アドバイスレポートとして3項目、特によかった点とその理由、特に改善が望まれる点とその

理由、具体的なアドバイスとしてそれぞれ3点程度に絞って書く様式になっている。具体的なアドバイスは評点に

沿って書くため、改善提案的内容になる。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・Q2で回答済み、介護福祉士が評価していることを意識している。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・実施していない。評価機関として議論したこともないため、方針になっていない。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・ヒアリング終了後にすでにその場で評価結果の概略を伝えている。また、評価費用が安いため、そこまでは取り

組めない（人員が専従でないことも含めて）。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・ヒアリングの場面で口頭で伝えている。特に監査で指摘の対象になる恐れのある事柄については、口頭や別文書

を作成して伝えている。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・支援機構が受診事業者にアンケート調査しているが、結果を評価機関は知らされていないためわからない。 
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Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・変更の要求があった時には、評価チームのリーダーと担当者で確認して決定している（便宜上二者で行っている

が、審査手順としては審査会による再審査をしていることとなっている）。その内容は先にも述べているが、評点

の変更要求が多い理由としてはヒアリング時に資料（根拠となるもの）が不足していたが探したところ見つかった

などである。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・取り組みはない。まれに即実施した改善後の書類を事務局に郵送されてくる場合もある。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・わからない。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・受診事業者の置かれた状況を踏まえて、到達可能なことに対する取り組み方の方法を提案することを重要視して

いる。今ある機能を有効活用すること、そこへの気づきを促すことではないかと考える。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・介護福祉士会という職能団体が評価機関であり、評価調査者は現職の介護福祉士である。そして評価対象も、高

齢分野に限定しているため、受診事業所も評価調査者を「仲間」と受け止めているようだ。こちらもその雰囲気づ

くりを心がけている。現場に赴いてヒアリング時に尋ねられることは、評価項目の解釈や他の事業所の取り組み状

況などである。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・できる範囲で提供している。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・受診事業者にとって役に立つ評価機関、評価調査者でありたいと考える。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要であると考える。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・現在のところありません。 
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Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・本評価機関としては受診時に働きかけている。支援機構が進めている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・今年度の継続受審件数は12件（総評価件数 31件）、昨年度の継続受審件数は9件（総評価件数 29件）。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・特に考えはないが、何らかの形で動くとお金がかかる。予算の面でどうなのかをまず第1に考えてしまう。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・把握していない 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・評価が始まる前に評価機関として評価調査者連絡会議を開催し、評価の手法などについて説明している。この連

絡会には評価調査者として登録しているもののうち約半数が参加している。また、平成27年7月に初めて「第三者

評価マニュアル」を独自に作成した。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・支援機構が開催する評価調査者研修は案内している。受講費用などは自己負担であり、受講者は把握している。

積極的に参加するように勧めている。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・OJTやスーパービジョンなどの取り組みができればよいとは考えるが、現実的には難しい。現職の介護福祉士が

評価調査者になっているため、時間に余裕がないのが最大の理由である。実際は一部の評価調査者であるリーダー

が担っている。そしてリーダーの役割が担えるか否かは、ヒアリング力や文章校正力、評価調査者の意見などから

判断している。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・特になし 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価調査者がリーダーを目指してくれればよいのだが、今のところそのような評価調査者は少ない。現職にある

評価調査者のため、忙しい、遠い等の理由で、会議を開催しても集まりにくい状態にある。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・評価調査者は全て1件ごとの契約である。介護福祉士会として評価機関を引き受けているので、評価調査者を確

保するのは会の活動を通して行っている。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価領域を高齢分野から拡大する予定は、現在のところない。ただし「動ける人が評価調査者登録してくれると

よいのだが」と深く感じている。 
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Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価調査者は、介護福祉士会の役員、審査委員、評価調査者の推薦としている。「動ける人が評価調査者登録し

てくれるとよいのだが」と深く感じている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・市民に第三者評価が知られていない、これをどのように広めていけるのかが課題。 
・評価の有効性を事業所にどのように周知するか。 
・「a」の評価結果にこだわる事業所への対応方法→京都府の考え方は「事業所とともに育つ、育てる」である。 
 
２０．評価機関 ２０ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・有識者等で構成される審査会のような組織はなく、2日間の訪問調査を実施した2～3人の評価者がそれぞれ分担

して素案を作成し、評価チームの責任者である主任が評価結果報告書の案を事務局に提出します。そして最終的に

事務局で精査して決定しています。 

都道府県名     大阪府 開設年月 平成19年5月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
26件 

（12件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
28名 

（2名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2～3人 2日 4回 160,000円 

障害者 
入所施設 

2人 2日 4回 140,000円 

特養ホーム 2人 2日 4回 250,000円 

児童養護施設 2～3人 2日 4回 300,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数で

す。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 10件 件 件 
高  齢 6件 2件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ2：コメント作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・評価機関の母体はボランティア団体で市民の目で事業所を評価する活動をしています。そのため「わかりやすい

表現で」「難解な言葉は避け」「世間一般の常識的な視点から改善と思われること」をコメントするようにして、

サービス面や運営面も一般的に実施されていると思われることを中心に確認しています。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・項目ごとのコメントの検討は評価基準「評価のポイント」によります。表現方法や文章のボリュームなど当セン

ターで別途定めたものはなく、総評は事業所の全体的な方向性を示すような表現になっていると思います。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・「説明会」と正式に位置付けてはいません。案の段階で事業所に送付して電話やメールなどでやり通りして確定

した後、評価責任者が事業所を直接訪問して、1時間くらいかけて報告書の内容を説明しています。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・Q4で説明した通りです。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？開催しない理由は何ですか？ 
・案の調整の段階で事業所側が評価結果報告書の内容について十分理解してもらえて、直接の説明はなくても大丈

夫だと言われるときは、評価責任者が訪問して説明していません。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・2日かけて実施している訪問調査当日のやり通りのなかで、改善課題に気づくことも多いです。報告書と別に文

書は作成していません。気づいたことを口頭でお伝えしています。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・よく受け止めてもらっていると思います。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・2日間の訪問調査のなかで、報告書に何が書かれるか等も事業所側とすり合わせていますので、内容変更を求め

られたことはありません。受審した事業所はモチベーションが高いこと、評価者も「あるべき論」を押し付ける姿

勢で評価活動をしていないことも、事業所から内容の変更を求められない理由だと感じています。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・こちらから特にフォローアップすることはしていません。ただし、事業所から指導助言をしてほしいとの依頼が

あった場合に、評価機関が受けるのではなく、評価者個人が引き受けたケースがあります。 
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Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・連続して私たちの評価機関で受審した事業所については、具体的な改善がなされていることを知って役立ってい

ると実感することがあります。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・推進組織の評価者養成研修で「コンサルテーションに該当することはしない」と説明されていますので、そのこ

とを遵守しています。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・高齢分野の場合は、評価制度が始まった当初は書類の整理ができていない事業所もありましたが、介護サービス

情報の公表制度の導入が効果的だったのか、現在はとても整理されています。また、保育の場合も現在は書類の整

理ができてきていますので、特に助言や情報提供を求められることはありません。 
・利用者への支援方法や保育の具体的な内容等は、この評価制度ではほんの一時しか取り組みを確認できませんの

で、評価機関側の適切な評価は難しいと思いますし、助言や情報提供を求められることはありません。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・基本的には、訪問調査でのやり通りの範囲で行っています。もしも助言や情報提供が求められた場合には、評価

者が個人的にかかわることはせず、事務局で対応するようにしています。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・まだ評価実績が少ないですので、「あり方」というところまで評価機関でまとまっていません。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・評価を受けて日数が経過したあとに、評価機関から事業所に一声かける機会をもってもよいかもしれません。 
・なお、受審した事業所の方から「こんな改善をしましたよ」等と自主的に連絡があることがあります。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・内部研修を年2回実施、受講料は無料です。 
・大阪府主催のフォローアップ講座が年1回、参加費は調査員負担です。 
・また、外部機関が企画する研修会の案内をしています。参加費は調査員負担、機関負担それぞれです。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・評価結果報告書の公表期限が3年となっていますので、3年経過したときに受審するか事業所に連絡することが

あります。ただ、しくみとして必ず連絡することにはなっていません。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・受審件数は昨年度18件、今年度は18件です。うち継続調査件数は9件（25％）です。 
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Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価機関として「あり方」は明確にまとまっていません。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・児童では、保育基準に沿った書類が有りますが、運営面では十分ではなく、2回目の受審の際には書類がしっか

りと整備され、活用できるようになっていた事業所があり、第三者評価の効果を感じました。 
・高齢は介護保険制度が始まって15年なので事業種そのものが新しく、運営面、サービス面ともに書類の整備が

整っていないところが多かったのですが、2回目の受審事には改善されている手ごたえを感じます。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は年2回実施しています。その機会を利用した、ピアカウンセリングを行ってもらっています。内部研

修が顔を合わせる機会としても有効に機能しています。また福祉政策の動向などをお伝える機会です。評価基準が

見直された時などは、随時内部研修を実施しています。出席率は8～9割と高いです。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・関係し団体が実施する身体拘束など参考になるテーマの場合、研修を案内し、評価者が自己負担で受講します。

こちらも出席率は9割と高いです。自己研鑽することや学ぶことへのモチベーションが高いのだと思います。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・現場の実習を評価機関としての初任者研修に取り入れています。訪問調査に同行する機会を作り、評価者を指導

するスーパーバイザーは主任調査員が努めます。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・Q21～23の機会に育成していますので、それ以外には特にありません。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価機関ができる範囲で内部研修を実施し、育成することは大切だと思います。なお、推進組織が行う研修は、

外部委託して実施しているため行政の担当者と直接関わる機会が少ないので、行政の担当者の意見を聞く機会を増

やして欲しいです。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・調査員はすべて法人の会員ですので、最適と思われる会員がいたら声をかけて確保しています。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・会員のなかには障害分野の専門性を持つ人が少ないことが課題です。そのため、これまで障害分野の評価実績は

1件です。なお、理念を共有していることが重要ですので、外部に募集して面接して確保することは想定していま

せん。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・Q27でも触れましたが、法人の理念を共有していることが重要ですので、会員のなかで評価者に適した人を確保

する方針で今後も進めていきたいと思っています。 
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Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・ボランティア団体ですので、常勤職員は2名いますが、訪問調査に関わった時のみ有給です。その他のスタッフ

事務については全員無償です。調査員活動費のみ有償です。受審費用は他の評価機関と比べると安いとは思います

が、積算結果で他の評価機関より安くなっているのではと考えます。ただし、事業所がもっと第三者評価を受審で

きるように、費用の補助はあった方がよいと思います。まず1回でも受審してもらうことが大切ですし、第三者が

事業所に入ることがとても重要だと思います。 
・第三者評価活動により市民目線で事業所を確認する。確認の機会を持つことは、とても有効だと思います。 
 
２１．評価機関 ２１ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・訪問調査に3～4名の評価チームを編成して施設を訪問した後、直後の合議をした後にそれぞれの担当部分を中

心に報告書の素案を作成します。その後、評価機関内で5～6回話し合いながら作成後、最終的に代表理事が決定

しています。期間は訪問調査後1カ月～1カ月半で実施しています。 

都道府県名 兵庫県 開設年月 平成18年5月 

法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績 
（うち他の都道府県での実績） 

7件 
（0件） 

所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

10名 
（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（地域福祉等の市民活動） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 2日 6回 200,000円 

障害者 
入所施設 

3人 2日 7回 200,000円 

特養ホーム 1人 2日 7回 250,000円 

児童養護施設 6人 2日 7回 150,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 0件 0件 
高  齢 0件 0件 0件 
障  害 0件 0件 0件 
社会的養護 0件 0件 0件 
その他 件 件 件 
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Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・施設は利用者支援等に精一杯取り組んでいるが、うまくいかないもどかしさを抱えているということを理解しよ

うとする姿勢で評価活動・報告書作成に臨んでいます。報告書の文章表現は抽象的であいまいになることもありま

すが、施設が報告書を読んで前向きになれるよう、職員が意欲を持てる表現を心がけています。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評については、施設を含めた法人全体や地域、提供しているサービスの動向等の全体像を踏まえた上で、私た

ちが評価活動を行ったことで施設の将来像・今後の方向性を感じたところを「強み」として表現しようと努めてい

ます。改善点についても、理念達成に近づくと思うところを表現するようにしています。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・必ず行うようにしています。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・報告書の文章表現だけでは評価結果が十分伝え切れないので、報告書の素案が完成した段階で代表理事が施設に

持参し、理事長や施設長、担当した職員等に対して口頭でより細やかに感じたことを伝えています。明確な時間設

定は特にしていませんが、説明する時間は約2～2時間半くらいです。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・これまで公表になじまない事項に該当するものはありませんでした。評価機関として、特に具体的な手法は要し

ていません。ただし、報告書作成時の検討会で出された意見で報告書に盛り込まれなかったこと等は、報告会の際

に口頭で伝えるようにしています。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・特に確認するしくみは評価機関として用意していませんが、ほぼ良く受け止めてくれていると感じています。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・報告書の内容変更を要求されることはあります。例えば、評価基準が設定されており、施設として取り組むべき

なのにやれていない領域（例えば、障害分野で地域移行や就労移行の基準があるが、施設ではその取り組みについ

てあまり重視していないで取り組んでいない、あるいは、該当者がいなくてやっていない領域）が該当します。そ

の際には、文章表現を工夫して調整を図っています。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップのしくみは特になく、ただし評価終了後メールで改善を図ったことを連絡してくれる施設があり

ます。自己評価の段階で改善課題を通りまとめ、訪問調査までに改善を図ったことを報告する施設もあります。 
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Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・フォローアップはしていませんが、「利用者に権利についてわかりやすく説明すること」を改善点の一つに盛り

込んだ障害施設に評価結果を報告した際、県が作成している「権利ノート」が、利用者目線でかわいらしく作成さ

れているものがあると情報提供しました。その後、その「権利ノート」を用いて職員と利用者が一緒に読み合わせ

（読み聞かせ）をして理解浸透に役立てた、という報告をいただいたことがありました。また、評価実施施設より

依頼を受け、後年、虐待事例が発生したことを受け、家族会での説明と研修会の講師としてお話しをしたこともあ

ります。事業所とは、その後の改善に向けて相談も受け、結果報告もいただきました。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・積極的に改善提案することは第三者評価制度の趣旨ではないと思いますが、施設が悩んでいる事項について口頭

で情報提供することは有効だと思います。参考にするかどうかは施設に委ねます。実際に、訪問調査のヒアリング

のなかでそういうやり通りもあります。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査時、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？ 
・助言や情報提供を求められることはほとんどないです。虐待・身体拘束に対する職員の意識改革の方法について

尋ねられたことがあり、具体的な方法（グループワークの実施等）や参考資料を情報提供したことがあります。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・これまでの評価経験や他の経験を含めて、口頭で情報提供をしています。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・相手の状況により効果的なら、検討の一つとして評価機関が知っている情報を口頭で伝えることは有効と思う。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・特に必要だと思っていません。なお、相談があれば、無償でできる範囲で対応しています。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・特にありません。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・特にありません。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・福祉サービス第三者評価は0件です。地域密着と社会的養護は連続受審の割合が半々程度。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・絶対にフォローアップは駄目とは思いません。相談も含め、将来的には必要になってくるかもしれないです。 
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Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・Q10の「権利ノート」の事例や、Q12の虐待・身体拘束に関する職員の意識改革の事例が該当します。他にも、

苦情等の情報公開について施設のホームページに掲載するようになった事例もあります。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・特にないです。なお、受審した際の訪問調査に新人の評価調査者を同行させたり、検討会に同席する機会を持つ

等、実地研修を中心とした意図的なOJTを実施しています。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県主催の調査者養成研修と同日にあるフォローアップ研修（2日間）があるのみで、参加はしています。研修費

用は法人負担、評価機関相互の横のつながりはなく、県の担当者を交えた情報交換の場が必要と考えています。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・実地研修を中心に考えています。また、表理事が随時、直接指導・助言を行っています。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・社会的養護の場合は、県内外の施設に見学に行きました。また県の施設協議会に所属してそこが開催する定期研

修に参加させてもらっています。先方も積極的に受け入れてくれています。また、社会的養護施設を知ってもらう

ために市民や専門職向けに施設長を講師に招き、講演会も行いました。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・訪問調査の際、施設の職員とのコミュニケーション能力、傾聴技術の育成が課題です。聞き上手で施設長や職員

がいかに本音を伝えてくれるかが大切だと思っています。また、評価調査者としての基本姿勢の浸透や、実際にど

のように育成していくべきかは明確でなく、課題です。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・評価者は全員、当評価機関の会員登録者で構成しています。代表理事と事務スタッフが常勤的に配置されていま

すが、他の評価調査員は自身の仕事と兼務しています。そのため、養成研修を受講したい、あるいは受講してもら

いたい会員がいても日程調整が難しく、断念することがあります。評価者の高齢化も課題です。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・全体として調査員確保が課題である。特に、保育士、または保育資格を有する人材を確保したい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・全員が会員として所属し、当評価機関の理念に賛同してもらっている。また、評価の経験を個々の仕事や姿勢に

活かす、或いは自分自身の今後の生き方等にも参考になればと思っている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・3年に1回なり、5年に1回なり、第三者の目が福祉施設・事業所に入ることはとても必要なことだと思います。 
・高齢分野は介護保険制度等の浸透もあり、第三者の目が入るようになっていますが、児童分野や障害分野もこれ

から第三者の目が定期的に入っていくのがよいと思います。特に、児童分野にはその必要性を強く感じます。当評

価機関で社会的養護の評価を実施しましたが、初めて現状を目の当たりにし、特に人権感覚、人権侵害等の領域が
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非常に遅れていることに正直驚かされました。 
・第三者の目が入る機会が増えることで、施設長や職員の人権感覚が高まっていってほしいと思います。 
 
２２．評価機関 ２２ 

*1訪問調査日の1～2日は1日で終わらなければ2日になる予備日の考え方である 
*2評価受審費用は事業発足当初は半額を県が負担していたが現在は全額事業所負担 
*3児童養護施設も受審費用が他の種別と同じなのは内容が同じなので30万円にする根拠説明ができないため 
 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・事務局が事前説明からヒアリング、合議まで一貫して関わり、報告書の内容にまで目を通すことが特徴である。 
1）評価受審申し込みを受けると事務局が説明に出向く。 
2）事務局も参加する事前打ち合わせ（リーダー、サブを決める） 
3）ヒアリング当日には事務局も同行して同席する 
 リーダー、サブは、同席しているがヒアリングは分担する 
4）合議はヒアリング終了後1～2週間で事務局も参加して行う。ここに分担ヒアリングした講評文書を評価者が持

ち寄り協議する。リーダーと事務局で文体調整や整合性を見て文書を仕上げる。 

都道府県名 和歌山県 開設年月 平成18年3月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
19件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
9名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑社協活動 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1～2日*1 2回 250，000円*2 

障害者 
入所施設 

2人 1～2日*1 2回 250，000円*2 

特養ホーム 2人 1～2日*1 2回 250，000円*2 

児童養護施設 2人 1.5日 2回 250，000円*3 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 0件 0件 
高  齢 0件 0件 0件 
障  害 0件 0件 0件 
社会的養護 0件 0件 0件 
その他 0件 0件 0件 
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5）事務局から事業所に評価結果文書の事実確認を行う。これで承認が得られると、事業所に対して、公表同意文

書への押印と評価に対するコメントを依頼する。 
・上記の流れを経て報告書が完成する。なお、各段階で決済は得ている。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・調査者によりばらつきが出ないように文体等は決めている 
・評価結果報告書が、評価結果（a,b,c）になった理由を「評価の理由」として書く様式のため、確認した事実を書

くようにしている。各評価項目についてのコメントで改善提案することは極めて少ない。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・調査者によりばらつきが出ないように文体等は決めている。 
・総評は、特に評価の高い点と、改善を求められる点について書く様式のため、改善提案は必ず書いている。その

書き方は、断定的表現を避け、あくまでも提案型で「期待する」といった表現にしている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告書を提出するのみで、報告会は開催していない。また、評価機関として方針もない。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？開催しない理由は何ですか？ 
・報告書は書面で伝えている。報告会はその必要性についても検討してきていない。考えていなかった。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・評価調査者がヒアリング時に口頭で提案することがある。評価事項にないことであれば報告書には記載しない。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・評価報告書の納品時に、「第三者評価受審施設アンケート」調査を実施している。このアンケートは本機関独自

で行っている。概ね好意的に受け止められている結果が出ている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・評価者間での摺合せの段階で事業所に意見を求めることはせず、評価結果を作成した段階で、事実確認として事

業所に意見を求めている。事業所に意見がある場合には意見書と挙証資料の提出を求めている。提出があった場合

は内容に応じて事実確認や委員会を開催して審議するしくみになっている。これまでの事例としては、ヒアリング

時点で資料不足等から（b）の評価が、資料添付して（a）ではないかと意見が寄せられたことがある。これにつ

いては、資料を評価者と事務局とで検討し、b→aに変更したことがある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・具体的な取り組みは確認していない。 
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Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・受審事業所が自己評価の過程で改善点を見出すことが第三者評価のメリットと考えている。そのため自己評価は

職員が全員参加で取り組むように事前説明している。したがって、改善策については事業所が自ら考えて取り組む

ものと理解している。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査時に助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？ 
・助言や情報提供を求められたときには、知っている範囲での情報であれば提供する。重要なことは「あやふやな

ことは言わない」ことだと考えている。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価調査者は助言・情報提供はおこなわない。求められれば対応するはQ12の回答の通り。 
・評価機関として助言・情報提供を求められたときには、社協の特性を活かして関係機関と連携して協力する等、

前向きに対処したいと考えている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・十分に話合い協力できることについては取り組みたいが、コンサルテーションとは違うため限界がある。また、

改善策は事業所が考えて見出すことである。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・評価結果を有効に活用してもらうためには必要なことである。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップするしくみはない。評価機関として評価の事前説明時にアンケート調査を勧めている。アンケー

トの内容は第三者評価で実施した利用者調査を基にしたものや、職員の意識アンケート、管理者の振り返りシート

を提案している。この費用は無料で、アンケート用の郵券のみを負担してもらっている。毎年1～2カ所の事業所

から利用者アンケートの実施希望がある。これを継続受審に結びつけたいと考えている。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・フォローアップを提案する際に書面で働きかけているが、しくみにはなっていない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・今年度2件、昨年度0件である。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価機関として独自性を持ったフォローアップは、継続受審の動機づけになると考える。 
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・前述しているが受審して1年後頃に行う利用者アンケートが継続受審に結びつけばと考えて取り組んでいる。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・把握していない 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・県の推進組織（県社協に設置）が開催する継続研修に毎年参加するようにしている。この研修は3年に1回以上

の受講が義務づけられている。この時の参加費と交通費は評価機関が負担している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・全社協主催の社会的養護の指導者養成研修の受講は、推進組織から全額費用負担されている（1名受講済み）。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・新規の評価者を迎えたときはヒアリングの見学→サブ→リーダーを引き受けられるようになることを原則にして

経験を積ませる。しかし、しくみとして確立しているわけではない。評価チームの組み合わせが、年齢などでリー

ダーをやりにくい場合はサブに回るなど、リーダー、サブの役割も固定したものではない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・なし 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・なし 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・すでに本評価機関に所属している評価者の人脈で確保している。評価調査者は全て契約で、登録制にして2年ご

とに委嘱している（2年ごとで登録申込書を提出してもらっている）。 
・評価機関としては、評価件数が伸びないなか、評価者を増員すると研修受講費用の捻出にも苦慮する。件数が増

えれば評価者を増やし、研修参加も容易になると考える。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価実績も少なく、すべての分野を評価することができない。特に社会的養護の分野を評価できる人材が不足し

ている。な保育の領域を評価できる人材確保の目ぼしをつけたところである。ただし養成研修受講は今後である。

特に本県の場合、養成研修が定期的に開催されないため、推進組織がその必要性を見極めて開催している。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・単に人数を揃えればよいわけではない。評価者の質を担保していく必要性がある。そのためには知識と文章作成

能力が求められる。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・第三者評価を市民に知ってもらう努力が必要で、そのためには、①一般のメディアに取り上げてもらうよう働き

かける、②受審の効果について評価を受けた事業所が発信する、③地域のメディアに取り上げてもらう、④社協な

どは広報誌で取り上げる等が考えられる。 



143 
 

２３．評価機関 ２３ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価担当者2名が訪問するが、評価担当分野や評価項目などを決めず、主に経験のある評価調査者が質問する。

当機関の代表者は経験豊富であり、年間9割の評価に参加している。記録は評価調査者が共通に担当する。 
・担当の評価調査者それぞれが、コメントや総評を記載したたたき台となる原稿をまとめ、それを事務局が一本化

する。それぞれの評価者の記録は、事前に評価者全員に送付、そして当日評価に関わっていない他の評価調査者も

含め全体会議の場で内容を検討している。この全体会議には5割の評価調査者（8人中4～5人程度）が参加し、2時
間程度の時間をかけて、事業所に提出する報告書を作成している。担当評価者全員が原稿を書くことで、理解度や

力量を推測でき、また、評価調査者がお互いに原稿を読み合い、意見交換することが苦手分野のOJTの機会になっ

ていると思う。さらに今後の研修等に役立てている。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・文末表現を敬体（です・ます体）で統一するように周知している。 
・コメントを作成する際、具体的な事例に触れることで個人が特定されないよう配慮する事を心がけている。 

都道府県名 鳥取県・島根県・岡山県 開設年月 平成17年4月 
法人種別 有限会社 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
30件 

（8件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
8名 

（2名） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（健康事業（特定保健指導）、生損保事業） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1日 4回 150，000円 

障害者 
入所施設 

2人 1日 4回 150，000円 

特養ホーム 2人 1日 4回 150，000円 

児童養護施設 2人 2日 6回 308，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 2件 件 件 
社会的養護 4件 件 件 
その他 件 件 件 
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・事業所の独自の活動や特に力を入れている点については、詳しく記載するよう心がけている。事業プロフィール

（基本情報）に事業所が記載している「事業者として力を入れて取り組んでいること」を意識して聞き取り調査を

している。問題点があり、改善提案する場合は、問題点の度合いにより、具体的改善提案から「するとさらによく

なると思います」といった柔らかな提案を行うようにしている。こうした表現方法は、読み合わせの全体会議等で

実際の報告書に触れながら代表者が指導している。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評に取り上げる基準は全体会議で評価者から特に印象的だったことを話してもらい、それを取り上げている。

他事業所と比較して特徴的な点、目立つ点な点など、すなわちPRになると思われる取り組みを取り上げている。

表現などは、全体的にコメント作成の上記と同様である。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・説明会については事前説明時より報告書に基づく説明会を開催し、事業所サイドから希望されれば開催していま

す。費用についても受審費用に含んでいることを説明している。これまでは経営層のみ、経営層と職員を別々に、

経営層と職員が参加、また理事会、評議員会等での説明会も開催している。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・説明会の前段階として、事業所に報告書原案を送付し点検を依頼する。その後、訪問して経営層との今回の評価

に対しての擦り合わせの話し合いを持つ。その後、経営層が、職員への説明会の開催を希望されれば対応する。経

営層に対する説明の場合は、経営層のよい点や課題点を話し合いでお話しし、職員に対する説明の場合は、職員の

よい点、課題点をお話ししている。それは、経営層に対する説明については、評価結果に対する擦り合わせの話し

合いを持つ事が多い。このときに細かな点まで説明をしているので、別建てで説明会の開催の必要性は少なく感じ

る。職員に対しての説明会については、経営層になるべく席を外してもらい、職員との座談会のような形式で、日

頃の事業所への思いや要望等を再度聞くようにしている。もちろん評価内容について、職員の考えも聞かせてもら

う。そして職員会で出た意見等をまた経営層に伝えている。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？開催しない理由は何ですか？ 
・上記にも記載したが、報告書の擦り合わせ時に仮報告書について経営層と話し合いを持ち、内容や真意を伝えて

いる。開催しない理由としては、事業所側の希望であるが、理由を推測すると、改善を目的とした受審ではなく、

公的機関などでは受審したこと自体が目的であること。また、報告書を活用し事業所のみで改善の取り組みができ

ると判断した場合などである。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
報告書の擦り合わせ時、経営層との話し合いで、口頭で指摘・報告することがある。例として職員にヒアリングを

しているので、経営層が職員の意向を知りたいという希望がある場合は、その内容を口頭レベルで伝える。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・多くの事業所は概ね真摯によく受け止めてもらっている。報告書の原案レベルで経営層と話し合いを持った際、

考え方の相違や調査員の受け止め方に誤解が生じている場合もあり、その場合は担当調査員を交え、検討会を開き
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修正も行い、最終報告書を作成しているので概ね合意を得ている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・事業所から内容の変更を要求はある。評価機関側としても、細心の注意を払い作成しているつもりであるが、考

え方や捉え方などの相違もあるので、評価機関として、事業所の意見を聞くようにしている。ただ、評価機関とし

て、評価のプロとしての誇りもあるので、しかるべき内容や理由が確認できない場合には話し合います。 
・内容変更は、公立の事業所が多くするように感じる。その理由として、最終的な権限を現場職員が持っていない

場合や、事業所事体の規定なく、例えば服務規程、人事考課等は県職員や市町村職員と同じものを使用し、個人情

報やプライバシー保護等も同様である。公の役所の規定に準じて理解できる規程類もあるが、サービスの種別の特

徴を踏まえ、評価機関としては事業所単位で整備と考えるが、事業所からは抵抗される場合が多いと感じる。 
・今回平成27年に改正になった53項目のabc評価の考え方に準ずる不満、帝政である。従前の評価で同一種目の事

業所の評価がa評価が多く、今回の基準に照らし合わせるとb評価になる場合、WAM NET等で見る一般の人たち

は「abc評価」の考え方の変更があったことはわからず、劣っている事業所と見えるので困るとの意見がある。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（事業所のフォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・評価が終われば終わりというのではなく、年に1回は訪問し、その後の施設の様子、変化などを把握している。

また、施設長が特に今後力を入れて取り組みたいとと言われていた点について進捗状況を聞いている。 
・事業所便りを定期的に送ってもらうよう依頼する。外部や家族向けの広報誌だが、第三者評価の受審についても

触れている事業所も多く、アンケート結果の集計や意見に対する対応策も書いている事業所もある。 
・ホームページのある事業所については、定期的に参照するようにしている。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・事業所の職員の取り組む姿勢に変化が見られ、必要書類が整えられよかった。利用者・家族の考えがよくわかり

今後の役に立つ等の意見をもらった。年1回の訪問時に評価項目のコメントや総評について聞いている。 
・事業所としては、職員の取り組む姿勢に変化見られた、必要書類が整えられて良かった。 
・利用者や、利用者家族の考えが良く分かって今後の役に立つ等の意見がある。 
・業種の現状を、県の担当者に理解して頂くための資料として良かった等の意見をもらっている。 
・受審事業所が日頃困っている点（予算、補助金、人員体制等）を報告書に盛り込んでいる。県担当者と話す機会

に、評価内容・結果を示しながら、県や自治体に協力等要請しやすいような内容にすることもある。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・事業所側の考えに合った評価を進めることがよいと思う。経営層や職員の悩みや苦労、業界の課題等、事前の打

ち合わせで把握して評価し、問題解決の一助につながる評価を行い、質の向上につながればよいと思う。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
例にも書いてあるように、評価項目の解釈とか、他の事業所の取り組みなどに関する情報提供の希望が多い。 
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・評価項目の解釈については、自己評価の段階で、評価の着眼点を職員に配付、項目についての説明会を開催して

いるので、この点に関してはだいぶ少なくなっている。 
・他の事業所の取り組みについては、いろいろな事業所に出入りしているプロの評価者として求められることは当

然だと思っている。他の施設でどういう事が行われているのかとか、他の施設の書式やまとめ方、例えば、支援計

画等の作成の方法やプロセスなど多岐にわたり質問がある。 
・また、今後の業界の流れや国の動向等良く聞かれる。評価機関・評価調査者としてサービスの種別の理解、仕事

内容を熟知、厚労省のホームページ等より最新の情報をチェックしている。また、各種の研修会や勉強会にも参加

するようにしている。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・知りうる限りの情報は提供している。よい事例を持つ事業所については、事業所の固有名詞は出さないことを前

提に、事前に事例紹介をしてもよいか了解を得るようにしている。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価のプロとして、事業所の求める助言・情報提供も評価の一部と考えます。こういった面を考えると訪問調査

の時間について余裕を持って望む方がよいのかもしれない。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップは必要だと思う。外部評価で位置付けている「目標達成計画」等の作成を義務づけ、公開するな

どの対策が考えられる。評価機関としての基本的なスタンスとして次の継続調査まで、何かあればご相談や助言を

実施する用意をしている。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・一度評価に入れば継続してのおつきあいと考えております。頻度にもよりますが、原則としては、次回評価まで

フォローするという考えである。料金も基本的には発生させない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審を働きかける具体的なしくみは用意していない。他の評価機関の考え方で受けてみたいという事業所の

考えも分かるからである。ただ、当機関の基本的なスタンスは伝えている。毎年受審でなくても、定期的に受審依

頼が受けられるよう評価機関として準備をしておくだけかと思う。未経験のサービス分野についてもいつでも申込

みに対応できるよう、各種研修会に行き、多岐にわたる評価の分野の最新の情報を収集するようにしている。 
・継続受審の際に、料金を割引している評価機関もあるようだが、鳥取、島根は一部評価機関による料金の引き下

げが激しく、その結果、評価結果を質の向上、改善に活用するという目的ではなく、評価実績だけを求められる事

業所も出てきている。公の施設が評価料金の入札をされているのも、評価料金が下がってきている一つの原因かも

しれない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
＜平成２６年度＞ 

●鳥取県：総件数15件、保育所 1件（7年ぶり受審3回目）、老人保健施設 1件（初）、通所リハビリテーション 
1件（初）、障がい者支援施設 1件（初）、就労B型 1件（初）、就労B型 1件（初）、生活介護 1件（初）、児
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童デイサービス 1件（初）、障がい者グループホーム 1件（初）、知的障がい児施設 1件（8年ぶり2回目、他機

関で各年受診あり）、児童発達支援センター 1件（初）、母子生活支援施設 3件（初）、児童養護施設 1件（7年
ぶり3回目）。 
●島根県：総件数 5件、保育所 1件（初）、児童養護施設 2件（初）、母子生活支援施設 1件（初）、児童自立

支援施設 1件（初）。 
＜平成２７年度＞ 

●鳥取県：総件数 10件（平成28年3月まで受審分含む）、保育所 1件（3年ぶり受審2回目）、通所リハビリテー

ション 1件（初）、障がい者支援施設 1件（連続）、就労B型 1件（初）、就労B型 1件（連続）、生活介護 1件
（連続）、児童デイサービス 1件（連続）、障がい者グループホーム 1件（連続）、救護施設 1件（初、他機関

で昨年度受診あり）、就労B型 1件（初）。 
●島根県：総件数10件（28年3月まで受審分を含む）、保育所 1件（初）乳児院 1件（3年ぶり3回目）など。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・ただ評価の仕事を依頼されただけの付き合いではなく、年に1回程度、定期的に広報誌をもらいに出かけ、訪問

して様子を聞くなどし、情報収集し、関係の継続を図るべきだと思う。ただ、第三者としてのスタンスを守らない

といけないので、そのあたりのバランスも必要と思われる。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・経営層、施設職員の率直な意見を聞き取り等で汲み取ることができ、双方の考えがわかり合え、施設内での風通

しがよくなり、物事に対して前向きに取り組めるようになりましたと報告を受けた。職員はもっと外部などで研修

や見聞を広めたいと思っていても、なかなか言い難いようでしたので、報告書の段階で指摘し、改善された。 
・施設内では当然のことが、評価調査者の目で見るとどうだろうと思うこともあり（例えば子どものプライバシー

等）、そうした事柄に対して施設側に投げかけたところ、改善に向かっているところもある。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は、年に1回行っている。評価項目の変更等あれば必ず実施する。 
・報告書の読み合わせ会において、他の調査員の調査報告書等を使用しての勉強会も実施しています。 
・鳥取県、島根県に於いて毎年継続研修が開催されているので参加可能な調査員は参加している。 
・内部研修の参加率は、平日は仕事等もあり参加率が悪いので土曜午後や日曜開催することが多くなっている。だ

いたい8名の半数3～4名程度の参加となっている。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・年に1人は外部研修に参加させるようにしている。特に全社協の指導者養成研修に参加するようにしている。費

用は評価機関ですべて負担している（現在4名終了）。また、平成28年度以降は社会的養護関係施設、保育所関係

の研修に参加する計画である。費用は機関が負担する。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・OJTとして、評価調査者2名体制を3名としている。 
・評価調査者の場合、何らかの経歴を持った方も多く多くのOJTはあまり必要ではないように感じる。 
・評価結果の読み合わせ会、全体会議では、スーパービジョンも効果があるように思う。評価機関としてのコンセ

ンサスが取れ、全体としてのレベルアップが図れるように思える。 
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Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
 とにかく評価の回数を多く経験してもらう、直接、事業所への訪問が難しければ報告書の数多く読んでもらい、

意見をもらうようにしている。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
 調査員一人ひとりには個性があり、聞き取り調査の際、話を含めて進行に優れた職員がいた。記録の得意な職員

もいて、いろいろである。調査員の個性のよい点が最大限に生かさされる育成を心がけるようにしている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・調査員の募集については、随時行っている。ほとんどが口コミか当地区の評価機関を調べ、直接電話をもらって

いるのが現状である。現在、評価機関の代表が島根県の第三者評価調査員養成研修の講師を受託し、その受講生で

評価機関が決まってなく、評価事業に今後も携わりたい人についは登録してもらうケースもある。また、鳥取県に

おいても調査員養成機関となっており、1名からでも調査員養成研修の実施が可能となっている。 
・現在、常勤2名（他の事業を兼務）、非常勤なし、契約6名、事務局1名となっています。平成17年の立ち上げ当

時の半分の人数になった。原因は、調査員の高齢化と調査件数の伸び悩みである。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・特定分野に関しては評価機関でも不安があった（特に社会的養護関係）。業務の実施内容や心理的要素は当初は

評価できるだろうかという思いがあった。施設長に自分の施設の種別にどれだけ知識があるのか試されもした。 
・評価機関としては、調査員一人ひ通りに各種別の運営指針の読み込みをさせ、各種別の理解を深めるため、どう

いう基準で運営されているのか覚えて評価に臨んでもらいました。 
・確かに、その分野に精通した評価員の確保は難しい面もあると思います。ある程度経験を積んだ調査員であれば

周辺知識を持ち評価が可能と現在は思っている。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・できるならば、ある一定以上の知識と経験を持った人材を確保したい。評価事業だけで評価調査者を常勤雇用す

るだけの評価件数がないのが現状である。平成27年度からの保育所の第三者評価の努力義務を期待しているが、

まだ効果がない。社会的養護関係施設のように5年の最終年に集中すれば全国でとんでもない事態が発生するかも

しれない。5年で均一にと思い、事業所を訪問、営業に回ったり、鳥取県、島根県ともかけ合っていますが、なか

なか進まない。調査員の確保は、経験の豊富な調査員が経験の浅い調査員に経験を積ませ、契約調査員から常勤の

調査員に移行できるよう調査機関として営業努力し、調査件数の増加を目指すことだと思っている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・受審する事業所側としては、何のために第三者評価を受けるのか、誰のために受けるのかということが、職員に

まで浸透できていない事業所が多いように感じる。このあたりから整理しないといけない。福祉サービス全般でど

のサービスでも第三者評価が実施され、すべての福祉サービス利用者や家族が実際に利用する前に、その事業所の

サービス内容がイメージできるような第三者評価になることを願っている。実際、福祉サービスの場合、事業所の

選択、事業所を変えることは簡単ではなく、その地域のその事業所しか選べない状況も見ている。 
・できる限り第三者評価ですべの福祉サービスが一定以上のレベルになるようにするためにも、我々もプロとして

の自覚（いかなる質問にも答えられ対応できる）を持ち、誉めることと、厳しく正しい評価が行えるように日々努

力する必要がある。 
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２４．評価機関 ２４ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価調査者3人は、事前に担当する評価項目を決めている。多くの場合は、共有評価項目ⅠとⅡ、Ⅲ、内容評価

項目を担当する。聞き取り調査は、3人に分かれて同時進行、分担した項目について聞き取り調査をする。1日目

終了後、合議をして意見交換をする。社会的養護施設の場合は、評価項目が多く、また1日半での終了を事業所か

ら希望されることもあり、3人に分れて聞き取ることが必要になる。 
・聞き取り調査後は、分担した評価項目について、評点とコメントを作成して、評価者間でメール交換による調整

。その後3人が集まって合議。その結果を、第三者委員会（評価調査者16名）にメール送信をして意見をもらう。 
もっとも、委員会・理事会開催のタイミングと合わないことも多く、実務的には、委員長・担当理事決裁から会

長決裁へ、そして委員会・理事会報告とする場合も多い。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・「ですます」 
・長過ぎると読みにくく、最後まで読まないのではないかと考え、なるべく箇条書きでわかりやすく表現する。 
・改善案があれば書く。 
 

都道府県名 岡山県 開設年月 
福サ：平成23年3月 
社養：平成25年6月 

法人種別 社団法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
福3件/社6件 
（3/4件） 

所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

16名 
（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑その他（職能団体として諸事業／障害者虐待防止事業他） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 

平均的な価格 
※定員数による 

保育所 3人 2日 約4回 350,000円 
障害者 
入所施設 

3人 2日 約4回 350,000円 

特養ホーム 3人 2日 約4回 350,000円 

児童養護施設 3人 2日 約4回 300,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・調査者、3人がそれぞれ担当した評価項目から、よい点と改善点を書き、それを合議で決定。長文にならないよ

うに留意する。 
・施設の沿革が特徴的なものであれば入れる。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・結果の説明会は、位置づけていない。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・評価機関として、報告会は位置づけていないが、受審事業所と担当調査員の関係で報告会をしたという報告があ

った。公表完了後、施設側と調整し、参加者はできるだけ多くの職員とし、職員会議時に合わせて開催した。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・パワーポイントで資料を作成し使用した。 
・報告書作成にあたり、受審事業所とメールで意見交換し、その上で報告書原案を施設に持参した。施設長、管理

者、第三者評価に対応してくれた職員に丁寧に説明している。 
・この説明の際に修正点などの提案があった場合は、再度検討している。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・報告書原案を持参したときに丁寧に説明している。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・好意的に受け止めてもらったと思う。この評価をきっかけに改善していくことができると言われた（行政機関や

法人に対して改善の必要性を言える）。その一方で、評価に対して懐疑的な施設もあり、評価終了後に種々の意見

をもらったこともある。 
・評価基準は、事業所が取り組むサービス内容になじまないと言われることがある。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・内容の変更要求ではなく、意見や考えをコメントされる場合はある。さらにそれを踏まえて総評などを書き換え

るかどうかはこちらで判断。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップはできていない。 
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Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価結果の課題点について、改善に関する協議や提案は積極的にすべきだと思う。 
・簡単な情報提供で済むアドバイス程度ならばさほど問題はないが、改善や提案を「業」として行うことはいかが

なものかと思います。評価実務に携わる者にとって「評価し放しでよいのか」「ここがc、あそこがbと言うだけで

何もフォローしなくてよいのか」という疑問を抱くのは確かです。しかし、医薬分業に例えた通り評価（診断）機

関と施療（治療≒コンサル）機関は別にしたほうが、妙な利害が絡まず、よいのではないでしょうか。つまり、評

価と改善提案（≒コンサル）業を連結させてしまうと、それなりの継続的、安定的な収入が見込まれる可能性があ

ります。とりわけ改善提案業は旨味があり、ならば評価業は改善提案業を獲得するための手段として存在すること

になり、評価方法、結果も自ずと改善議提案獲得を見越したものになってしまわないか懸念しています。異分野で

すが、成年後見実務で高額財産を持つ人について、専門職後見を業とする者が申立支援を行う→後見人候補者にな

る→後見人選任→後見報酬を多額に得る（逆に財産のない人にはかかわらない）の図式と同じです。対案として

評価機関が評価と改善提案のすべてを行うのではなく、県社協の経営相談室（岡山県社協は福祉人材センター経営

支援部経営支援班）を活性化させて改善提案（≒コンサル）機能を持たせ、評価機関→（推進組織）→県社協経

営相談室とつなげて改善に結びつけていくのはいかがでしょうか。 
・改善提案は評価機関の業務範疇ではないと思います。社協が行うことは賛成です。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目の必要性（なぜこの項目があるのか）や評価項目の解釈が多いです。また、評価項目の内容について自

施設が十分にできていない場合、本当に実施しなければならないのか、どこまで（どの程度まで）やらなければな

らないのかなどを聞かれたことがあります。 
・他の事業所の取り組みについて聞かれたことはありません（評価件数が少ないからかもしれません）。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価調査者の知識・技術でわかる範囲で助言・情報提供をしている。 
・その場で答えられることであればその場で、内容によっては3人の評価者で話し合って評価の持参時に答えるよ

うにしています。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・可能な範囲で助言・情報提供の対応はしていくべき。評価機関にとっての知見も深まると思う。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要だと思う。 
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Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・しくみはない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・働きかけは行っていない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・無回答 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・フォローアップを積極的に取り入れていくべき。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・無回答 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・現在は行っていないが、今後委員会での内部研修を計画している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・評価調査者の資格にかかわる外部研修には派遣している。費用も一部負担している。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・必要だが、評価調査者の背景・所属がばらばらである（職員ではない）ため、できていない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・特にない 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・推進組織だけにというわけではありませんが、同一県内の評価機関相互の評価レベル標準化を図るための取り組

みを望みます（現任研修だけでなく標準化ツールの開発など）。 
・評価者養成を行うのが先だと思います。今後評価受審施設が増えていくと思われますが、現在の評価者だけでは

対応できません。 
・各評価機関が具体的事例に基づいてどのような評価結果を提出したのか話し合うことによって評価基準が定まっ

て来ると思います。時間はかかると思いますが、それしか方法はないと思います。ちなみに医療機関の評価はリー

ダーがそのつど指摘してくれます。リーダーの養成も重要だと思います。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・県社会福祉士会の会報で会員に広報し、説明会を開催した。会員間の口コミによる問い合わせに応じている（※

本会の評価調査者は会員のなかから要請している）。 
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Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価調査者の要件は、会員に限っている。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・特に考えていない。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・評価機関が第三者評価事業を儲けの一つとして取り組もうとするならば、受審施設の信頼獲得につながらない。

ともに現場の課題を考えていく存在になるべき。 
・評価調査者の知見の浅さや視点の低さが受審施設に見透かされると、評価機関そのものが信頼されない。力のあ

る人が担っていく必要があるし、力のある人を養成していく必要がある。 
・評価調査者には、利用者権利擁護視点と公益的・社会貢献的立場の自覚が一層求められる。 
・特に岡山県においては行政から第三者評価の必要性を広報していくことに取り組んでもらいたい。 
・施設が評価項目をすべて理解することは難しいと思う。 まず受審もらうことに意義があると思います。 
 
２５．評価機関２５ 

都道府県名 広島県 開設年月 平成20年10月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
36件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
34名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑地域密着型サービス外部評価 ☑社協活動 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 
第三者評価の

平均的手法と

価格 
 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1日 1回 160,000円 

障害者 
入所施設 

2人 1日 1回 180,000円 

特養ホーム 2人 1日 1回 180,000円 

児童養護施設 2人 1日 1回 300,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 1件 0件 
高  齢 1件 0件 0件 
障  害 0件 0件 0件 
社会的養護 1件 0件 0件 
その他 0件 0件 0件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・ヒアリング当日に評価調査者2人と事務局は現地集合し、ヒアリング開始前に30分程度打ち合わせ、特に気にな

る項目等ヒアリングのポイントを確認する。ヒアリングを担当する評価調査者が主に質問するが、もう一方の評価

調査者もそれを聞きながら書類確認などをする。ヒアリングには、評価調査者2人、事務局が同席している。 
・ヒアリング終了後に現地で評点を確認し、講評と改善提案の内容を評価調査者と事務局で話し合う（概ね30分
程度）。 
・話し合い終了後に、講評と善提案の内容を口頭で事業所に説明する（評点は設問に「できている」のチェックを

入れていくと自動的に決定する。そのため、自己評価と第三者評価結果の変更部分を事業所と評価調査者の双方で

確認する）。 
・総評部分は評価調査者が記載する。各項目の報告書は、ヒアリングの内容をもとに事務局が記載し、評価調査者

2人に確認をしてもらって告書（案）とする。 
・報告書（案）を結果認証委員会に諮る。委員7人には事前に報告書（案）を送付しておく。 
・結果認証委員会には評価調査者2人も出席する。 
・ 結果認証委員会で出された意見（表現や具体性などについての意見が多い）をもとに報告書（案）に事務局が

加筆・訂正する。 
・報告書（案）を事務局内で起案し、決済後に事業所へ送付する。 
・事業所に報告書（案）の内容について事実確認を依頼する。内容に同意してもらえれば事業者コメントをもらい

報告書が確定する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・「評価結果報告書の作成について」留意点を評価機関として作成している。 
・記載の視点として、読み手を意識する、報告書を受け取った事業者が納得できるものにする、事実情報に基づい

たものにする、「概要」「項目別の評価内容」「自己評価・第三者評価結果」に連動性を持たせるなどである。 
 特に「改善点に対するコメント」の記載については，コメントを記載する意図や記載の留意点を例にあげて示し

ている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・「こういう方法で改善すべきである」という断定的な記載は避けている。具体策を盛り込むことで理解が得られ

やすいと判断した場合は「例えば○○するなど」と記載している。 
・内容に応じて表現を使い分けるようにしている。 
是非取り組んでほしい内容は「～する必要があると考えられる」「思われる」「望む」等の表現とする。さらに

向上できる可能性のあることでは「～されてはいかがでしょうか」「することが有効と思われます」「期待されま

す」等の表現とする。十分な取り組みだが、さらに一層の向上を期待する場合は「さらなる先駆的取り組みを期待

する」「今後も○○のノウハウを蓄積してください」といった表現でレベルを区別する。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会は開催していない。方針としても位置づけていない。 
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Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・ヒアリング終了後に評価調査者と事務局とで現地で評価内容を振り返り、報告書に記載する内容をある程度協議

している。その後に事業所には口頭で報告書の内容（特に「優れている取り組み」と「改善が求められる取り組み

」）を口頭で伝えている。ヒアリングや口頭で報告・確認した内容を報告書に記載するため，報告会は想定してい

ない。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・早急に改善が必要な内容（監査の指摘レベル）の場合は、報告書に記載せずに口頭で伝えることが多い。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・報告書には受審した事業所の評価結果についてのコメント欄がある。なお過去のアンケート調査（平成20～23
年の受審事業所26カ所を対象に実施）では、回収できた全事業所（20カ所）が「受審してよかった」と回答して

いることから、概ねよく受け止められているものと考える。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・報告書（案）の確認段階で、事業所から内容変更を求められたことが1件あった。それは、ヒアリング時点では

マニュアル等を作成していなかったが、その分野の取り組みは研究発表するなど先駆的に取り組んでいた。職員と

管理職の捉え方が違っていたための結果であった。そのため根拠となる資料を提出してもらい、結果認証委員会に

諮り、承認されたため内容を変更した。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・フォローアップのしくみはない。ただし、2回目以降の受審申し込みのあった事業所については、評価受審後の

取り組み内容が把握できている。具体例としてはマニュアルなどの書類の整備や職員が意見を言いやすい環境の整

備等への取り組みである。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・過去のアンケート調査では全事業所（20カ所）が事業改善に結びつくようなポイントが明らかになったと回答

しており、改善点についても全事業所が「すでに改善した」または「改善を検討している」「改善計画を実施中」

と回答しているため概ね役立っているのではと考える。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・あくまでも改善提案であることから指導監査のように一方的な指摘にならないよう配慮している。そして事業所

の置かれている実情を踏まえて実現可能な取り組みを提案するように努めている。 
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5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・取り組めていない項目について、他の事業所の取り組み状況を聞かれることがある。これについては、すでに公

表されていることや一般化されていることについては回答してよいこととしている。その他、評価項目についての

解釈（文言解釈）について問われることがあるが、これについては事務局が同席しているため回答しやすい。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・Q12で回答済み 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・評価事業を通して得られた他の事業所の取り組みについては、どの範囲まで情報として提供するのかを検討する

必要があると考える。 
・評価調査者の所属する法人・事業所の取り組み内容や現場の経験等を活かした助言・情報提供が行えることが理

想だと思う。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要だとは思うが、予算や人員体制が整わない。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・必要性は感じているが、フォローアップのしくみができていないのが現状である。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・評価の事前説明会やパンフレット等で継続受審の効果について説明しているが、受審料金も必要なことから積極

的には働きかけていない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・平成26年度：3件（平成26年度の総評価件数 13件） 
・平成27年度：2件（平成27年度の総評価件数 6件） 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・フォローアップ体制を整備し、事業所に継続的に関わることで評価受審の効果を実証したり、本会の評価機関で

実施する他の事業との連携も可能と考えるが、現段階では取り組めていない。 
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Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
＜本会広報誌より抜粋＞ 

提

案

① 

利用者や家族だけでなく、職員が意見を言える雰囲気づくりに取り組む。 
取り組み内容： いつでも職員の顔が見え、声をかけられるよう園長室の窓をすべてオープンにした。 
成 果 ・園長室から職員の表情や仕事の様子が普段から見え、悩みや課題に気づきやすくな

り、離職率が激減した。 
・挨拶や会話をする場面が増え、職員が園長に些細なことも伝えてくれるようになっ

た。 
提

案

② 

地域住民、ボランティアを園の協力者として巻き込むこと 
取り組み内容： ・ホームページをリニューアル、ボランティア募集の内容や受け入れマニュアルなど

を掲載した。 
・ボランティアの活動や地域住民と防災訓練を行う様子をホームページで紹介した。 

成 果 ・園からの依頼、提案だけでなく、地域住民やボランティアグループから協力の声が

あがるようになった。 
・行事などの一時的関わりから、災害時の対応や認知症ケアなど、日頃の園の取り組

みに関心を持ってくれる地域の方が増えた。 

 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は未実施。年間の受審件数や事業予算、事務局体制を考慮すると実施が難しい。また、現職の評価調査

者が多いため、研修開催日の日程調整も難しい。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・全社協主催の社会的養護関係施設の養成研修は2人が受講した。なお、受講費用は本会で参加費、交通費などを

全額負担している。 
・本県は独自基準で評価をしているため、外部研修に参加する機会は少ない。県の推進委員会主催の研修の参加費

用は本会で負担している。ただし、推進委員会主催の研修は計画的に開催されているわけではない（過去4回養成

研修が開催され、約50人が受講している）。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・第三者評価事業開始前に、本県独自で福祉サービス評価事業を実施していた。そこで経験を積んだ評価者が引き

続き、評価調査者として協力してくれている。経験豊かな評価調査者と経験の浅い評価調査者とを組み合わせ、実

践を通して学べるように配慮している。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・新たに評価調査者として活動する際には，評価調査者養成研修終了後、事業所の了解を得て訪問調査に同行し、

実際のヒアリング場面を見学したり、事業所への対応を学ぶ機会を設定している。また、評価調査者に結果認証委

員会に出席してもらうことで、評価の視点や報告書の書き方を学べるようにしている。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・社会福祉事業の動向を把握し、改善の提案や助言ができる評価調査者の養成が理想である。それらが可能な評価

調査者であっても、実際の報告書の文章作成が難しい場合もある。さらに、第三者評価事業の理解度によりヒアリ
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ングが不十分になることもあるなど、評価調査者の育成には今後も力を入れていく必要性を感じている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・本会の関係団体（種別協議会）等からの推薦による。 
・評価調査者を3年の任期で委嘱している。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・社会的養護関係施設、保育所の評価調査者養成研修修了者が少ないが、県の推進委員会で養成研修開催の予定が

現在のところないため、訪問調査ができる評価調査者が限られている。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・新たに養成する場合は関係諸団体の推薦によるが、他県の例もあるため、本会の職員が今後、評価調査者として

活動できるよう体制を整えることも検討している。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・評価事業に対する関係者の理解が不十分である。 
・受審が任意の事業所からの申し込み動機が行政からの指示（指導監査や指定事業者になるための条件など）とい

うことが多い。 
・行政や事業所が第三者評価をどのように捉えているのかにより、受審の効果や取り組み姿勢が異なる。 
・第三者評価の普及のためには，受審のメリットを事業所に明確に示す必要がある。そのためには、受審した事業

所自らがメリットを伝えてくれるような第三者評価ができるかどうか、評価機関が問われている。 
 
２６．評価機関２６ 

都道府県名 山口県 開設年月 平成17年12月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
33件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
44名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑社協活動 ☑その他（高齢者介護施設・住宅のWebによる情報提供） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2～3人 1日 2回 250、000円 

障害者 
入所施設 

2～3人 1日 2回 250，000円 

特養ホーム 2～3人 1日 2回 250，000円 

児童養護施設 3人 1日 2回 300，000円 

継続評価の ※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・1回目の受審の事業者には3名の評価者で担当し、2回目以降は2名での担当を原則にしている。社会的養護施設

は3名で担当する。 
・評価チームには主任（リーダー）を置く。この役割を担える評価者は登録者44名中10名である。 
・評価依頼があると、チーム編成、評価日程、事業者への説明などは全て事務局が行う。また、ヒアリング当日も

可能な限り事務局職員が同席する。 
・ヒアリングは組織的な領域は主任が事業所の管理者などに半日程度で行う。サービスに関するヒアリングは評価

者が分かれて職員から直接聞いている（評価者対職員は、それぞれ1対2）。 
・ヒアリング当日がチームの顔合わせになる。ヒアリング開始前に打合せする主任もいる。なお昼休みには、午前

中のヒアリングの感想や午後から分担する内容を確認している。 
・ヒアリング終了後に議論して、その場で評価者同士で評点を決定、講評・総評の内容についても大まかに話し合

う（1時間程度の時間をかけている）。 
・総評、項目別のコメントを参加した評価者は、全項目についてそれぞれ書き、主任に提出。 
・主任は評価者それぞれの書いたものを1本化して事務局に提出する。事務局には評価終了後1から2カ月で主任か

らメールで送られてくる。 
・事務局は、数字、文体などを統一させ、決済に回す→決済済みのものを事業者に送付して、内容確認をしてもら

う。特に異議がなければ、これで評価内容決定、納品となる。事業者が内容変更を求める時は、その箇所と理由を

事務局が文書でもらう。内容により事務局は評価主任に相談する（これまで評点bをaにといった評点に関する者

はあった。これについては主任と協議している。その他は今のところない）。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・特にないが、今年から評点の高いところと改善が求められるところを別々に書くようにしている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評についての評価機関としての方針はない。現状は、すべて主任に任せている。 
・b・cの評点の理由としての改善点の意味が強い。改善提案まではいかないと思う。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会などの開催は現在のところ実施していない。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・結果は郵送している。説明会などを開催しない理由は特別になく、今まで取り組んでいなかっただけである。 

件数 評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 0件 0件 
高  齢 6件 3件 0件 
障  害 1件 3件 0件 
社会的養護 0件 0件 0件 
その他 0件 0件 0件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・今まで、気づいたときには口頭で説明したことはある。公表になじまないことについての取り扱いを検討したこ

とはない。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・第三者評価に対する事業者のコメント欄や事業所PR文書に役立ったといったコメントが多いことから、良く受

け止められているのではないかと思う。 
・複数回の受審事業者からは、前回の評価が役立ったかを聞くようにしている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・非常に件数は少ないが、評点の変更要求はまれにある。変更要求はその内容を文書で提出してもらい、事務局と

評価を担当した主任で話しあい、事実誤認や見解の相違などの判断をして対処している。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・把握するしくみはない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・把握していないのでわからない。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞きかせください。

（例：コンサルに当たることはしないとか、逆に積極的に改善提案をすることで質の向上をめざすとか） 
・何を指してコンサルというのか難しいと感じている。事業者からヒアリング場面で、他の事業所の取り組みやモ

デルとなることを聞かれることはある。その時は、評価者が経験の範囲で話すことはある。評価機関としては、改

善提案する前の段階として評価そのものをしっかりしたいと考えている。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・ヒアリング項目中の、①地域貢献や地域との交流、②職員の個別育成計画（キャリアアップ）等については他の

事業所ではどのように取り組んでいるのか、実例を教えてほしいなどがよく出てくる。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価者としてというより、経験に基づいて伝えられることを伝えている。 
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Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・評価事業をいったん横において、知っていることを提供するのであればOKとしている。ただしヒアリングの場

面のみでのやり取りであり、ヒアリング終了後は評価者が事業所と直接連絡を取ることは無く、全て事務局の役割

にしている。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップは必要である。しかし現状は取組んでいない。取組むためには財源の確保も必要になる。財源確

保のためには評価件数を増やす必要があるが、その体制作り（評価者を増やす、評価主任を増やす、評価者の負担

を軽減するなど）が課題である。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップのしくみはない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・県社協の強みでもあるが、各部会があるため、そこに事業者が参加したときに継続受審を呼びかけている。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・昨年度（平成26年度）受審総数 11件中7件 
・今年度（平成27年度）受審総数 14件中10件が継続受審件数 
・新規受審事業所は特養、保育所である。その主なものは同一法人の事業所がすでに受審しており、その法人の新

規開設事業所の受審である。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・現在取り組んではいないが、受審の事前説明で訪問した時に、料金も含めてフォローアップの効果などを説明で

きるとよいのではないかと考える。 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・事業団の運営の事業所では、諸規定の整備が進んだ。 
・ヒアリング前の自己評価に取り組む過程で、職員自身が改善の必要性に気づく契機になっている。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・評価推進組織は県にある。評価機関は社協1カ所である。研修は評価機構と社協が一体になって年1回半日程度

で行っている。参加者は評価者のほぼ半数程度である。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・全社協主催の社会的養護の評価継続研修には6名を参加させ費用負担もしている。その他には研修案内をしたこ

ともなく、評価者の自主性に任せている。評価者自身がどのような研修に参加しているのかも把握していない。 
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Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・あったらよいかもしれないが、しくみをつくっていない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・2～3年に1回研修を計画・実施しているが、定期ではない。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・主任（評価チームリーダー）の養成が必要である。主任の任は経験に頼って、その人なりにこなしている状況で

ある。そのため事務局から主任になってくれるように打診をすると、「大変だから無理」と断られることがある。 
・事務局としては、主任の役割を明確にして、負担をできるだけ軽減する必要があると考えている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・県社協の種別団体を通して評価者を確保してきたため、評価者は現役の人が多く、評価のための時間が通りにく

い傾向がある。そのため、県の福祉職のOBに向けて、県から声をかけてもらい、評価者を増やそうとしている。

なお、今年度の評価者養成研修に県の福祉職OBが受講してくれている。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・保育分野、社会的養護施設評価を担当できる評価者の確保が難しい。 
・来年度（平成28年度）の養成研修受講の呼びかけ先として県を通して保養協に働きかけてもらう予定である。

県社協としての強みは、職別団体とのつながりである。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・県社協としての強みは、職別団体とのつながりである。そこを通して評価者を確保したいと考えている。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・評価を受けた事業所の質の向上→評価への社会的認識が高まる→評価受審件数が増える→評価機関の経営基盤

の安定→評価者の質の向上のようなサイクルになるとよいと思っている。 
・本評価機関は、評価件数が横ばいであり、現在の登録評価者の状態ではこの件数で限度である。現在10数件程

度の評価件数が30件を超えるようになればもっと研修制度などを充実させることができると考えている。そのた

めには評価者を確保しなければならない。また評価費用についても検討する必要がある。 
 
２７．評価機関２７ 

都道府県名 愛媛県 開設年月 平成13年11月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
17件 

（0件） 
所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

 22名 
（3名他事業兼

務） 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（学童保育事業          ） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・説明会は事務局（評価調査者）と評価者の3人で訪問、目的、プロセス、評価項目について説明、60～90分程度

の時間。担当者を決め、事前の資料を事前の読み込み・勉強会の実施。 
・聞き取り調査は、2人で担当する分野、共通項目と内容評価に分け、2人が同席をして聞き取る。 
・2人が分担した評価項目について記載、お互いに擦り合わせをする。評価機関として評価委員会開催。この会に

は、評価担当者の他、理事長が参加して評価機関・法人として決定する。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・評価項目ごとにコメントを作成する。 
・特に、評価が下がった項目については、理由がよくわかるコメント内容にする。 
・事業所の欠点があからさまにならないように配慮している。 
・まとめの言葉として提案型は「望まれる」、今後の取り組みについては「期待される」「求められる」を使う。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・判断は、判断基準「a」の中から、評価者の擦り合わせと評価委員会で決定。 
・まず、事業所の特徴などの紹介を入れる。事業所が所在する地域等環境面、また事業所の環境面に関する取り組

みの特徴を入れる。その理由は、 
・よい取り組みは、2つ以上取り上げる 
・改善点は、主に判断基準「c」から選ぶ 

 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・事業所の方針として実施 
 

第三者評価の

平均的手法と

価格 
 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 
事前事後を含

めた訪問回数 
平均的な価格 

保育所 12人 2日 3回 220,000円 

障害者 
入所施設 

6人 2日 3回 円 

特養ホーム 9人 2日 3回 240,000円 

児童養護施設 10人 2日 3回 240,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 件 件 
高  齢 0件 件 件 
障  害 0件 件 件 
社会的養護 0件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・報告書が完成し、事業所の同意を得た後、評価者1名が訪問して報告会を開催。特に評価が下がった項目を中心

に説明。 
・報告会への参加者などは、事業所に一任しているが、現状は管理者層のみのことが多い。その際に、事前に事業

所に対し、評価結果についての疑問や質問などがあれば受けることを伝えているが、前向きの質問などほとんどな

い。もしかしたら公立の事業所の場合は、組織からの指示で受審しており、義務感が優先され、サービスの改善に

活用するという動機が低いからかもしれない。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・口頭で伝えている。例えば、環境面などで避難経路に危険物が置いてあるなど。また利用者アンケートの結果・

コメントで、気になる事柄等。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ねよく受け止めてもらっているが、公立の事業所については、評価項目「外部監査」については、実施されて

いないので、「c」の判断への抵抗が強かった。評価結果の提示後に話しあいを重ねた。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・養護老人ホームの評価で評価項目「利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立している」について「c」
と判断したが、事業所から養護老人ホームに於いては、非該当であるという異論があった。評価機関として、老人

福祉法を踏まえ、話し合いを重ねコメントを記載した。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・現状では取り組んでいない 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・コンサルタントに当たる改善については、現状では難しいと考えている。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査時に助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？ 
・社会的養護関係施設の評価の際に、面談の方法について研修などに取り組んでいる事業所を知りたいとの依頼が

あったので、評価者が知り得ている情報でもあり対応をした。その際に紹介したい施設に連絡を取り、了解を得、

施設間で連絡をしてもらった。 
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Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・知りうる限りの情報は提供している。例えば、職員研修などについてである。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・知りうる限りの情報の提供をする。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・必要と思う。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・取り組みはない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・現状ではない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・現在はない 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・特に考えていない 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・社会的養護施設で、ボランティアの受け入れについて、前向きな検討が始まった事例がある。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・県や全社協が実施する養成研修・継続研修に参加した評価者による伝達研修。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県主催の継続研修の案内、全社協主催の研修には適当と思われる評価者を選び参加してもらう。その際の費用は

評価機関が負担。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・特にない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・評価者が年1回集まる機会をつくっている。年度始め、評価が開始される前に、情報交換を兼ねて研修会を開い

ている。 
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Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価件数が増えないため、育成については見通しが立ちにくい。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・現任の評価者や学識経験者（当法人の事業に関係しているなど）の紹介。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・保育分野については、保育現場の経験者に声をかけたが、第三者評価への理解が得られなかったことがある。高

齢分野は評価が進んでいないため勧誘はしていない。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・なるべく多くの適任者を受け入れたいと考えているが、評価件数の想定ができないため、養成しづらい。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・高齢分野では、外部評価のみが義務であり、その他の施設は関心を持っていない。行政の関与が必要である。 
 
２８．評価機関２８ 

都道府県名 愛媛県 開設年月 昭和26年7月 
法人種別 社協 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
59件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
47名 

（9名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑社協活動 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人と事務局 2日 3回 27万円 

障害者 
入所施設 

2人と事務局 2日 3回 27万円 

特養ホーム 2人と事務局 2日 3回 27万円 

児童養護施設 2人と事務局 2日 3回 27万円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 9件 0件 件 
高  齢 12件 0件 件 
障  害 3件 0件 件 
社会的養護 5件 0件 件 
その他 0件 0件 件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価の流れなどの説明と契約は事務局が担当。 
・事務局が、職員全員を対象に第三者評価の目的、手順などの説明をする。90分程度かけている。事前にガイド

ラインを3～5部渡し、読んでおくように依頼しておく。 
・利用者、家族に対するアンケートは任意であり、事業所の判断である。 
・評価担当者2人（時に実習調査者）に、事前に資料を送付した上で、事前読み込みをする。 
・聞き取り調査は、主任が主に聞き取り調査をし、サブは記録を担当し時に追加の質問をする。 
・合議は、サブがまとめた記録を参考にメールの交換や話し合いで、評価を決定。その後事務局で目を通す。 
・評価委員会（5名で構成）を開催、評価結果を報告して承認を得る。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・評価者の主観を入れない。自分の経験を具体的に書かない。 
・「b」の場合は、まず取り組んでいる状況を書き、そのあとに改善点を記載する。 
・改善点については、例えば個人的な経験やこのようにした方がようなど、すなわちアドバイスにならないように

留意し、文末には、重要度が低い場合は「期待したい」、高い場合は「望みたい」と記載する。 
・専門用語を多用しない。やむを得ない場合は褥瘡（床ずれ）のようにできる限りわかりやすい言葉、もしくは説

明を入れる。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・評価の高い点・よい点の記載は、2～3項目とし、聞き取り調査で、事業所が特に力を入れている点を取り上げ

る（熱心な説明があったなど）。 
・改善点は、2項目までとし、コメント作成時と同様の留意点である。改善点については、例えば個人的な経験や

このようにした方がようなど、すなわちアドバイスにならないように留意し、文末には、重要度が低い場合は「期

待したい」、高い場合は「望みたい」と記載する。 
・改善点は、書類・文書・マニュアルなどが整っていないなど、不足な点がわかりやすいことを提案。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会の開催は評価機関として位置づけており、主任と事務局の2名が参加。報告は主任、事務局の役割は、第

三者評価の枠を超える発言がないように注意をすること。 
・幹部への報告に加え、職員の参加は、事業所の任意としている。現状は管理職のみが出席する場合がほとんどで

ある。時間は1時間以内としている。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・前述の通り。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・以前はできている点と改善を要する点を、本音を書き表した「評価結果集計表」に取りまとめて、事業所に渡し

ていたが、評価者や評価機関の事務量の増および本音の部分を記載した書類が独り歩きしてしまうなどの理由で、

現在は口頭のみで伝えることとしている。 
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3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ね良く受け止めてもらっていると感じている。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・事前に報告書を送付しているので、問い合わせがあったことがある。その内容は大半が固有名詞の違いや軽微な

ことである。 
・事業所と評価者間のずれは、評価基準の理解によるものと思われる。「外部監査」「管理者の責任」などの判断

に置いて、変更要望が多いと感じる。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・評価機関としてフォローアップのしくみはないが、ある大きな法人が改善状況報告会をするので、評価機関にも

参加してほしいという依頼があり出席している。評価担当職員・事務局が出席、役割は特になかった。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・役に立ったと感じている。受審した事業所からのコメントや報告会後に聞き感想等から判断。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・事業所が課題に自ら気づき、自発的に改善してゆく事が一番であると考えている。第三者評価はそのきっかけづ

くりである。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・中長期計画の策定、マニュアルに盛り込むべき内容などについて。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・基本的には助言しないとしているが、評価基準の理解が間違っていた場合は具体的例を話すことがある。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・助言については、コンサルにつながるため行うことは好ましくないと考えている。情報の提供は評価基準の理解

に関する内容にとどめ、聞かれたら応えるという必要最低限にとどめている。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・評価をするのが本来の役割であり、積極的にフォローアップする必要はない。 
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Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップする必要はないと考えているのでしくみもない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・過去に受審歴のある事業所に、3年ごとを目処に、案内（第三者評価の概要を記したパンフレット、申込書）を

送付や直接電話をする。 
・県の経営協の総会で第三者評価の説明、案内の配布をしたことがある。定期的に説明の時間をいただけないかと

言う申し込はしているが、議題等の関係でかなわなかった年もある。 
・毎年20～30件の評価を実施している。これ以上増やすことは考えていない。今後取り組まれるだろう保育園の

第三者評価については、県内の評価機関とのすみわけで対応する。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・平成26年度17件、平成27年度10件 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価をするのが本来の役割であり、積極的にフォローアップする必要はない。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・特に調査はしていない。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・県の養成研修の委託を受け取り組む際に、プログラムの一部を継続研修として位置づけ（継続研修も県からの委

託）参加を推進している。当評価機関、評価者の参加率は30％程度である。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県内での研修がなく外部研修への参加は困難である。旅費の手当てができない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・OJTのしくみは特にない。評価実習者として同席してもらうが希望者は少ない。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・現状では取り組みはないが、今後の課題として評価機関として研修会を計画する方針がある。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・継続して受審をする事業所が出てきているので、各分野で勉強会を開催するなど、資質の向上に努めなくてはな

らないと考えている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・県社協の職員は、評価者になることとしている。特に定められた条件はない。 
・県社協の職員以外は契約であり、評価者からの紹介が多い。 
 



170 
 

Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・社会的養護関係施設や障害者施設は、県内の事業所が少ないため、評価者と利害関係が発生してしまうなど、確

保が難しい。例えば児童養護施設について言えば、県内に12施設しかなく施設間交流がかなり盛んである。児童

養護施設のことをよく知っている元職員などに評価者になってもらい評価に行ってもらっても、知っている施設長

や職員ばかりなので、適切な評価ができるのだろうか、と考えている。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・事業所の管理者は経験が豊富であり、評価者も一定の経験値が求められる。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・施設・事業所が「受審した」「しない」で、明確に両者に差が出るしくみづくり（金銭的なことを含めて）が必

要ではないか。 
 
２９．評価機関２９ 

 

都道府県名  福岡県 開設年月 平成20年3月      

法人種別 社団法人（公益） 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
51件 

（0件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
39名 

（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 

□地域密着型サービス外部評価 □介護サービス情報公表の調査 
□児童福祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス 
□社協活動 □コンサルティング活動  □シンクタンク活動 
□その他（                        ） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 2日 3回 約340,000円 
障害者 
入所施設 

2人 2日 3回 約285,000円 

特養ホーム 2人 2日 3回 約270,000円 
児童養護施設 2人 2日 3回 約290,000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 0件 0件 0件 
高  齢 1件 0件 0件 
障  害 0件 0件 0件 
社会的養護 37件 0件 0件 
その他 0件 0件 0件 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価調査者が担当した部分の評価項目を書く。経営部門と福祉部門で分けて書くことが多いが、グループによっ

てはすべてリーダーが書くこともある。その担当の割り振りはリーダーに任せている。最終的にはリーダーがまと

める。それを、4名の委員（2班編成）で、構成される「評価決定委員会」で決定し、評価決定委員以外に調査者2
名と事務局員の計3名でまとめる。評価決定委員会で差し戻したものはリーダーが検討して再提出する。その後、

事業所に提示する。事業所側とやり取りして軽微なものは修正する。評価に関わるもの（abcの判断等）は評価決

定委員会に諮る。 
 
Ｑ2：コメントを作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容について「このように表現」しよう」、「こ

ういう内容を盛り込むように心掛けよう」という方針などがありますか？また、改善提案を盛り込むようにして

いますか？ 
・第三者評価事業運営委員会（9名で構成）があり、記載に関して表現や内容の統一を図っている。多くの場合「

期待している。」とかの表現にして断定的な言い方は避けるようにしている。評価調査者に対しては、研修でその

あたりを周知している。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・基本的にはQ2と同じ。表現方法は、第三者評価事業運営委員会で統一を図っている。「評価の高い点」につい

ては評価項目でのa、「改善が求められる点」については評価項目でのcの部分を中心にその項目について記載する

ようしている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・決定委員会終了後、1-2週間後に施設に対して「報告会」を開催している。必ず開催する。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・対象は施設長他、関係幹部職員。施設によっては、出席が可能な全職員。報告会の参加者は事業所に任せている

が、経営層や、ヒアリングで対応していただいた職員などに報告することが多い。なかには、多くの職員を集めて

20人、30人を相手に報告するところもある。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・公表になじまない事項で、施設に重要と思われるものは口頭で責任者に伝えている。アドバイスレポートは特に

作成していない。施設に渡すのは報告書のみである。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・概ね、改善点については了解を得ている。独自の取り組みとして、報告書を出したあとに事業所からのアンケー

トを自由記述でいただいている。受けて良かった、よい指摘を頂いたという記載が多いが、なかには、若干不満が

つづられていることもある。 
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Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・調査や聞き取りの不十分さなどで内容に修正が出る場合がある。その場合は修正に応じている。たまにはどうし

てもaにしてくれというやり取りがないわけではない。その場合は評価決定委員会に諮る。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・施設から報告されたり、改善策について相談が出されたりする場合がある。また、時間経過して、次回の受審に

向けての話をする際に、改善の報告を受けたことがある。報告会の時に、改善の取り組みについて、施設側に、私

どもからお手伝いすることがあるかと呼びかけることもある。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・改善提案をもとに実行されていることが多いので、役立っていると思っている。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・コンサルまでとはいかないが、「PDCA表」や「標準的手順書」「人事考課制度」などについてのヒントを提案

することはある。具体的には評価が終わったあと、このようなことを整備するともっとマネジメントが良くなるの

では、などと話す。するとマニュアルの作成などどのようにしたらよいのかなどの問い合わせはある。問い合わせ

には、例示して答えている。社会的養護では自己評価の取り組みが、まだあまりきちんとできていないところが多

い。社会的養護では、自己評価がいかに役立つか、の理解が進んでいない。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・「地域との交流や」「地域の福祉ニーズ」把握などについて他の施設で取り組んでいるよい例について、情報提

供を求められた。評価項目の解釈はよく聞かれるので、説明会で説明する。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・特定施設の名を伏せて、よい取り組みの参考例として、成功例の情報を提供している。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・受審施設の「福祉サービス」向上に役立つ「参考例」のヒントを提供することは本事業の役割の一つと考える。

モデル的なものを説明しないと難しい。その役割をしないと意味がない。受けてよかったと思われることが大事。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・施設との連携、福祉サービスの向上を評価するだけでなく、継続的に関わる姿勢という点で重要と考える。 
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Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・現在はない。今後、取り組めたらと考える。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・現在そのしくみはない。営業活動はしていない。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・ぜひ次も同じメンバーで来てください、といわれたこともある。 
・社会的養護で昨年度13件、今年度24件が受審。うち社会的養護の継続受審は、昨年度4件、今年度は0件であっ

た。高齢では今年度1件が継続受審。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・現在は改善点を示して施設から具体的な相談があったものに限っている。対応は個人レベルのものである。 
・自己評価時に「利用者アンケートを施設がするのと第三者がするのでは内容が違う。先生方には言いづらい」と

いう声もあった。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・児童養護施設で、子どもの毎朝のバイタルチェックの実施をするようになった。 
・多くの事業所で、各種マニュアルの整備が進んだ。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・毎年1回実施、20名程度の参加で、参加率は6割くらいである。内容は、児童相談所による「社会的養護施設関

係の動き」「福祉サービスにおける課題」「評価基準の変更点」など。プラス施設見学など。 
・全員、会員である。46人、保育では3人しかいない。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・全社協の研修は予算内で参加させている。県社協の毎年1回の研修会には参加している。参加率は6割ぐらい。

費用（旅費）は負担している。参加費は無料である。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・OJTとして、新規の調査者に対して、訪問調査のオブザーバー参加や事前、事後協議、決定委員会へのオブザー

バー参加の機会を提供している。また、各々の機会に不明点について、スーパービジョンを行うようにしている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・研修機会の提供とOJT機会の提供。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・上記と同じ 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・ホームページ、口コミなど。会報に調査員募集をかけている。養成研修を受けてくださいとアピールしている。
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福岡県では、養成研修修了者の名簿は公開されている。 
・実働できる人を持った方がよいので、会員以外の評価者はいない。 
・他の評価機関に所属してもよいと思うが、他の評価機関に入ることはない。福岡県では、例がない。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・評価調査者の養成研修には募集枠の2倍の申し込みがある。保育について経験者がほしい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・現状のままでよい。募集したうち、半数の方にはお断りしている現状である。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・対象施設への動機づけや法での義務化が重要と考える。高齢や障害など義務化されていないサービスには、評価

機関の仕かけが必要と考える。国や推進組織が施設長などに評価を受けてよかったことをPRしてほしい。社協も

PRしているがそれだけでは弱い。 
・推進組織（県）は、パンフレットなどはつくっていないし、シンポジウムも開いていない。 
・第三者評価を受けるのであれば経営戦略的なものとして位置づけるよう、経営者や職員の意識が必要。 
・社会的養護では、受審の結果、意識が変わってくる。子どもに目が行く、地域に目が行く、保護者に目が行く、

ことがより高いレベルで実践される。 
保育が爆発的に増えるのではと予測されるが、現状では評価機関の対応が難しくなる可能性がある。 
 
３０．評価機関３０ 

都道府県名 長崎県 開設年月 平成15年4月 

法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
8件 

（8件） 
所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
18名 

（3名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑地域密着型サービス外部評価 ☑その他 

対応可能な評価分野 
☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他 

第三者評価の

平均的手法と

価格 
 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2～3人 2日 4回 28万円 

障害者 
入所施設 

2～3人 2日 4回 25万円 

特養ホーム 2～3人 2日 4回 28万円 

児童養護施設 2～3人 2日 4回 30万円 

継続評価の ※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・評価決定までのプロセス 
 説明会は管理者が主であるが、職員に対して報告会を実施する場合は60～90分の時間を取る。自己評価につい

ては、評価項目を理解して自己評価することが必要だと考えているので、評価機関が事前に分担している。その分

担は、評価項目を管理者向け、担当者向け（特定のサービスや分野を担当）、一般職員向けである。そして自己評

価の仕方は事業所に一任し、評価機関への送付は、事業所として一部である（職員が各自で評価した場合、その集

計に時間と費用を要することに懸念がある）。 
・事前読み込みは、一日勉強会として位置づけ、評価者3人および事務局2名で意見の擦り合わせをする。そのあ

とで、評価者間で担当評価項目を決める。聞き取り調査は2日間。9時30分から16時ごろまで。訪問した調査者が

各項目の評価コメントおよび総評を記載し、評価者間で齟齬がないかをメールのやり取りで確認の上、主任調査員

が取りまとめて事務局へ提出する。その後、事務局員が誤字脱字、専門用語などのチェックと一般の方が読んでも

わかりやすい表現かなどのチェックを行い、局長、専務理事が確認し決定している。評価が確定するのは、当法人

で決定した報告書について受審した事業所が「意見なし」との返答があって確定します。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・まずは、一般の方が読んでみて分かるか、当事者だけにしか分からない表現などはないかなどを調査者および事

務局で確認し、作成することとしている。訪問時はともに考える姿勢で、また、実践状況のみを伝える評価よりも

改善につながる評価をすることをモットーとしております。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評については、担当者は自分が担当した分野について、よい点、改善点を書き、最終通りまとめを主任調査者

が担う、互いに齟齬がないようにし、基本的に訪問調査時の対話により具体的な改善につながるヒントなどがあれ

ば、盛り込むようにしている。 
・長崎県の方針で、着眼点の実施数により評価を判断することが通例になっている。「a」は着眼点が全部実施さ

れていること、一つでも未実施の場合は「b」、過半数の場合は「c」と判断すること事になっているので、これに

準じている。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告書についての報告会は、現在のところ評価プロセスには入れていない。評価者とは契約関係なので、報告会

の日程調整などが困難だと判断している。今後の検討課題と思う。 
 

件数 評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 1件 1件 件 
高  齢 件 件 件 

障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・報告書原案を事業所へメール送信し、事前に内容を確認してもらう。内容に意見や異議がある場合は、その内容

を精査し、担当評価者への確認、また事業所から該当資料を提出してもらうことなどを行う場合もある。開催して

いない理由は、現在まで、報告会という工程をとっていない為、その工程を入れた場合の標準工程をつくり直し、

その場合の経費算定も現在できていないためです。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・基本的に事実は記載するようにしております。報告内容に特別な説明が必要な場合は、事務局へ特記事項として

別様式に記入して提出してもらう場合もあります。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・ともに考える姿勢で評価に臨むようにし、事業所がよりよくなるための改善提案をするよう心がけており、よく

受け止めていただけていると思っております。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・内容の変更は頻繁にあることではありませんが、要求されることはあります。一番多いのは、評価者へ事実が伝

わっていなかったケースでの内容変更です（例：以前、保育所に不審者が入ったことがあり、防犯装置を設置した

→不審者が入っては来ていない：近隣で不審者情報があったのでなど）変更内容については、担当評価者へ確認す

るとともに、その内容次第では検証資料の提出をしたり、場合によっては再調査を行います。また、その場合の最

終決定については外部の有識者で構成する評価決定委員会による決定としております。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・第三者評価報告書を通じて取り組むべき事項がある場合は改善計画書の作成をお願いしております。 
・評価終了後、事業所がどう改善に取り組むのかは、評価機関としてのフォローは現在していない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・評価報告書の内容がより具体的な改善提案であれば、取り組むべきことが明確となり、事業所の目標設定や達成

感にもつながると思います。一方で抽象的な指摘の場合は難しい場合もあると思います。 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・その事業所にとってよりよくなる、改善につながる評価を行うこととしております。よって、積極的に改善提案

は行っているほうだと思います。ただ事業所とともに考える姿勢で臨み、わかりやすく他の事業ではこのような改

善事例がありましたなどと話し、必ずしもこのように改善してくださいというような指導的改善提案は行わないよ

うにしております。 
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5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・評価項目については詳しい内容について説明を求められます。また、よい取り組みがあれば教えてほしいといわ

れる場合もあります。  
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・基本的に守秘義務に該当するような個人情報等についてはもちろん提供しません。よい取組や事業所のヒントに

なるような事例があれば、具体的な事業所名等は伏せて実践事例などをお話しすることはあります。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・評価基準は求められる姿を現わしており、評価結果を受け、そこに至るまでのプロセスはどの事業所も千差万別

ですが、事業所が次のステップを踏み出すための提案（評価者や評価機関の力量にもよるが）ができるのであれば

積極的な改善提案はよいのではと思います。 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・現在、フォローアップするようなしくみは取り入れておりませんが、必要だと思います。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・フォローアップの体制がない 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・継続受審については、昨年度からダイレクトメールの送付、電話、訪問などの取り組みを開始し、受審後3年後

をめどにご案内するようにしております。特に費用や料金期間についての変更することはありません。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続件数は1件です。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・現在はまだ具体的な計画はありません。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください。 
・不安だったことや自信が持てなかったことが数字や改善事項として上がり、改めて問題点がはっきりした。 
・評価できる部分や課題について共通認識し、保育を客観的に見直すことができたことは、当園にとって貴重な財

産となりました。また、評価の高かった部分は職員の自信となったことなど。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は行っております。評価者が課題を事前に事務局へ提出してもらい、その内容によっては外部の有識者

を交えた研修を行うこともあり、年間3回で6～8割の参加率です。必ず1回は参加してもらうようにしています。
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現場を知っている経験豊富な専門職を呼んで研修会を開催することもある。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・長崎県が主催する研修には参加してもらいます。基本的に参加費は自己負担です。フォローアップ研修は2年間

参加しないと資格が失効するので、参加率は9割だと思います。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価者となり初めての評価調査時からおおむね3回目までには同行調査員がつき、必要に応じて評価者のサポー

トをしております。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・なし。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価者の基本的な育成は評価機関が負っておりますが、評価者のばらつきが生じているのも事実と思います。で

きるだけばらつきを少なくするようフォローアップ研修や各評価者には自己評価を実施してもらい、次期に向けた

改善の取り組みを報告してもらうようにしております。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。 
・評価者の確保は、まずは口コミでホームページのほか、チラシを活用する場合もあります。調査者はほぼ委託契

約です。常勤は事務局兼任で1名です。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・現在は外部評価を主体的に行っていますが、今後は第三者評価も評価者を確保していきたいと考えております。

現在は、口コミなどで評価者を募っているが常勤での雇用が困難。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・今後、超高齢化社会に突入するなかで知見を有する方がリタイヤするのではなく、評価者として関われるように

するようにしていきたいです。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 
・例えば、地域ケア会議など地域における政策過程での関わりを評価機関（評価機関連絡会）が関わり、提言等を

行うことができるシステム（しくみ）をつくることが必要であると考えます。 
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３１．評価機関 ３１ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・ヒアリング調査後の打ち合わせで感想を話す。 
・合議：評価者は、担当した評価項目について、評点、コメント、および総評・よい点、改善点を判断して文書化

する。これを持ち寄り評価終了後2～3週間後の評価者担当者による合議を実施する。評価担当者間の摺合せ、見

解などのずれ、評価項目間の整合性について話し合い、修正し合意をする。 
・その後、理事長が報告書を点検、文章上での表現や評価項目間の判断など再度点検し報告書とする。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・断定的、指導的な表現は避け、提案型にする。 
・評価結果が「b」の場合は必ず改善点を記載する。「b」の判断は、着眼点を実施していないとき、また書類上

の不十分さや環境面における問題など、事実としてわかりやすい事象について記載するようにしている。言い換え

れば事業所と共有できる事実があつたときである。 

都道府県名 熊本県 開設年月 平成12年2月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
30件 

（0件） 
所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

20名 
（ 名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑その他（高齢者介護施設・住宅のＷＥBによる情報提供） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 3人 2日 4回 396，495円 

障害者 
入所施設 

3人 2日 4回 173，340円 

特養ホーム 3人 2日 4回 253，480円 

児童養護施設 3人 2日 4回 332，595円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 件 件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 件 件 件 
その他 件 件 件 
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・評価項目により、職員の意見や利用者調査の結果を使うことがある。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・総評は事業所の‘頑張りを認める’という評価機関の方針があり「特にわれる点」を多く記載する。 
・タイトルをつけて記載する 
・改善点は、評価項目の中で取り組んでいないことが明確であることを取り上げる方針であり、例えば、中長期計

画の作成をしていない、人事考課に取り組んでいないなどである。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・方針として報告書案の段階で持参し、管理者層に直接説明している。 
・職員や利用者・保護者に対する説明・報告会は方針としていないが、今後、依頼があれば実施したい。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・管理者層への説明に重きを置いている理由は、事業所経営、PDCAサイクルを回すに当たり、管理者の責任が大

きいと思うからである。管理者に説明し、職員への周知を依頼しているが、実践されているかなどその後の動きは

把握していない。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・公表になじまない事項ではないが、所属する県評価推進組織は、公表基準は評価項目ごとにコメントを記載する

ことになっているが、評価細目ごとにコメント記載した評価結果を別途に渡している。 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・報告書のコメントは把握していないが、県公表基準の項目として受審事業所に対し「第三者評価結果に対する事

業所のコメント」を記載することが義務化されているので、その内容を把握している。ほとんどの受審事業所が、

振り返りの機会になったこと、改善点に気づいたこと、取り組みの方向がわかったことなどを記載している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・書類の名称等の勘違いなど、事実に基づく内容である。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・把握していない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当 
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Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・特に考えていない 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・特に助言や情報提供を求められることはない。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・該当しない 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・第三者評価の目的と評価基準を理解し事業所と職員が前向きに評価に取り組むことが大切だと思っているので、

全職員を対象に説明会の開催を重要視している。内容は第三者評価の目的や特徴、評価基準についてである。職員

の勤務状態に合わせ2回程度、60分で開催している。 
・またヒアリング調査に2日間かけている。事業所の取り組み、活動状況を話してもらい、自らが改善に気がつい

ていくことが大切と思っているので、助言、情報提供の必要性を特に意識したことはない。 
 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・フォローアップは必要だと思う。報告書がほんとに改善に寄与したのか、また継続受審を促進する視点から必要

だと思う。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・しくみはない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・非該当 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続受審はないが、同じ法人内から他事業所の評価依頼がある。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせくださ

い。 
・アンケート調査をしたいと考えている。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・回答なし。 
 



182 
 

7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・研修内容：①評価項目に沿って評価基準の考え方と評価の留意点についての理解を深める。 

   ②社会的養護施設の専門家を招いて、施設の現状を学ぶ。 
・研修頻度：年に2回の内部研修を実施している。 
・研修参加率：20人の評価調査者のほぼ8割が参加している。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・外部研修は、全社協が実施する評価調査者指導者研修・社会的養護関係施設評価調査者養成研修・継続研修へ参

加している。平成26年度は3人、27年度は1人が参加。 
・旅費・宿泊費・研修参加費用は法人の研修費用から支払っている。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・養成講座修了者は、評価員トレイニーとして実際の評価に参加し、面接の方法・評価文を書く練習を行うことで

OJTの一つとしている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・評価調査者の試験に合格し、資格取得者となった評価調査者はトレイニーとして評価に参加し、その後は一人前

の評価者として活動することとなる。評価は通常3人一組で実施し、主査と2人の評価員でチームを組み、経験豊

かな主査のもとで経験を積むことになる。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・現在、評価者の背景は、介護・看護・保育士・教員・行政経験・民間企業管理職等であるが、評価受審対象事業

所の種類が増えており、それぞれのサービスの現状を把握することが難しいケースが出てくるものと思われる。障

害者・社会的養護等のサービス内容について現評価員の知識の強化が必要と思われるので、専門家を招いて研修を

実施したいと考えている。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・全ての評価員は、非常勤職員であり、現在20人が所属している。評価員希望者を受け入れるだけで、確保のた

めに特別な取り組みは行っていない。 
・評価調査者に求めているレベル、また、レベルに達している人の確保方法などについては、 
明確なレベルを設定しているわけではなく、経験豊かな評価員と一緒に評価に参加し続けることでレベルの向上を

図っている。 
・評価調査のリーダーの要件は、第三者評価の目的・役目・効果等を明確に把握し、評価基準を活用して評価がで

きるである。チームリーダーとして、評価員を通りまとめ、客観的で整合性のある評価を行ない、受審事業者に評

価結果を説明し、責任を取ることができるである。 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・特定分野の評価調査者確保のための取り組みは行っていない。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・所属評価調査者の人脈を通して、専門的な知識があり、評価に興味がある人には、資格取得を進めることで、新

しい分野の評価員確保の可能性を探る。 
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Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・受審が努力目標とされた保育業界のリーダー達と交流会を持ち、率直な意見交換やコミュニケーションを交わす

ことで、受審に興味を持ってもらうとともに、受審のハードルを低くする。 
 
３２．評価機関３２ 

 
1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・ヒアリングの訪問は3人の評価調査者で実施。内訳は2人が直接の聞き取り役で担当する評価項目を決める、1人
はメモをするなどの事務担当。 
・チームのリーダーは評価件数が多い人が担当する。 
・2人が評価結果をまとめ、事務担当者に送付し点検、その後3人で合議、総評に書くべきことを確認する。この

内容を評価調査者全員にメール送信し意見をもらう。 
・その後評価決定会議を開催、参加者は担当者3人に加え、法人役員、その他に参加できる評価調査者全員で内容

をチェック、評価結果「b」については丁寧に確認する。 

都道府県名 熊本県 開設年月 平成18年3月 

法人種別 社団法人 

平成24年度～26年度までの評価実績（う

ち他の都道府県での実績） 
15件 

（0件） 
所属している評価調査者数 
（うち常勤職員の員数） 

19名 
（0名） 

第三者評価以外の事業の実施 ☑その他（職能団体事務） 
対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 2人 1日 3回 250，000円 

障害者 
入所施設 

2人 1日 3回 250，000円 

特養ホーム 2人 1日 3回 250，000円 

児童養護施設 2人 2日 3回 300，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数です

。 
評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育    0 件     0 件        0 件 
高  齢    0 件     0 件        0 件 
障  害    0 件     0 件        0 件 
社会的養護    0 件     0 件        0 件 
その他    0 件     0 件        0 件 
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Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・断定的な表現をチェックし、提案型にする。望ましいなどの表現で期待を込める。 
・取り組んでいる状態、根拠を記載すること、内容がわりやすいこと、文字数が多過ぎないこと。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・タイトルをつけること。 
・「よい点は」共通評価項目から1つ以上、内容評価項目から1つ以上書く。 
・前回の評価（他の評価機関での受審を含む）との比較を意識して判断する。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・説明会は開催していない。事業所に出向いての報告会は基本的なプロセスには入れていない。報告書の原案を事

業に送付し、修正点を赤字で記載してもらう。その意向を受けて、評価担当者が修正する。 
 
Ｑ5－2：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催しない理由は何で

すか？ 
・開催していない理由は全評価者が評価のみを担当する契約制で、日程的に対応できる条件がないことである。 
 
Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・取り組みはない 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・直接報告書に関する反応、コメントは把握していないが、県の公表基準の項目として受審事業所に対し「第三者

評価結果に対する事業所のコメント」を記載することが義務化されているので、その内容を把握している。ほとん

どの受審事業所が、振り返りの機会になったこと、改善点に気が付いたこと、取り組みの方向が分かったことなど

を記載している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・事業所からの問い合わせには担当評価調査者が対応し場合により修正することがある。このときの対応は、評価

項目の趣旨を十分に説明し、表現を一部変更するレベルで対応している。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・特に取り組んでいない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当 



185 
 

Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・無回答 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・情報提供として、制度で明確になっている事項について、事業所が十分に理解していない場合は、制度の説明、

情報提供をすることがある。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・無回答 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・無回答 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い

ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・評価機関としてまだ検討していない。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・非該当。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・特別な取り組みはない。現状は本法人の会員が事業所の管理者などのポジションにあり、依頼を受けている。ま

た、評価調査者全員が生業についており、評価に積極的に時間を割けない状況があり、評価件数を伸ばすための戦

略は未検討である。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・継続審数はこれまでに経験がない。 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・現状では未検討である。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・回答なし。 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・内部研修は計画的に取り組んでいない。OJTで実施している。 
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Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県評価推進組織が実施する「評価調査者更新研修」には全員が参加。その他、全社協主催の研修で必要な内容だ

と判断した場合は、評価機関として派遣している、評価調査者の個人負担はない。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・評価調査者の質の確保の視点から、OJTとスーパービジョンは必要である。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・初回は訪問調査に同行して事務的評価者を体験し、調査の流れと評価様式の記方法などを学ぶ。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・評価件数を多く経験することが育成につながる。聞き取り調査時の雰囲気、評価の着眼点などの理解ができる。 
 
Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・本法人のホームページに掲載、社会福祉士会総会や運営協議会で案内している 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・応募があった際に理事、委員長で事前面接を行っている。会員からの紹介。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・障害分野、児童分野の評価調査者が不足。年齢は制限していないが活動ができなくなった際の対応に悩む。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・行政（県や市町村）から、もっとアナウンス（広報）を事業所向けに行う必要がある。 
 
３３．評価機関３３ 

都道府県名 沖縄県 開設年月 平成18年3月 
法人種別 NPO法人 

平成24年度～26年度までの評価実績 
（うち他の都道府県での実績） 

18 件 
（0件） 

所属している評価調査者数（う

ち常勤職員の員数） 
20名（4名） 
他事業と兼務 

第三者評価以外の事業の実施 
☑地域密着型サービス外部評価 ☑介護サービス情報公表の調査 
☑その他（委託：介護認定調査、介護事事業者照会等事務） 

対応可能な評価分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他（婦人保護等） 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

施設種別 
担当評価調査

者の人数 
訪問調査の日

数 

事前事後

を含めた

訪問回数 
平均的な価格 

保育所 4人 2日 4回 290，000円 

障害者 
入所施設 

4人 2日 5回 290，000円 
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1．その評価機関の評価決定のプロセス  
Ｑ1：コメントや総評の内容の決定プロセス 
・4名の評価者が担当する評価項目を事前に決定。事前資料（基本情報や自己評価、事業計画と事業報告など）の

読み込みは6時間程度かけている。 
・当日の聞き取り調査は、評価項目の担当者が一人で事業所の担当者に聞き取る。2日間かけているが、評価項目

・着眼点の確認を基本としているのでこの方法しか選択できない。 
・合議は評価担当者は自分が担当した分野・評価項目について記載して持ち寄り報告、討議をする。その結果を、

理事長と事務局で手直しまとめをする。現状は評価件数は多くないので、理事長が評価者として参加できる。 
 
Ｑ2：コメントを作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針？ 
・評点が「b」「c」の場合は、改善を要する点については、着眼点で取り組まれていない点を取り上げ「～に取り

組まれることが望まれる」などで記載する。評価細目の着眼点は実施できている、あるいは「a」の判断であって

も十分とは言えない場合は「～について、なお一層の取り組みを期待したい」と記載することにしている。 
 
Ｑ3：総評を作成の際に、評価機関として記載方法や記載内容に関する方針 
・評価者が担当した評価分野、評価項目を総合的に判断し、よい点と改善点を3項目記載する。また、評価細目の

判断とその着眼点の実施状況をグラフ化しているので、この結果との調整をして、よい点と改善点を3点程度に絞

り込む。 
・改善点として、特に人権やプラインバシーに関する項目を通線的に取り上げる。 
 
2．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱い  
Ｑ4：報告書をもとに説明会の開催と評価機関の方針 
・報告会は事業所の方針と位置付け、評価プロセスに明記している。 
・管理職を対象に、評価案（報告書原案）を示しながら説明をする。そして合意を得た報告書について、職員説明

会を開催する。 
 
Ｑ5－1：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催していますか？また、報告

会にはどのような課題がありますか？ 
・前述の通り。 
 

特養ホーム 4人 2日 5回 290，000円 

児童養護施設 4人 2日 4回 308，000円 

継続評価の 
件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去6年以内に2回以上評価を実施した件数 

評価種別 評価を2回実施 評価を3回実施 評価を4回以上実施 
保  育 件 件 件 
高  齢 1件 1件 件 
障  害 件 件 件 
社会的養護 2件 件 件 
その他 件 件 件 
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Ｑ6：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることの取り扱い 
・現場観察で気になったことや早期に改善が必要だと判断したこと 
 
3．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組み  
Ｑ7：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように評価しましたか

？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 
・これまで異議が出たことはないので、概ね受け止められていると思う。その背景として、報告書を提出するプロ

セスで、管理者を対象に説明会を実施している。その時に、聞き取り調査で不十分だった点ついて再確認する事、

また報告書の内容について、訂正などがある場合は、一週間以内に連絡をもらうことにしている。その内容を再度

検討して報告書を作成している。 
 
Ｑ8：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、

事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような内容ですか？そして、どのよう

に対処していますか？ 
・大きな内容の変更を求められたことは、これまでに経験がない。着眼点の実施状況を明確にしているので、合意

が得られやすいのではないかと思える。 
 
4．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組み  
Ｑ9：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を知ることができ

ますか（フォローアップのしくみなど）？その場合、事業所はどのように取り組みましたか？ 
・改善内容は、継続受審の際に確認しているが、計画的な取組みはない。 
 
Ｑ10：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役立ったと認識してい

ますか？ 
・非該当 
 
Ｑ11：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・県評価推進組織の方針として、コンサル的な対応は禁止されている。研修というスタイルで改善策を支援したこ

とはある。必要性を感じているが、評価機関としての方針などについて検討したことはない。 
 
5．助言・情報提供について  
Ｑ12：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、どのような内容で

すか？ 
・共通評価項目の中、事業計画や経理に関する取り組みについて。 
 
Ｑ13：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 
・評価機関としての、方針や取り決めはないが、評価者の経験により、対応できる場合は実施している。 
 
Ｑ14：第三者評価における助言・情報提供のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください 
・報告会を職員対象に実施する事が、助言や情報提供の機会にもなる 
 
6．フォローアップ・継続受審の取り組みについて  
Ｑ15：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすることは必要だと思い
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ますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 
・報告書案の提示や職員報告会で具体的に説明しているので必要だとは考えておりません。 
 
Ｑ16：貴評価機関ではフォローアップするしくみがありますか？あるとすればどのようなしくみですか？期間や

料金などもお教えください。 
・現状では取り組んでいない。 
 
Ｑ17：貴評価機関では継続受審を働きかけるしくみがありますか？ 
・社会的養護施設については、自己評価を毎年実施しなければならないので、自己評価の集計・分析をすることを

提案し始めた。また、その他の受審事業所でもすでに自己評価の集計・分析を請け負っている。 
・「受審済証」の発行を始め、手渡しで訪問している。このときに継続受審を依頼している。 
 
Ｑ18：継続受審の件数を聞かせてください。 
・昨年度0件、今年度3件 
 
Ｑ19：第三者評価におけるフォローアップのあり方について評価機関としてのお考えがあればおかせください。 
・改善点が多い事業所などの場合はフォローアップの必要性を強く感じたことがあり、研修という形で対応した。

事業所に必要性は異なるのではないか。 
 
Ｑ20： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例をお聞かせください。 
・サービス面：車いす操作が適切になった、居室にカーテンを設置した、従来型特養の小規模化を図った（食堂を

分けた）、利用者の嗜好に合わせた献立の充実 
 
7．評価調査者のレベルアップの取り組み  
Ｑ21：評価調査者を対象に内部研修を行っていますか？ 
・年度初めに年1回全調査員を対象に研修を実施しています。内容としては年間の方針や前年度の報告および外部

講師による資質向上のための講演を実施。 
・評価未経験者対象（参加者は役半数で10人程度）の研修会では事務報告および評価基準の読み合わせ。 
・調査に出向く調査員に対しては、共通評価基準、内容評価基準などの勉強会。 
 
Ｑ22：評価調査者を外部研修に参加させていますか？ 
・県推進組織が主催する新人研修、継続研修への参加、県内外の施設見学、全社協の指導者研修への参加（費用は

県が負担）。 
 
Ｑ23：OJTやスーパービジョンをどう考えますか？また、OJTのしくみなどありますか。 
・しくみは特にないが、初めての評価の場合は、評価項目の担当数を少なくしている。 
 
Ｑ24： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください。 
・県内外の受審事業所への施設見学を計画したい。 
 
Ｑ25：評価調査者の育成のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・研修内容として、ヒアリングの仕方、報告書の書き方が重要である。 
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Ｑ26：評価調査者をどのように確保していますか。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 
・既存評価調査者の口コミ（理事長の人脈） 
 
Ｑ27：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。 
・社会的養護施設、救護施設、婦人保護施設などが担当できる調査者。また、評価調査者として登録しなくても、

サービス分野に精通しており助言者として活用することも考えたい。 
 
Ｑ28：評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 
・以前は推進組織で公募していましたが、実際に調査機関に登録をしない受講者が多くなり、現在は調査機関から

の推薦に変わりました。 
 
Ｑ29：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、自由意見をお聞かせください。 
・評価が「a」「b」「c」と判断が明確になることを恐れているのではないかと思える。他の方法の提示ができれ

ば、受審しやすくなるのではないかと考える。 
 

３  評価機関へのヒアリング内容・結果の考察 

 

１．ヒアリング調査の対象評価機関の概要 

１）法人種別 （表１） 

 

 
 
２）評価実績 （表２） 

 

 
 
３）評価調査者数 （表３） 

 

 

法人種別 
社協 NPO法人 株式 社団・財団 その他 計 

8件 12件 5件 5件 3件 33件 

平成24～26年度までの評価実績（件） 
合 計 平 均 

2,608 79.0 

うち他の都道府県での実績（件） 168 14.0 

所属している評価調査者数（名） 
合 計 平 均 

929 28.2 

うち常勤職員の員数（名） 74 2.2 
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４）第三者評価以外の事業 （表４） 

 

 
 
５）対応可能な評価分野 （表５） 

 
 
６）継続評価の実施状況 （表６） 

 

 
 
 

２．ヒアリング内容・結果のまとめ 

 
１）評価機関の評価決定のプロセス  

 

（１）コメントや総評の内容の決定プロセス （Ｑ１） 

ほぼ次の通りの内容であった。 
 
原々案の作成では、リーダーに中心的な役割を持たせる評価機関と訪問調査者の分担とする評価機関がある。最

終的には、リーダーが仕上げることが多い。原案の決定は、チームに任せるところは少数で、概ね「評価決定委員

会」「事務局」のほか、責任者も入った合議を経るところが多い。 
最終的に受審事業所とのやりとりを経て「評価報告書」が作成されるが、北海道、愛知県では推進組織の細かな

チェックで修正を指示されることもある。また、京都府のように、推進組織がプロセスを厳格に決めているところ

もある（図・次頁）。 
 

第三者評価以外の

事業の実施 

地域密着型サービス外部評

価 
介護サービス情報公表の調査 その他 

17 9 30 

対応可能な 
評価分野（％） 

保 育 障 害 高 齢 社会的養護 その他 

97.0％ 90.9％ 97.0％ 97.0％ 36.4％ 

評価種別 
評価を２回実施 評価を３回実施 評価を４回以上実施 

合 計 平 均 合 計 平 均 合 計 平 均 

保  育 75 2.3件 11 0.3件 64 1.9件 
高  齢 137 4.2件 17 0.5件 12 0.4件 
障  害 101 3.1件 38 1.2件 33 1.0件 
社会的養護 102 3.1件 24 0.7件 31 0.9件 
その他 2 0.1件 1 0.03件 0 0件 
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図 評価機関の評価決定のプロセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）コメント・総評の記載方法・内容に関する方針・改善提案の盛り込み方 （Ｑ２・Ｑ３） 

それぞれの評価機関の工夫がわかる内容となった。 
 
＜記載方法の方針＞ 

① 研修会の開催 

・書き方の研修会を開催するところも3カ所あった、また「報告書用字・用語集」などのマニュアルを独自に作成

している評価機関も5カ所あった。 
② 判断に伴う表現上の留意点 

・評価結果が「b・c」の場合、文末の結びの表現を「～期待したい」「～希望する」「望まれる」「求められる」

などとしている評価機関が多い。「不十分である」という書き方をする評価機関も1カ所あったが、総じて「～

③－１ 訪問調査者で最終の合議をして「原案」を決定する。 

③－２ リーダーが訪問調査者の案をまとめて「原案」を決定する。 

 

④－１ 原案を評価機関責任者（または事務局）がチェックして案として確定する 

    ※修正したものは一度、リーダーに差し戻す。 

※字句の訂正など、専門の校正者を置いている評価機関もある。 

    ※内容はリーダー任せで字句の訂正以外関与しない評価機関もある。 

④－２ 原案を評価決定委員会（審査委員会等）にかけて、修正等を経て案として

確定する。 

    ※場合によっては再調査をすることがある（電話・訪問など）。 

②－１ 訪問調査者で担当項目を割り振りして「原々案」を作成する。 

②－２ リーダーが「原々案」を作成する。 

① 訪問調査者同士で「合議」する（訪問後・または後日） 

⑤ 確定した案を受審事業所に提示する。合意のためのやりとりを経て確定する。 

    ※やりとりの内容によっては再調査する評価機関もある。 

    ※先に受審事業所との合意ができてから評価決定委員会にかける評価機

関もある。 

 

 

 
⑥ 確定した評価結果を推進組織に提出する。 

※推進組織から修正要求があった場合は、事業所側と再調整することもある。 



193 
 

すべき」という断定的な表現はしないようにしている。 
また「～思われる」などの評価が憶測として表現される用語も使用しないようにしている。平易で、わかり

やすい文章であることを心がけ、専門用語は避けるという回答が多かった。 
・「a」の判断であっても「～について、なお一層の取り組みを期待したい」と記載されることもある。 
・「ですます体」か「である体」については各評価機関で異なる。総評は「ですます体」で、細目は「である体」

とするなど使い分けている評価機関もある。 
 
＜記載内容の方針＞ 

① 総評として選択する時の方針 

・総評では「さらなる改善が望まれる点」は「b・c」から抽出し、「優れている点」は「a」から抽出するという

ところが多い。 
② 総評・評価項目ごとのコメント記載上の留意点 

・評価基準ガイドラインの「評価のポイント」「着眼点」「留意点」に配慮したコメントを心がけているところが

多い。評価基準の領域がわかるタイトルをつけた後に、コメントを記載するように工夫しているところもある。

一方、ガイドラインの留意点や用語を丸写しに記述しないように留意しているところもある。 
・「a」評定の場合は、その理由となる実践を具体的に記述し、「b・c」評定の場合には、取り組んでいる実践を

数点掲げるとともに、不十分なポイントを記述するという評価機関が多い。 
・評価細目の判断と、その着眼点の実施状況をグラフ化して判断しているところもある。 
・職員自己評価、利用者調査の内容を必ず盛り込むこととしている評価機関は多い。 
・職員のやる気をさらに引き出せるような記載を心がけているところも多数ある。事業者として「力を入れて取り

組んでいること」を、意識して聞き取っているところも複数ある。 
・評価調査者の個人的な経験等の思い入れで「このようにした方がよい」との記載は避けるようにしている。 
・前回の評価（他の評価機関での受審を含む）との比較を意識して判断するところもある。 
・県の方針で、着眼点の実施数により、評価を判断することが通例になっているところがある。 
・総評の「さらなる改善が望まれる点」については「さらなる質の向上のための提案」などに変えるべきであると

いう意見があった。 
 
＜改善提案の盛り込み方＞ 

① 改善提案の記載に関する考え 

・総評として、改善提案を記載するところが多いが、多くの県が全社協研修で使用する総評書式（「さらなる改善

が望まれる点」の項目がある）を使用しているからでもあろう。 
・報告書に「ある程度具体的な改善提案を盛り込んでいることが喜ばれている」と答えたところもある。 
・一方「改善方針を考えるのは事業所の役目で、その気づきを引き出すのが第三者評価」として具体的な改善提案

は行わないというところも少なくはない（5カ所）。 
・「b・c」の場合には、具体的に書き込まないと事業所が納得しないので、改善提案的な内容になるという意見も

あった。 
・改善提案は改善可能な範囲を意識する、数カ月～1年程度で改善可能と思われるものを抽出するというところも

あった。 
・改善提案はガイドラインの内容をはみ出さないとしているところや、書類・文書・マニュアルなどが整っていな

いなど、不足な点がわかりやすいことを提案するというところもあった。 
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２）都道府県推進組織の関与 

・推進組織が改善提案をしないことと指導している県もあれば、コメントの欄に「改善できる点・改善方法」とい

う欄があって「b・c」評価の場合は必ず記入することになっている県もある。 
 

３）報告会の開催や公表にはなじまない事項の取り扱い  

 

（１）報告会の開催と報告会に関する評価機関の方針 （Ｑ４） 

 報告会の開催については、大きく分けて3つのグループに評価機関が分類できた。 
①報告会を開催することをプロセスとして位置づけている（14カ所） 
②事業所の求めに応じて対応する（6カ所） 
③報告会は開催していない、プロセスとしても位置づけていない（13カ所） 

 つまり標準的な手法が確立されていないのが課題である。 
 
（２）報告会の開催方法と課題 （Ｑ５－１） 

① 報告会に参加する対象者 

・事業所の判断によるというところも多い。 
 ・報告会の開催方法は、幹部職員を対象と捉えているところが多い。 
・全職員を対象が1カ所、なるべく多くの職員を対象と捉えているところが2カ所あった。幹部職員への報告書

の説明のあと、職員を対象とした「報告会」の開催も4カ所あった。利用者や家族が参加したこともあるなど

参加の制限がないところもあった。 
・職員に対する「報告会」は、経営層になるべく席を外してもらい、職員との座談会のような形式で、日頃の

事業所への思いや要望等を再度聞くようにしているという取り組みもあった。 
② 評価機関の位置づけ 

・報告会の開催については、契約書に盛り込むなどプロセスとして位置づけているところが多い。 
 ・報告会の効果として、職員の取り組みと努力が明確になり、職員のモチベーションが上がることもある。 
 ・一方、課題としては、福祉職場の多くはシフト勤務のため、出席する職員が限られ、開催したいが事業所が

乗り気でないなどの指摘もあった。事業所側の事情はあるにしても、評価機関としての方針を明確にし、第三

者評価の目的を達成しなければならない。 
 
（３）報告会を開催しない場合の報告書の内容の伝え方と開催しない理由 （Ｑ５－２） 

報告会を開催しない理由としては、以下があげられていた。 
・そもそも評価プロセスに位置づけていないが最多で9カ所あった。 
・評価結果の報告は事業所の経営層が職員に説明すべきという意見、また経営層とは報告書原案をもとに何回

も摺り合わせをし、話し合っているので「報告会」まで開催する必要はないが2カ所であった。 
・推進組織がプロセスとして位置づけていないが2カ所あった。 
・評価費用が安いため、そこまでは取り組めない。 
・評価者が日程的に対応できる条件がないとの回答もあった。 

 
（４）公表にはなじまないが改善が必要と思われる事項の取り扱い （Ｑ６） 

公表になじまない事項というのは、公表するまでもない改善事項とか、すぐに取りかかるべき事項（環境的な

リスクなど）、運営上の課題（基準とかの課題など）、利用者アンケートでのクレーム的な内容が考えられる。

これらへの取り組みは、以下の回答グループに分かれた。 
・やはり圧倒的に口頭で伝えるというところが多い（24カ所）。 
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・必要に応じて別様式で提出し、またアドバイスレポートに盛り組むところもあった（6カ所）。 
・明らかな法令違反の場合には行政に直接報告するということを、事前の契約書のなかに盛り込んでいるとこ

ろも1カ所あったが、実際にはもっと多いのではないか。 
 
４）報告書の記載事項 （改善提案等） における事業所の取り組み 

 
（１）報告書に対する事業所の評価 （Ｑ７） 

 ① 報告書に対する総括的な評価 

・報告書に対する事業所の評価としては「概ねよく受け止めてもらっている」と感じている評価機関が多かっ

た（28カ所）。 

② 報告書の内容に対する事業所からの意見 

・「b」を「a」にしてほしいと言われることが多いと答えた評価機関が3カ所ある。関連して「a」評価取得目

的の法人・事業所は、「b」評価をするとなかなか納得せず、すり合わせをするが、もめることが多いと答え

ているところもある。 
・事業所が他のところよりもよく取り組んでいる点をもっと評価してほしいと、事業所側から言われることも

ある。 
③ 評価基準に対する意見 

・保育所や障害者施設では評価基準が現状に合っていないなど評価基準等に意見が出たり（2カ所）、外部監

査は公立では無理だからと「c」評価になって揉めたという回答もあった。 
④ 評価機関側からの事業所への評価依頼 

・事業所を対象にアンケート調査し、評価機関を評価してもらう取り組みも6カ所で行っている。 
 
（２）記載事項に対する事業所からの内容の変更要求とそのことへの対処 （Ｑ８） 

① 事業所の考えと調査者の認識のズレ 

・事業所側から修正提案があって協議している、「管理者の責任」「外部監査」などの評価項目に関する判断

についての変更要求が多い、公立の事業所から内容変更が要求される場合が多い、という指摘があった。 
② 評価機関の対応 

・事実誤認があり、評定の変更を伴わない場合は事実の内容に修正することも多い。表現の微妙な変更には応

じることも多い。 
・評定の変更が求められる場合や、なかなか合意に至らない場合に、同意を得ることが難しい場合には「評価

決定委員会」等に諮る場合が多い。 
・自己評価のあと改善したものは、それなりに評価する。 
・事前説明時、判断基準「a・b・c」については評価機関が独自に判断することであり、話し合いで譲ることは

ないと説明しているところもある。 
・「よくない部分については厳しく記載し、事業所側からの反論を待つ。結果として、議論が白熱するととも

に評価調査者の意見に耳を傾け、いろいろ気づきを与えるチャンスが増えてくる」という手法をとっていると

ころもあった。 
 
５）報告書の記載事項 （改善提案等） における評価機関の独自の取り組み 

 

（１）改善提案等に対して、事業所が取り組んだ内容の把握（Ｑ９） 

 ・フォローアップのしくみがない（25カ所）ので、事業所が取り組んだ内容を後で確認できない（14カ所）と

いう評価機関がかなり多かった。 
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・継続受審で確認しているというところもかなり多い（11カ所） 
・東京都は改善結果を東京都のホームページ「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表しているので、そこで

チェックしているという東京都の評価機関も見られた。 
 ・年1回は訪問し、その後の事業所の様子や変化などを把握している 

・定期的に「事業所だより」を評価機関宛に送ってもらうよう依頼し、事業所の活動状況を把握する機会にし

ている。 
・事業所から実施した改善後の書類を郵送で受け取った（1カ所）、メールで報告を受ける（1カ所）という事

業所側の取り組み例もあった。 
 
（２）報告書の記載事項に関する事業所の認識 （Ｑ１０） 

・概ね「報告書」は改善に役立っていると認識している事業所が多い（25カ所）。ただし「わからない」「効

果測定できない」「非該当」と回答したところも10カ所あった。 
・役立っていると回答したところでは、事後アンケート調査（評価機関が実施する場合と推進組織が実施する

場合がある）や推進組織のホームページ、また事業所からの継続受審に対応する際に判断しているが、改善に

取り組んでいるところが多いと見ている。 

・一方、継続受審の際に確認すると、改善されていないことも多い、具体的な質の向上に向けた行動に結びつ

かない事業所も散見されるという回答も少なからずある。改善の気づきがあるだけでは、必ずしも改善には進

めないという実態があると指摘しているところもある。 
・報告書の改善課題などを参考に「事業経営に関する理念・方針や中長期計画と事業計画等、事業所経営の近

代化に関心が向いてきている」「改善委員会を立ち上げたという施設の話を聞いた」と回答している。 

 
（３）第三者評価における改善提案のあり方についての評価機関の考え （Ｑ１１） 

 評価機関の意見は次のように割れた。 

 ① 具体的な改善提案は行うべき（14カ所） 
・行うこともある、受審してよかったと思える提案はする、事業所側が望む、アドバイスレポートで提案など

も含めた。 
 ② 改善提案は改善に向けた気づきを引き出すためのきっかけで具体的には行わない（12カ所） 

・事業所側が自主的に考えることである。 
・コンサルテーションとなると現状の評価料金には合わない。 
・第三者性や客観性を担保するためにコンサル的なことはしない。 
・自己評価で気づきが大事（5カ所）、業になると客観性が保てないなども含めた。 

 ③ 推進組織がコンサルにあたるような提案は慎むべきとしている（3カ所） 
 ④ はっきりとした方針はない（4カ所） 

・力量が問われる 
・事業所をリスペクトするのがベターである。 
・提案は行わないが、要求されて答えることはあるなども含めた。 

  ここで、一つの課題は「何を指してコンサルテーションというのか難しい」という投げかけである。コンサル

テーションとなると、フォローアップのしくみ、料金設定、力量や責任の問題、あるいは業として行うことで第

三者性が保たれないなどさまざまな課題がある。 
一方、事業所側が他の事業所の動向などもよく熟知している評価調査者に意見を求めることも当然の流れと

言える。また、自己評価こそが「気づき」をもたらすきっかけであり、改善の取り組みは自己評価がベースと

なるという指摘も多かった。 
  ここでは、一つのヒントとして、評価機関・岩手県社会福祉協議会の取り組みを紹介する。 
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 ＜岩手県社会福祉協議会の取り組み＞ 

・改善提案には「弱みの改善を促すもの」「強みを伸ばすもの」「外部環境変化の機会の気づきを促すもの」「外

部環境変化の脅威への気づきを促すもの」がある。 
・受審事業所がすでに認識している顕在化した課題点に対する改善提案は、だめ押し的な指摘になる（一般的には

自己評価「b」評定以下）。一方、事業者が課題を認識していない点を評価者が課題認識した場合は潜在化して

いる課題をまず評価調査者が気づき、その気づきを事業所職員と共有する経過をたどることから、改善提案も有

効に響く（自己評価の「a・b」評定が「b・c」評定に変更になる場合が多い）。 
・一方、当面課題とはならないが、中長期的に見て、予防的・開拓的に取り組むことで、将来起こる可能性のある

課題に対処する挑戦的な改善提案もある。また、よりよい福祉サービスの開発といった点で、前向きな取り組みを

いかに評価するかであるが、現行基準では評価しにくいが「a」評定に対して改善提案を行うことは受け止める側

の課題意識によっては効果的な場合もあり得る。 
 
６）助言・情報提供 

 
（１）求められる助言や情報提供の内容 （Ｑ１２） 

・求められる助言・情報提供は圧倒的に他の事業所の優れた取り組みの情報提供が多い（21カ所）。概ね事業所

名は明らかにせず「例えば」という話で答えているところが多い。 

・次に多いのが評価項目の解釈、着眼点や留意事項内容など、ガイドラインに関することで14カ所あった。これ

は皆、評価機関の役割として積極的に答えている。 
・他にはマニュアルの作成関係（7カ所）、人材確保・育成・研修（6カ所）、中長期計画の作成関係（4カ所）、

地域連携（4カ所）、自己評価の取り組み（3カ所）、社会的動向（3カ所）、どのような取り組みが「a」評定に

なるのか（2カ所）などあり、他にストレスチェックやメンタルヘルス、虐待・身体拘束に対する職員の意識改革

の方法、福利厚生の充実などがあった。 
 
（２）助言や情報提供を求められたときの対応 （Ｑ１３） 

・概ね、評価調査者としては対応している状況である。対応できる場合は口頭で対応している（19カ所）として

いた。 

・評価機関として第三者評価の役目ではないので対応しないことしている、具体的にならないよう慎重に対応する

という回答もあるが（3カ所）、実際にはその場合も評価調査者が対応せざるを得ないということのようだ。 
・評価調査者が経験豊富な場合は、事業所側から積極的に質問が出ることもあるようで、評価機関としての線引き

に苦慮していることがうかがわれる。 
・評価調査員の知識や経験で対応できない場合には、別途関係機関に照会し、後日回答しているという評価機関も

ある。 
 
（３）助言・情報提供のあり方についての評価機関としての考え （Ｑ１４） 

ここでも評価機関の意見は次のように割れた。 

 ① 積極的に情報提供すべき（16カ所） 
・事業所のサービスの改善につながるのであれば積極的に取り組むべき、改善のための一歩を踏み出せるなら

助言や情報提供などはあってもよい、それなりの対価を得ているのだから行うべきなどの意見のほかに、事

業所の求める助言・情報提供も評価の一部、様式や枠組みといった定型のしくみに関しては提供してもよい

のでは、受審事業所で実施可能と思われる事例に限って紹介する、外部環境の変化による法令等しっかりと

認識し評価項目やガイドラインを説明する必要があるなども含めた。 
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 ②情報提供は改善に向けた気づきを引き出すためのきっかけで具体的には行わない（5カ所） 
 ・あまり情報提供し過ぎると、事業所自ら自己評価して改善に結びつけるという第三者評価の根幹が揺らぐ、

訪問調査時に助言することは合議もしていないので主観になり、コンサルタントにもつながりかねないので

当評価機関としては助言を厳禁している、情報提供は評価基準の理解に関する内容にとどめて、聞かれたら

応えるという必要最低限にしている、自ら改善に気づくことが大切と思うので助言・情報提供の必要性を特

に意識したことはないなどの意見があった。 
③ その他の意見 

・評価機関としては気づきが得られるような情報提供をしているが、実際は評価調査者によって違いも大きく

具体的に踏み込む調査者もいるという意見もあり、その場のやり取りのなかでの評価調査者の判断が大きい

のだろう。 
 ・評価機関としては、合議に裏打ちされた助言とすべきなので報告会を活用しているという意見もあった。 

・コンサル系の評価機関は情報提供を積極的に行っているようで、統一がとれていないのは問題であると思う

と答えたところもある。 
・評価機関によってスタンスの違いがあるようだが、評価機関としての方針と実践するための取り組み（標準

化、研修など）が求められる。 
 
７）フォロ－アップ・継続受審の取り組み 

 
（１）報告書の内容のフォローアップの必要性 （Ｑ１５） 

 主な意見は次の通りであった。 

 ① フォローアップは第三者評価のプロセスではない（5カ所） 
・コメントや総評については受審事業所に同意を得ているためフォローアップの必要はない、職員「報告会」

で具体的に説明しているので必要とは考えない、必要ではあるが評価機関の役割ではない（2カ所）、評価を

するのが本来の役割であり、積極的にフォローアップする必要はないなどの意見があった。 
② 評価後の改善を見るしくみは重要（12カ所） 
・最も多かったのは、必要と考えるが対応するしくみはない（12カ所）であった。相談があれば無償でできる

範囲で対応している（2カ所）、2回目の受審で前回から改善されていない項目があり、サービスの質の向上を

図るためにも必要だと思う、翌年度には自己評価を提出してもらうしくみもよいのではないか、その後の取り

組み状況を巡回してアドバイスできるとよい（2カ所）、次の受審に向けて、然るべきタイミングでフォロー

アップするなどの意見があった。 
③ 継続受審がフォローアップとなっている（4カ所） 
④ 推進組織が評価プロセスとして位置づけていないのでできない（3カ所） 

 
（２）評価機関のフォローアップのしくみ （Ｑ１６） 

フォローアップのしくみがない評価機関がほとんどである。次のような意見があった。 
・フォローアップについては評価機関の課題となっている（9カ所） 

・しくみがないので受審後の問い合わせもしにくい。フォローアップも含むことになれば評価料金が上がること

になる（3カ所） 
・「第三者評価ではフォローアップする必要はない」という回答は1カ所だったが、前項と合わせると「しくみが

ない」と答えたところでも「必要ない」と考えているところはもっと多いだろう。 

・利用者アンケートだけの取り組みを依頼されるがそれはフォローアップと考えている、社会的養護関係施設の自

己評価アンケートを毎年請け負っているというところもあった。 
・「公立保育園で順番に評価を実施し、当評価機関が継続して担当することがあり、他園での評価結果が翌年は別



199 
 

の保育園で生かされているという経験をすることがある。「自治体の評価を生かす姿勢が現われていて、拍手を送

りたい気分である」という水平展開を行っている例も、広く見れば運営母体単位でのフォローアップになっている

のかもしれない。 
 
（３）評価機関の継続受審を働きかけるしくみ （Ｑ１７） 

 継続受審への取り組みはさまざまであった。 

 しくみはない、営業活動はしていない、以前は働きかけたが今はしていないを含めて17カ所と多かった。件数

が多くて対応できないのでというところも、そこに2カ所含まれている。 
その他、取り組んでいることは以下の通りであった。 

・受審時期に電話・文書等で再受審を促している（7カ所） 
・事業所の近くまで行ったら顔を出すようにしている（3カ所） 
・受審料金の割引も行っている（2カ所） 
・大きな法人には複数事業所の受審や継続受審を勧めている 

・社会的養護などは新しい評価基準の説明に出向いたりする 
・報告書提出時に継続受審を提案している 
・「受審済証」の発行を開始して手渡しで訪問している。このときに継続受審を依頼している。なかには、県では

全て入札で評価機関を決定するので評価料金が安いところに流れる。それゆえしくみをつくりづらいという評価

機関もあった。 

 
（４）継続受審の件数 （Ｑ１８） 

 表6を参照されたい（p.191）。 
 
（５）フォローアップのあり方について、評価機関としての考え （Ｑ１９） 

 Q15とも関連する内容となったが、同様に次の意見があった。 

① フォローアップは第三者評価のプロセスではない（5カ所） 
・第三者評価の契約の範囲外である、フォローアップはコンサルタント会社が自由市場のなかで事業所と契約して

実施すべきである。 
・フォローアップは重要であるが評価機関が実施することは難しい、フォローアップという名を借りて改善活動に

関与することでコンサルティングに陥る危険性がある、よほどの力量を持ち合わせない限りフォローアップという

プロセスを第三者評価に組み入れることは避けるが良策、訪問調査で確認する場面で話せばよい、改善課題につい

てわからないことは聞いてもらえればよい、評価が本来の役割で積極的にフォローアップする必要はない、などの

意見があった。 
② 評価後の改善状況を見るしくみは重要（10カ所） 
・必要だと思うが人材確保が困難（3カ所） 
・必要だと思うが費用面で困難（2カ所） 
・独自性を持ったフォローアップは継続受審の動機づけになる（2カ所） 

・必要だと思うが力量が問われる（2カ所） 
・毎年の自己評価はやってくださいとお願いしている（2カ所） 

・評価後に気軽に事業所を訪ね、ざっくばらんに話し合いができればよいのではないかなどの意見があった。 
③フォローアップより継続受審を進めるべき（2カ所） 
・継続受審により、単年度ではなく、各事業所の推移や中長期的な視点に基づく評価が可能になるため、推奨して

いるなどの意見があった。 
④ 国や推進組織が決めるべきもの（3カ所） 
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・しくみとしては推進組織が決めるべきこと、第三者評価の全体的な枠組みで国が考えてほしい、アドバイザー派

遣のように第三者評価とは別にフォローアップするしくみについて国等からの助成等を検討してほしい、などの

意見があった。 
・他には、事業所によっても受審動機が異なっており、これらのニーズごとに一律の評価基準、評価プロセスで評

価機関が事業所の求めに応じられるかどうかは疑問であり、ニーズに即した評価方法を検討してほしいなどの意見

があった。 
・また、施設から具体的な相談があったものに限っており、対応は個人レベルのものであるという意見もあり、や

はり評価機関としてではなく、評価調査者個人として対応している実態も少なからずあるようだ。 
・総じて、フォローアップの必要性は認識している。しかし、フォローアップの内容により支援は多様であり、

それに対応する機関も多様であるということである。フォローアップの内容により、第三者評価機関が対応でき

ることもあると考えられる。評価機関としての方針、力量などを認識することがまず必要ではないだろうか。そ

して、第三者評価の目的に準じて対応したいと思う。 
・社会福祉協議会が事務局を担当している「社会福祉法人協議会」の活用の提言もある。東京都のように、受審

事業所は改善提案に取り組んだ内容を都の担当部署に報告しなければならないと義務づけるしくみもある。 
・フォローアップへの取り組みを検討することは、第三者評価プロセスの根幹にかかわるものであり、やはり国

レベルでの検討が必要な事項であろう。 
 
（６） 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例 （Ｑ２０） 

・概ね次のような傾向が見られた。事例によっては複数の改善がなされている例が多く、それらはダブルカウント

している（例：「利用者のプライバシー配慮のためのハード面の工夫がなされた」は「プライバシーの改善」と「

環境改善」にダブルカウント）。 
・フォローアップを行っていないため、その後の事業所の動きは把握できていないという回答が5件あった。 
・具体的な事例については、各評価機関のヒアリング結果を参照されたい。 
 
■第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例 

改善例 件 数 改善例 件 数 

マニュアル・書類の整備 11 サービス計画の充実 3 
具体的なサービス内容 10 権利擁護 3 
職員のモチベーション、運営参加意欲 9 研修、研修体制の充実 3 
地域との交流、関係、社会資源の活用 9 情報の発信 2 
理念の共有 8 研修、研修体制の充実 3 
改善への取り組みのしくみづくり 8 運営の透明性 2 
環境改善 6 苦情解決 2 
中長期計画・単年度計画の策定 5 情報の共有 2 
プライバシーの改善 4 サービスの継続性 1 
人材育成 4 資金調達 1 
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８）評価調査者のレベルアップへの取り組み 

 

（１）内部研修を行っているか、またその研修内容、研修していない場合はその理由 （Ｑ２１） 

① 事実状況 

概ね内部研修を実施している評価機関が多いが、回数としてはあまり多いとは言えない。 
 
■内部研修の実施状況 

内部研修実施回数 件数 

毎月実施 1 
年4回程度実施 3 
年3回程度実施 2 
年2回程度実施 3 
年1回程度実施 8 
評価事案があれば実施 4 
実施していない 6 

 
・実施していないは6カ所で、その理由として、内部研修のメニューが難しい、評価調査者を育てるビジョンが

ない、評価調査者の時間が取れないなどがあげられていた。 
・実施している内容は多岐にわたるが、評価機関の方針、ルール、手法などの説明が最も多く、次にガイドライン

（変更も含めて）の理解等を深める取り組み、外部の伝達研修、直近に入る評価のサービスの勉強会、施設見学会

などである。 
・ユニークな取り組みとして、報告書の読み合わせ会に参加する、評価機関主催福祉制度講演会への参加がある。

評価機関に属する評価調査者が「評価者の会」を組織し、年2回「スキルアップ研修会」を開催している評価機関

もあった。 
② 参加者の状況など 

・内部研修への全体的な参加割合は、8～9割が4件、6～7割が5件、3～5割が3件であった。 
・年1回の全体研修への参加が不可能な場合は「1年間担当から外す」という厳しい評価機関もあった。 
 
（２）外部研修に参加させているか、またその内容、参加させていない場合はその理由 （Ｑ２２） 

 概ね外部研修に参加させている評価機関が多い。外部研修の内容は、次の通りである。 

 ・推進組織が主催する継続研修・フォローアップ研修・事業者向け研修への参加（26件・継続研修は評価機関

が費用負担しているところがほとんど） 
・推進組織が主催する養成研修に評価調査者候補者を送り込む（9件：ただし5件は研修費用自己負担） 
・全社協の指導者研修への参加（14件：評価機関が費用負担している評価機関がほとんど：1件は県負担） 

 ・全社協の社会的養護研修への参加（4件：評価機関が費用負担している） 
 ・その他の研修は、案内するが自主的に参加、いう形が多い。 
・外部研修への参加は、旅費の手当ができず困難という声もあった。 
・評価機関の方針として、スキルが上がらない人には研修案内はしないとして厳しく取り組んでいるところが

あった。 
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（３）ＯＪＴやスーパービジョンのしくみ （Ｑ２３） 

① 評価機関としてのしくみ 

 ・OJTのしくみとしては、やはり評価に同行させる（23件）という取り組みが多い。このうち13件は戦力とし

てカウントしており、9件はあくまでオブザーバーとして参加している。 
・スーパービジョンの取り組みは、あまりしくみがないようであるが、取り組んでいる評価機関の内容は、年

に数回の事例研修等の実施、経験のある評価者が「スキルアップ研修会」等で指導している、年度初めに評価

者全員が年間目標を設定し、評価管理者によるスーパーバイズを受けているなどであった。 
② 評価機関の課題 

・メンバーによっては得手不得手（現場を見る目はあるが文章は苦手など）があり、一人ひとりの力量を向上

させるのはなかなか難しいという声もあった。 
・必要と思うができていない、しくみがないという評価機関は7件であった。 
・評価件数が少ないのでOJTによる育成が思うようにできていないという声もあった。 
 

（４） 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組み （Ｑ２４） 

 育成に関する独自の取り組みについいぇは、多種多様なものが報告されているため、ユニークな取り組みを

取り上げてみた。 

・コメントや総評の書き方、評価基準の解釈を、パソコンの画面上でサイボウズを使用して行っている。 
・依頼件数が少ないので、他機関で経験を積んでもらう。 
・推進組織から養成研修等の講師やファシリテーターの依頼を受ける。 
・評価調査者チームの編成の際、個々の経験の状況を加味している。 
・理事長がブログを使って必要な知識を発信している（主に外部環境等の変化や法令など）。 
・向き不向きがあることは否めず、協調性の面で問題がある評価調査者もいる。そのような場合には、評価を

依頼しないようにしている。 
・専属スタッフのみの評価機関にしていきたい。 
・契約評価員の帰属意識の醸成に力を入れている。 
・懇親会を企画して「仲間意識」「帰属意識」を醸成している（2カ所） 
・評価調査者になるには面接と筆記試験も行って適性を見る。 
・県の施設協議会に所属し、そこが開催する定期研修に参加させる。 
・評価調査者に結果認証委員会に出席してもらい、評価の視点や報告書の書き方を学んでもらう。 

 
（５）評価調査者の育成のあり方についての評価機関としての考え （Ｑ２５） 

 ここでは、評価機関として実施していることと、大きな枠組みのなかで推進組織に期待する提言的なものが回

答としてあった。 

＜評価機関としての考え・方向性＞ 
評価機関の課題・努力として次のような回答があった。 
・講評コメント作成のスキルアップが課題（4件） 
・施設の職員とのコミュニケーション能力、傾聴技術の育成が課題（4件） 
・リーダーの育成が課題（3件） 
・さまざまな評価機関に登録をしている評価者が多いので当社独自の育成をすることが難しい（2件） 
・質を担保するには経験が必要なので受審事業所を増やす努力が必要（2件） 
・各種福祉団体等が計画するセミナー等の勉強会の情報を提供している。 
・第三者評価者としての専門性を有する者を育成するためには、年間を通して相互に学び続ける体制でなけれ

ば育成できない。 
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・法人理念にそった人間性豊かな包容力のある評価者を育てたい。 
・評価者のばらつきが生じているので、ばらつきを少なくするようフォローアップ研修や各評価者には自己評

価を実施してもらい、次期に向け改善に向けた取り組みを報告してもらう。 
・サービス種類別に課題を定めて研修実施することを検討中である。 
・評価件数が増えない中で、育成については見通しが立ちにくい。 
＜推進組織に期待すること＞ 

・評価機関や評価者によって、評価項目の解釈にバラツキが見られるため、推進組織として統一的な対応を願

いたい。 
・同一県内の評価機関相互の評価レベル標準化を図るための取り組みを望む。例えば現任研修だけでなく標準

化ツールの開発など。 
・推進組織と各評価機関との連携による取組が必要ではないか。 
・近年、養成講習の受講人数が減っており、確保が難しくなってきていると感じている 
・養成研修が定期的に開催されていない。養成研修開催の予定が現在のところない。養成研修を開催すること

が先決（3件） 
・県では、養成研修は評価機関の推薦がないと受講できないので、評価調査者が複数の評価機関に属するとい

うことはない（2件） 
・社会的養護については、東京まで研修受講に行かねばならず自費で5万円かかるので、継続研修の受講が難

しい。 
推進組織の養成研修も標準化されていないことが、評価調査者の確保に課題となっている実態がある。養成研修

のあり方について、国レベルで検討を期待する。 
 
（６）評価調査者の確保の方法 （Ｑ２６） 

 ・確保の方法はやはり、口コミが中心（17件）、が多い。他には、社協や職能団体は、本会職員・会員にて確

保（8件）、そのOBに声かけ（5件）、福祉関係者のリタイヤ組に声かけ（4件）、などであった。 

他には、オンブズマン活動・公表調査活動・外部評価活動等の活動従事者を対象に第三者評価調査員の確保

を図ってきた、他評価機関所属者や推進組織名簿により確保、PR用の資料を作成して評価調査者の候補者に

送付、などであった。 
・特に対策を講じていない（2件）、増やすことは考えていない、評価件数が伸びない中で、評価者を増員す

ると研修受講費用の捻出にも苦慮する、などがあった。 
 
（７）特定分野の評価調査者確保の課題（Ｑ２７） 

・保育分野の評価調査者の確保が難しい（9件）が多い。どの分野も厳しい（4件）、社会的養護分野の確保が

難しい（4件）、障害分野の確保が難しい（4件）、 生活保 護関係分野の確保が難しい（1件）、高齢分野の

確保が難しい（1件）であった。 

・評価調査者自体の高齢が進んでいる（5件）、リーダーとなるような人を確保しづらい（1件）、管理分野の

確保が難しい（2件）、現役世代の確保が難しい（2件）であった。 
・保育分野の確保は県を超えたレベルでできないか、という指摘があった。保育分野の受審依頼が殺到した場

合は断る予定、というところもあった。 
 ・特に確保する予定はないも3件あった。 

・社会的養護関係施設は県内の事業所が少ないため、元職員である評価者がよく交流のあった施設に行くこと

があるが適切な評価ができるのだろうかという悩みもあるようだ。 
 
 



204 
 

（８）評価調査者の確保のあり方について、評価機関としての考え（Ｑ２８） 

Q25に関連する質問であったので、同様の回答が多かった。主な回答内容は、次の通りである。 

・資格の更新研修を廃止し、調査機関が質の担保の責任を負い、人材確保を行うべきではないか。 
・フリーランスの人たちの情報を持っていて、多く登録してもらっている。 
・当事業所の職員以外の外部関係者の養成と稼働できる人材の確保が必要。 
・保育の評価調査者が増やすことが課題。 
・動ける人が評価調査者登録してくれるとよいのだがと深く感じている。 

・評価事業だけで評価調査者を常勤雇用するだけの評価件数がないのが現状である。 
・資格を取った人が多いので評価数を増やすことの方が課題である。 
・リーダーとなるべき人材が育たないので、将来的にはそのような評価員は不足状態となると思われる 
・養成研修の修了者で休眠者は多いのではないか。評価人材バンク立ち上げの可能性（2件）。 

・評価機関合同説明会のようなものがあるとよい。もっと活動したい評価者と評価者を募集している評価機関

のマッチングできるとよい。 
・評価機関として年間受審件数を明確に定めて、その件数に必要な評価者を確保すること。確保できていなけ

れば、依頼を断ればよい。 

・評価件数の想定ができないため、養成しづらい。 
・県レベルを超えた推進組織と各評価機関との連携による取り組みが必要ではないか 

 
（９）第三者評価の普及のために求められることに関する意見 （Ｑ２９）  

 さまざまな意見をいただいた。詳細は、各評価機関のヒアリング内容・結果を参照していただくとして、ここ

では主な意見の趣旨をまとめてみた。 

① 行政や都道府県推進組織に関連して 

・社会福祉法に定める公的機関の第三者評価等の実施につき、さらなる実効性のある執行努力を期待したい。 
・推進組織の審査で滞るので、文章校正程度にし、公表までの期間を短くしてほしい。公表までのタイムラグ

が長過ぎる。 
・「a」評価でなければ適切なサービスを提供していないと見なされるという思い込みが消えない事業所や法人

がある。この周知は、一評価機関では難しいので、推進組織において徹底してほしい。 
・第三者評価は、社会福祉事業経営者への支援である。他の種別サービスにおいても5年に1回の義務化や施設

整備補助金の審査対象とするなどの取り組みがあってよい。 
・民間団体等の助成金を申請する場合も、第三者評価の受審結果の提出を求めるなどの活用があってもよい。 
・ハローワーク、福祉人材センターなどで受審事業所を掲示するなど、人材確保策に有効な取り組みとして、

評価受審を活用してほしい。 
・県の推進組織を中心とした各関係担当部署との連携（評価機関の連絡会の実施やPR活動） 
・県または市町村の評価受審事業所への補助助成金制度の創設。 
・受審率のアップを願っている。そのためには、監査時に第三者評価を進めてもらうよう県・中核市レベルの

指導監査を担当する監査員と交流する必要がある。 
・評価するための費用補助が求められる。 
・栃木県では、評価実施促進のため平成27年度から高齢者施設と障害者施設の評価の一部に対し補助金を出す

ようになった。それでも評価数は飛躍的に伸びるには至っていない。 
・那須塩原市では、すべての公立保育園の評価を順次実施している。また民営化にあたっては3年以内に第三者

評価を受審することが定められていて、そのための民間保育園への評価料金半額補助制度もある。 
・公立保育園の評価は、栃木県では日光市（全園実施済み）、宇都宮市、栃木市、高根沢町、那須烏山市等で

実施されている。 
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・高齢分野においては、外部評価のみが義務で、その他の事業所は関心がない。行政の関与が必要である。 
・事業所が「受審下」「しない」で明確に両者に差が出る仕組みづくり（金銭的なことを含めて）が必要では

ないか。 
・対象事業所への動機づけや、法での義務化が重要と考える。高齢や障害など義務化されていないサービスに

は、評価機関の仕かけが必要と考える。国や推進組織が施設長などに評価を受けてよかったことをPRしてほし

い。社協もPRしているがそれだけでは弱い。 
・価格のことでは、競争となっている現状がある。「a」評価ばかりの評価機関が選ばれたり、価格のダンピン

グ競争があったりする。NPOの一部などは極めて安い仕事をしている。適切な評価ができるよう、推進組織に

は何らかの基準をづくりを期待したい。 
・評価機関数が多過ぎると思う。これでは評価活動の標準化や質の向上は期待できない。また、現状の人員配

置や年間予算を考慮すれば全47都道府県に推進組織は不要と思う。北海道・東北ブロック、関東ブロック、中

部・北陸ブロック、近畿・四国ブロック、九州・沖縄ブロックの5つに人員と予算を集中し、責任を持って推進

していくべきだと思う。その体制下で約10団体の評価機関を認証し、全国で50機関の評価機関に絞り込まなけ

れば評価活動の標準化や専門性の向上につながらない。評価者については、受審依頼に対応できるだけの人数

を確保すべきだと思う。 
・社会的養護関係施設や保育所だけでなく、障害分野や高齢分野も第三者評価受審を義務化すべきだと思う。

受審費用も補助金で1施設あたり50万円を上限に予算化し、施設運営とサービスの質の保証に第三評価制度を活

用すべきである。もはや福祉業界の競争相手は業界には存在していない。近い将来には他の業界、つまり一般

企業や外国資本が「福祉」の概念にとらわれない形で自由に子ども、障害者、高齢者に適したサービスを提供

し始めると予想するので、あらゆる事業所に第三者評価を導入することが、利用者本位の福祉の実現や施設運

営の質の向上等、日本の福祉文化を高め、安定させる経済的な施策と考える。 
・社会的養護の評価においては、ブロック単位で研修を企画するとともに、不参加の登録者は削除する。 
・3年間実績のない評価機関・評価員は名簿から削除することの徹底。 
・事業として成り立つしくみ、まずは適正価格の制度を導入してほしい。現状は入札方式で評価機関が選ばれ

るので、バス会社のようにダンピング合戦となる。社会的養護は30万円で行うべきと考えるが、当評価機関は

実績を1件でもほしいので11万円で落札した。赤字事業である。一つの評価機関で8割の評価を落札している現

状であり、その評価機関の料金は10万円を切っている。だから入札してもこちらには落ちない。落札するとこ

ろは「オールa」評価が多い評価機関である。 
・このままでは評価の質が問われる。県には評価機関同士の交流の機会、意見交換会など持ってほしいと言っ

ているが、そういう動きはない。県の担当職員は2年ぐらいで変わるし、第三者評価を普及しようという意欲が

感じられない。推進組織のやる気が課題だと思う。 
・例えば、地域ケア会議など地域における政策過程で評価機関（評価機関連絡会）が関わり、提言等を行うこ

とができるシステム（しくみ）をつくる必要があると考える。 
② 社会福祉協議会関連 

・都道府県の社会福祉協議会は、構成する事業体に対し、社会福祉法に沿った資質の向上と自己評価、第三者

評価の実施について、重要な振興課題として取り組むよう期待したい。 
③ 評価機関の取り組みとして 

・できる限り第三者評価ですべの福祉サービスが一定以上のレベルになるようにするためにも、我々もプロと

しての自覚（どんな質問に対しても答えられ対応できる）を持ち、時には誉め、時には厳しく正しい評価が行

えるように日々努力が必要だと思う。 
・評価機関が第三者評価事業を儲けの一つとして取り組もうとするならば、受審事業所からの信頼獲得にはつ

ながらない。ともに現場の課題を考えていく存在になるべき。 
・評価調査者の知見の浅さや視点の低さが受審施設に見透かされると、評価機関そのものが信頼されない。力
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のある人が担っていく必要があるし、力のある人を養成していく必要がある。 
・評価調査者には、利用者権利擁護の視点と公益的・社会貢献的立場の自覚が一層求められる。 
・秋田県での第三者評価フォローアップ研修に保育所長等施設に参加申し込みを入れるよう秋田県推進組織に

依頼している。 
・事業所の経営層に対する受審の働きかけ。 
・第三者評価関係資料を事業所に定期的に送付するなど、情報提供を行うことによる受審の働きかけ。 
・第三者評価とはいえ、事業に関する知識、社会的な知識、世の中の動向等幅広い知識が求められてきている

と思われる 
・ICT、SNSへの対応、ルールなどに関することは、社会的養護分野では新しい子どもへの支援として大事に

なるが、事業所も評価機関も追いついていない。このような基準を超えた内容についても評価コメントに記述

すべきではないか。 
・評価機関や評価調査者の質の向上を図り、事業所に信頼してもらえる評価活動をすることが、ひいては受審

促進になると思うが、全体的にもっと評価料金が上がらないと評価機関の体制づくりは難しい。評価機関では

専任の事務員を雇うことができない。 
・改善計画についてだが、このままでよいのかという認識はある。ただ、改善提案まで出せる評価者を育てる

ことができるかという問題もある。例えば、施設長を経験した評価者が、必ずしもよい評価者とは限らない。 
・受審事業所が、真に第三者評価を受審してよかった（サービスの質の向上に役立った）と思える評価を提供

することに尽きる。 
・ボランティア団体であり、常勤職員は2名いる。訪問調査に関わった時のみ有給で、その他のスタッフ事務に

ついては全員無償で、調査員活動費のみ有償である。受審費用は他の評価機関と比べると安いと思うが、積算

結果で、他の評価機関より安くなっているのではと考える。ただし、事業所がもっと第三者評価を受審できる

ように、費用の補助はあった方がよいと思う。まず1回でも受審してもらうことが大切であり、第三者が事業所

に入ることがとても重要だと思う。 
・第三者評価の普及のには，受審のメリットを事業所に明確に示す必要がある。そのためには受審した事業所自ら

メリットを伝えてくれるような第三者評価ができるかどうか、評価機関が問われている。 
・評価を受けた事業所の質の向上→評価への社会的認識が高まる→評価受審件数が増える→評価機関の経営基盤

の安定→評価者の質の向上、このようなサイクルになるとよいと思っている。本評価機関は、評価件数が横ばい

であり、現在の登録評価者の状態ではこの件数で限度である。現在10数件程度の評価件数が30件を超えるよう

になればもっと研修制度などを充実させることができると考えている。そのためには評価者を確保しなければな

らない。また評価費用についても検討する必要がある。 
・保育が爆発的に増えるのではと予測されるが、現状では評価機関の対応が難しくなる可能性がある。 
・受審が努力目標とされた保育業界のリーダー達と交流会を持ち、率直な意見交換やコミュニケーションを交わす

ことで、受審に興味を持ってもらうと共に、受審のハードルを低くする。 
④ 第三者評価の公表、市民への情報提供などの視点 

・最近、第三者評価結果を見て事業所を選んだという利用者の意見も散見されるようになっており、以前に比べて

普及してきていると感じている。今後も徐々に広まっていくと考えている。 
・第三者評価の存在そのものが一般社会にまだまだ知られていませんので、さらに一般市民に知らせていくことが

必要だと思う。 
・市民に第三者評価が知られていない。これをどのように広めていけるのかが課題。 
・第三者評価活動によって、市民目線で（定められた評価基準に従い）事業所を確認すること、また確認を受ける

機会を持つことは、とても有効なことであると思う。 
・3年に1回なり、5年に1回なり、いずれにしても、第三者の目が福祉施設・事業所に入ることは、とても必要な

ことだと思う。 
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・高齢分野は介護保険制度等の浸透もあり、第三者の目が入るようになっているが、児童分野や障害分野もこ

れから第三者の目が定期的に入っていく必要があると思う。特に、児童分野には、その必要性を強く感じる。

当評価機関で社会的養護の評価を実施したが、初めて現状を目の当たりにし、特に人権感覚、人権侵害などの

領域が非常に遅れていることに正直驚かされた。 
・第三者の目が入る機会が増えることで、施設長や職員の人権感覚が高まってほしいと思う。 
・第三者評価を市民に知ってもらう努力が必要と思う。そのためには、一般のメディアに取り上げてもらうように

働きかける。受審の効果について評価を受けた事業所が発信し、地域のメディアに取り上げてもらう（社協等が

広報誌で取り上げる等）。 
・社会的養護では、受審の結果、意識が変わってくる。子どもに目が行く、地域に目が行く、保護者に目が行くと

いうことが、より高いレベルでの実践を支える。 
・第三者評価を受審した事業所が声の発信していくことが大事である。 
・受審する事業所側としては、何のために第三者評価を受けるのか、誰のために受けるのかということが、職員に

まで浸透できていないことが多いように感じる。このあたりから整理すべきと思う。また、福祉サービス全般で

どのサービスにおいても第三者評価が実施され、すべての福祉サービス利用者や家族が実際に利用する前にその

福祉サービス事業所のサービス内容をイメージできるような第三者評価になることを願っている。 
⑤ その他 

・社会福祉実習や介護実習において、評価受審事業所が活用されるようにする。 
・育成・フォローアップ等は関係機関・団体が実施する。 
・第三者評価の受審を「目的」とせず、質の向上のための「手段」として考える事業所が増えてこなければ第三者

評価の普及はおぼつかない。 
・第三者評価を受けるのであれば、経営戦略的な取り組みとして位置づけるよう、経営者や職員の意識づけが必要

となる。 
・評価によって「a」「b」「c」と判断が明確になることを恐れているのではないかと思える。他の方法の提示が

できれば、受審しやすくなるのではないか。 
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Ⅳ． 福祉サービス第三者評価調査者 

「全国研修会」 報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１  第三者評価調査者 「全国研修会」 の概要 

 

１．全国研修会の開催趣旨 

第三者評価「全国研修会」は、平成 27 年度に本法人が取り組んだ「福祉サービス第三者評価に

おける改善提案に関する調査研究」事業の概要や社会的養護関係施設の評価実績から見えてきた諸

課題等を全国の評価調査者と共有し、今後の第三者評価の課題解決に向けた協議を行うために開催

したものである。 
 

２．全国研修会の後援団体 

第三者評価「全国研修会」の後援団体は、以下の通りである。 
○ 社会福祉法人「全国社会福祉協議会」 

○ 特定非営利活動法人「メイアイヘルプユー」 

○ 社会福祉法人「岩手県社会福祉協議会」 

○ 社会福祉法人「大阪府社会福祉協議会」 

 

３．全国研修会の対象者 

今回の「全国研修会」は、全国の福祉サービス第三者評価調査者を対象として開催した。 

 

４．全国研修会の開催期日・会場・参加者数とプログラム 

東京都、大阪府、岩手県の 3 カ所において「全国研修会」を開催した（表 1）。 
研修会の内容は、福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査研究事業の趣旨と結果

の概要、福祉サービスの質向上に活かす第三者評価事業―社会的養護関係施設の評価実績から見た
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課題、福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査研究事業」、全国第三者評価機関へ

のアンケート調査結果の概要についての説明・報告等と、グループワーク「改善提案や助言、情報

提供にどのように取り組んでいくか」である（表 2）。 

 

表１ 開催期日・会場・参加者数 

開催地域 期 日 会 場 参加者数 

東京会場 平成 28 年 2 月 21 日（日） 
アリアル会議室五反田駅前本館 

（東京都品川区） 26 名 

大阪会場 平成 28 年 2 月 27 日（土） 
大阪社会福祉指導センター 

（大阪府大阪市） 37 名 

岩手会場 平成 28 年 3 月 6 日（日） 
ふれあいランド岩手ふれあいホール

（岩手県盛岡市） 29 名 

参加者数（3 会場）合計 92 名 
 

表２ 研修会プログラム （研修内容）                     〔13 時 30 分～17 時〕 

内 容 講師等 

Ⅰ．「福祉サービス第三者評価における改

善提案に関する調査研究」事業の趣旨と

結果の概要 

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・会長 

新津ふみ子（*） 

Ⅱ．講演 
「福祉サービスの質の向上に活かす第三

者評価事業―社会的養護関係施設の評価

実績から見た課題」 

【大阪会場】【岩手会場】 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

政策企画部部長 笹尾 勝氏 

【東京会場】 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

政策企画部副部長 岩崎香子氏 

Ⅲ．「福祉サービス第三者評価における改

善提案に関する調査研究事業」、全国第三

者評価機関へのアンケート調査結果の概

要 

【東京会場】 

認定特定非営利活動法人シーズネット 

理事長 奥田龍人（*） 
【大阪会場】【岩手会場】 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

地域福祉企画部参事兼部長 右京昌久（*） 

Ⅳ．グループワーク 

「改善提案や助言、情報提供にどのよう

に取り組んでいくか」 
 

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・会長 

新津ふみ子（*） 

（*）印：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」役員 
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２  研修内容 

 
 
 
 
 
 
 

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 会長 新津ふみ子 

【東京会場】【大阪会場】【岩手会場】 

 
 
○平成 27 年度は「福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査研究」事業に取り組む

こととした。なお、本調査研究事業と同時に、平成 27 年 4 月の「子ども・子育て支援新制度」の

施行によって保育分野における第三者評価の受審が 5 年に 1 回の努力義務化されたことを受け、

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二次国庫補助協議「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研究事業」にも取り組んでいる。

そちらの調査研究事業の補助金の受託は、特定非営利活動法人メイアイヘルプユーであるが、その

協力団体を一般社団法人「全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会」に受託してもらっている。 
 
○調査研究などで評価機関や受審事業所を訪問しているが、第三者評価が着実に進んでいることを

実感している。 
ただし「養成研修等の講師のなり手が足りない」などの話も聞くため、全国福祉サービス第三者

評価調査者連絡会では「講師リスト」を作成する予定である。 
 
○福祉サービス第三者評価制度については、事業所からいろいろ要望が出てきている。評価機関が

評価の経験を重ねるにつけ、さまざまな事例が蓄積されている。そのなかで、事業所が評価機関に

対して「助言や具体的な改善提案を聞きたい」と要望するようになっており、第三者評価の評価者

側の役割が問われるようになっている。 
 
○今回は「改善提案」に関して評価機関を対象にアンケート調査を実施したので概要を報告する。

また、現在、評価機関を対象にヒヤリング調査も実施しており、それらの調査結果については今後

調査研究報告書としてまとめ、共有する機会をつくりたい。 
本日は、アンケート調査の結果を受けて、第三者評価の改善提案はいかにあるべきかを課題とし、

グループワークなどによって検討し、考察したい。 
 
○また、本日は、社会福祉法人全国社会福祉協議会（全社協）から講師をお招きしている。社会的

養護関係施設の評価については全社協が推進機関となり実施しているが、平成 24～26 年度までの

「第 1 期」が終わり、全社協として評価結果を分析しているところである。そこで、その報告も

お願いしている。全国の事業所や評価機関の状況および課題がよくわかる報告となっている。その

ことも、本日はぜひ学んでいただきたい。 
 
 

Ⅰ．「福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査研究」事業の

趣旨と結果の概要 
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社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部 部長 笹尾  勝氏 

【大阪会場】【岩手会場】 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部 副部長 岩崎香子氏 

【東京会場】 

 

〔概 要〕 

平成 24 年度から社会的養護関係施設（童養護施児設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設、母子生活支援施設）の福祉サービス第三者評価の受審と、評価結果の公表（3 年に

1 回以上）、および自己評価の実施（毎年度）が義務づけられた。これにより平成 24～26 年度を

「第 1 期」とする第三者評価の受審がすべての社会的養護関係施設で完了し、平成 27 年度からは

「第 2 期」（平成 27～29 年度）の受審が進められている。 
このほど、社会福祉法人全国社会福祉協議会（以下、全社協）では、第 1 期の評価結果を集計

したことから（平成 28 年 2 月 1 日「社会的養護関係施設第三者評価事業・第 1 期評価結果（平成

24～26 年度）集計報告」※この内容は全社協のホームページに掲載されている）、本研修会でその

概要および今後の課題等について講演いただいた。 
なお「巻末資料 3」に、本講演の骨子を掲載している。ぜひ参照し、確認いただきたい。 

 
〔主な集計結果から〕 

①「a 評価」の割合が高い評価項目 
「1．養育（治療）・支援」「2．家族への支援」「3．自立支援計画、記録」「4．権利擁護」

などの養育・支援等に関連する項目 
②「c 評価」の割合が高い評価項目 
「8．施設の運営」「7．職員の資質向上」「6．関係機関連携・地域支援」「5．事故防止・安

全対策」など福祉施設の共通評価基準における組織運営に関連する項目 
③ 評価機関別の a・b・c 評価の実績値 
「a 評価」38.6％、「b 評価」50.5％、「c 評価」10.9％であり、多くの評価機関で「b 評価」

と判断した結果が最も多い。 
 

 
＜a・b・c 評価＞ 
・a 評価：施設運営指針に掲げられている目指すべき状態 
・b 評価：多くの施設で考えられる状態 
・c 評価：課題が多く見られる状態 

 
 
 

Ⅱ．講演 「福祉サービスの質の向上に活かす第三者評価事業 

―社会的養護関係施設の評価実績から見た課題」 
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〔評価機関の今後の主な取り組み課題〕 

①評価を実施した際の評価基準の理解と評価方法、評価結果のとりまとめに関する振り返りと

その適正性の検討 
②各施設の実態に即して公正中立かつ専門性の高い客観的な評価を実施できたかどうかの振り

返り 
③社会的養護関係施設と評価基準の理解、評価手法の標準化、各評価項目の関連性とともに各

評価項目の目的と評価の着眼点などを踏まえた総合的な評価、a・b・c 評価の判断の根拠の

明確化と適切な説明・コメントの記載などが十分になされていたかどうかの確認 
 

〔骨 子〕 

 社会的養護関係施設の質の向上に向けて―評価結果の集計のポイントと今後の取り組み課題 
①第 1 期第三者評価結果（平成 24～26 年度）の集計・結果概要 
②社会的養護関係施設 5 種別の a・b・c 評価の実績値【全国】 
③社会的養護関係施設 5 種別・評価項目別の a・b・c 評価の実績値【全国】 
④参考：都道府県別・集計施設数の一覧 

 
社会福祉法人全国社会福祉協議会  

政策企画部 笹尾  勝・部長 

 

 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会  

政策企画部 岩崎香子・副部長 
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特定非営利活動法人シーズネット 理事長  奥田龍人 

【東京会場】 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 地域福祉企画部 参事兼部長 右京昌久 

【大阪会場】【岩手会場】 

 
 

〔概 要〕 

平成 27 年度の調査研究事業では、評価機関への「アンケート調査」および「ヒヤリング調査」

を実施した。現時点で把握している内容は評価機関へのアンケート調査であり、本日はその概要に

ついて報告する。 
福祉サービス第三者評価の受審効果には、評価機関による改善提案（改善への気づき・助言等を

含む）に事業所がどう取り組んだかが大きく関与する。そこで、適切な改善提案のあり方や、改善

提案への取り組みをフォローアップするしくみのあり方、各評価機関における評価調査者のレベル

アップへの取り組み等について調査を実施した。 
その結果の概要は、以下の通りである。 
評価機関への調査票の送付数 410 件のうち、有効回答数は 112 カ所（有効回答率 36.1％）で

あった。主な調査項目は、改善提案の説明、改善提案に関する評価、改善提案で内容変更や助言を

求められたか、求められた情報提供の内容、情報提供等を求められた際の対応、フォローアップの

しくみの有無、評価調査者研修の実施、などであった。 
 
〔主な調査結果から〕 

調査結果は、東京都外（都外）の評価機関と東京都内（都内）の評価機関に分けて集計した。 
①どのような形で改善提案を伝えているか 
＜都外＞ 
「訪問調査後の意見交換で提案」（23 カ所、67.6％）、「評価プロセス中に提案」（21 カ所、

61.8％）、「評価結果報告時に口頭で提案」（19 カ所、55.9％） 
＜都内＞ 
「評価プロセス中に提案」（6 カ所、75.0％）、「評価結果報告時に口頭で提案」（6 カ所、

75.0％）、「訪問調査後の意見交換で提案」（4 カ所、50.0％） 
②情報提供、助言を求められた際の対応 
＜都外＞ 
「評価基準については対応」（69 カ所、84.1％）、「知り得る範囲で情報提供」（44 カ所、

53.7％） 
＜都内＞ 
「知り得る範囲で情報提供」（13 カ所、72.2％）、「評価基準については対応」（10 カ所、

55.6％） 

Ⅲ．「福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査研究事業」の

概要報告 
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③フォローアップのしくみ 
＜都外＞ 
「事後アンケートの実施」（9 カ所、42.9％）、「受審報告会への参加」（8 カ所、38.1％） 

＜都内＞ 
「受審報告会への参加」（5 カ所、83.3％） 

④評価調査者研修の内容 
＜都外＞ 
「評価ガイドラインの研修」（48 カ所、78.7％）、「福祉サービスごとの内容把握」（33 カ所、

54.1％）、「評価結果の記入方法」（33 カ所、54.1％） 
＜都内＞ 
「最新の福祉関係動向」（10 カ所、66.7％）、「評価ガイドラインの研修」（8 カ所、53.3％）、

「福祉サービスごとの内容把握」（8 カ所、53.3％） 
 
なお、上記の調査結果は本書・第Ⅱ章「福祉サービス第三者評価における改善提案に関する調査

研究事業評価機関アンケート調査の結果」（p.11～）に掲載している。 
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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 会長 新津ふみ子 

【東京会場】【大阪会場】【岩手会場】 

 

〔各グループからの主な意見〕 

 1 グループ 4～5 名で 40 分程度の意見交換を実施した。各グループから報告を受けたのでその

内容を紹介する。 
 

＜東京会場＞ 

（１）受審後の事業所における「報告会」への参加 

・事業所に対して受審後の「報告会」の開催を促し、そこで改めて、改善課題に取り組む方向性を

示すようにしている。報告会の参加者は、施設長クラスあるいは職員だけのこともある。説明する

際は、対象に合わせて伝達方法を工夫するなどしている。 
・報告会は、課題を明確に認識している事業所であれば、受審後に半年程度の期間を置き、改善に

取り組んだ成果を確認する機会とすることも一つの方法である。 
（２）事業所における気づきの促進方法など 

・事業所によって「どう改善したらよいか教えて欲しい」と言われることがあるが、どう気づきを

促すかが、評価機関としての課題である。 
・改善提案を行うには、評価機関はその事業所がどのような状況にあるかを十分に把握する必要が

ある。そのためには、事前の資料読み込みによる理解が重要である。 
・自己評価によって、事業所はかなりな程度まで課題を自ら認識できるように思う。 
・数年にわたって継続的に評価を受けている事業所の場合、評価機関は前回までの評価を踏まえる

ことができる。 
・事業所において自己評価を実施する体制をつくってもらうことで（例えば「委員会」設置など）、

一連の受審プロセスにおける「気づき」につながりやすくなる。 
・特に「b 評価」や「c 評価」となる項目については、事業所の考えを十分に傾聴することにより

「気づき」につながるのではないか。 
・事業所側の受審動機によって、気づきに対するスタンス（姿勢）が異なってくる。 
・訪問調査において、事業所と評価機関の認識が自ずと一致することが望ましい。 
（３）「ａ」「ｂ」「ｃ」評価に関して 

・評価結果（a・b・c）を学生が就職先を検討する際の目安にする場合があるため、事業所からは

高い評価結果を求められることがある。 
・評価基準の考え方をベースに、改善が求められる場合は指摘する。 
・「b 評価」や「c 評価」となる項目については、期待されること、望まれることを書くことがよい

のではないか。 
・よい点は認め、さらなる高みを示すことが大切である。 

Ⅳ．グループワーク 

「改善提案や助言、情報提供にどのように取り組んでいくか」 
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・総評で改善提案を書く場合と、コメントとして書く場合には違いがある。総評での記述は、改善

提案として特に重要であると認識している。 
・評価機関はコンサルタントではないが、情報提供などは可能ではないか。 
 

＜大阪会場＞ 

（１）事前の資料読み込みによる 「評価のポイント」 の明確化 

・訪問調査では、あまり資料確認に時間がかけられないので、事前の取り組みが大切である。 
・事前に資料をしっかり読み込んで、評価のポイントを明確にして聞き取り調査することが大切で

ある。 
（２）事業所における自己評価の重要性 

・職員をどう巻き込むかが重要であり、自己評価のための委員会を設けると効果的である。 
・同一の評価機関による継続的な受審によって、相互の信頼関係が生まれる。その一方で、新たに

契約した事業所に対しては、どのように自己評価に取り組んでもらえるかが課題である。 
・保育所の評価では、保護者アンケートを重視する傾向が強いように思える。 
（３）保育所の受審の 「努力義務化」 に伴う懸念 

・保育所は半ば義務化となるが、本当に質の向上のモチベーションが上がるか懸念される。 
・評価機関が増えてくると、料金の低い評価機関に申し込みが流れるかもしれないと懸念する。 
（４）評価機関側の体制づくりなど 

・評価する機関におけるチームづくりが大切である。 
・評価機関同士のつながりや情報共有が大切になってくる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      グループワークによる参加者の意見交換 
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＜岩手会場＞ 

（１）改善に向けた情報提供の方策など 

・求められれば、改善に向けて他の事業所の取り組みを紹介するなど情報提供している。 
・効果的と判断すれば、一般企業の取り組みも紹介する（社会福祉法人に対しては逆効果の場合も

あるので注意が必要である）。 
・評価者が経験してきた実践の工夫を例として紹介する。苦情への対応例が効果的な場合もある。 
・改善につながる例を紹介するにしても、評価調査者の経験に基づく一例に過ぎないのか、または

一般化された例として紹介できるものなのかの見極めが必要である。 
・改善に取り組みやすい部分から取り組むように促すことがある。 
（２）事業所に対する 「気づき」 の促進方法など 

・評価基準ガイドラインを理解することは、事業所においては最も改善のヒントにつながることで

あろうと思う。 
・同一の評価機関による継続的な受審によって、その事業所の状況に応じた改善へのアプローチが

可能となる。 
・事業所にとっては、受審に伴う一連のプロセスを通じた学びがある。 
・事業所の「報告会」における評価機関からのコメントが重要である。 
・評価調査者には、評価基準ガイドラインを十分理解した上で、事業所が発する言葉を拾い上げて

いく「感性」が求められる。 
・評価調査者には、事業所側の「感じ方」や「受け止め方」に対する配慮が必要である。 
（３）雰囲気づくりにも配慮する必要性 

・事業所との関係を構築するため、訪問調査ではリラックスした雰囲気づくりに留意し、事業所が

前向きな姿勢になれるよう配慮したいものである。 
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Ⅴ． 調査研究事業のまとめと今後の課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１  調査研究の目的と実施内容 

 

１．調査研究の目的 

 
第三者評価の目的は、事業所がサービスの質の向上、改善に取り組む際に課題を明確にし、取り

組みを促進することである。そこでは、評価の結果を示す報告書、そこに記載された改善提案が参

考になる。また、事業所がこの報告書を活用する対策として、職員を対象にした報告会の実施など

のより、事業所・組織が一丸となって改善に取り組む組むことが必要になる。従って、評価機関と

しては、改善提案の内容の適切性と報告会の開催提案などが求められる。 
また、当法人の平成 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）による調査研究事業「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」において、第三者評価を受審した事業所のうち、改善効果が顕著な事業所にヒアリング調査を

実施したが、多くの事業所が、評価機関・評価調査者に対する期待として「事業所が改善に向けた

取り組みを進める際の参考としての他事業所の優れた取り組みの紹介」「情報の提供」「助言・ヒン

トを得たい」などの意見が寄せられた。 
このような意見から、今回の調査では、改善提案の範囲については、評価報告書の記載事項のみ

ではなく、評価のプロセスにおける情報提供や助言等も含めることとした。さらに、改善に資する

視点から、評価機関によるフォローアップの体制とその考え方、継続受審への取り組みについても

調査の対象とした。 
さらに「改善提案の内容の妥当さ」などは評価調査者の質のレベルに関わるものでもあるため、

各評価機関が「評価調査者のレベルアップ」にどう取り組んでいるのかについても調査した。 
調査結果を踏まえて、評価機関において改善提案の妥当性・適切性が増すこと、そのための取り

組みはどのようであったらよいのかを提案することを目的とした。 
併せて、評価調査者の全国研修会を開催して本調査研究の成果を広めていくことは、上記の事業

目的達成の一助になると考え、研修会を全国 3 カ所で実施した。 
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２．本調査研究の実施内容 

 
 本調査研究事業における実施内容は、以下の通りである。 
 ① 全国の評価機関に対象とする「アンケート調査」を実施する 
 ② 上記①のアンケート調査の結果を参考にして改善提案に積極的に取り組んでいる評価機関を

地域性に配慮して 33 カ所選択し、承諾を得て「ヒアリング調査」を実施する 
 ③ 全国の評価機関・評価調査者を対象とする「全国研修会」を全国 3 カ所（東京都、大阪府、

岩手県）で実施する。研修の内容は、第三者評価の制度の推移と社会的養護関係施設の評価実績に

関する講演、本調査研究の概要の紹介と課題の提起、改善提案をテーマとする「グループワーク」

等である。 
 

２  調査研究の結果から見出された課題 

 

１．評価機関に対するアンケート調査から 

 

１）評価機関の概要 

 アンケート調査は、平成 26 年度に都道府県推進組織に登録されている全国の評価機関 410 カ所

とした。 
回答数は 112 カ所、回答率は 27.3％である。 
東京都においては入所施設と保育所は義務に準ずる 3 年に 1 回の受審であり、受審件数および

評価機関共に抜きん出ているため、集計・分析は「東京都」と「都以外」に分けて実施した。 
回収率は、東京都 20 カ所（17.9％）、都以外 92 カ所（82.1％）であった。 

 

２）調査結果のまとめと提案 

（１） 「改善提案」 の活用と適切な取り扱い 

「改善提案」は第三者評価の評価報告書に記載し、事業所に提示するが、その際の方法において

評価機関ごとに違いが見られた。評価報告書の説明にとどめている評価機関は 56.6％であった。

しかし、評価機関における改善提案の提示方法は単に評価報告書の説明のみにとどまらず、改善に

活用してもらうための適切な働きかけが必要である。 
例えば、評価機関が評価報告書を作成する過程で事業所を訪問して報告書の原案を説明すること、

あるいは原案を郵送またはメール添付で送信して事業所側の点検・確認を得ること等のプロセスを

経ることは、当然のこととして求められている。 
加えて、全職員を対象にした評価結果の「報告会」や利用者・家族等を対象とする「報告会」を

開催することにより、事業所全体で課題として示されたことの改善に取り組む機運を高め、確実な

実践に結びつける働きかけが評価機関には求められる。 
評価機関から「事業所側が望まないため報告会を実施していない」などの意見もあるが、評価機

関としては「サービスの質の向上に資する」という第三者評価の目的を達成するための「方針」を

持ち、事業所に対する「報告会」などの持つ意味について再確認することが必要である。報告会へ

の参加は、継続受審を意識する機会でもあることを認識すべきであろう。 
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（２）事業所から情報提供・助言を求められる内容と対応 

評価機関が事業所から「助言」等を求められることは、平均で 74.3％と高い割合である。その

求められる内容は「改善の取り組みへのアドバイス」「他の事業所の取り組みの紹介」「評価基準の

解釈」等が約 60～70％となっている。 
事業所から情報提供や助言を求められた際の評価機関の対応は「評価基準の解釈については対応

する」79.0％、「事業をめぐる動向を知り得る範囲で情報提供する」57.0％などであった。 
評価機関・評価調査者は、評価基準について熟知していることに加えて、さらに福祉制度全般の

動向、対象となるサービス分野・種別に関する運営基準等のみならず、制度の変更などについても

情報を持っている必要がある。 
評価調査者におけるそれらの知識・情報に関する確実性を期して、評価機関として、研修内容に

取り入れて周知に努めることが求められる。 
 
（３）評価報告書には記載しない （公表になじまない） 改善を要する事項への対応 

評価報告書に記載するなど公表にはなじまないが、改善を要する事項としては「事業所とのすり

合わせで同意が得られなかった」「事業所の努力を超えている事項であった」への回答割合が高い。

また、東京都では「事業所のイメージが悪くなると判断した」の回答率も高かった。そのように、

評価機関として「公表になじまない」と判断した場合に、評価報告書以外の方法で改善提案をして

いる評価機関は 42.0％である。 
評価報告書への記載以外の方法は「評価プロセスで提案することがある」64.3％、「訪問調査の

終了時の意見交換で提案することがある」64.3％、「評価結果報告時に口頭で提案することがあ

る」59.5％などとなっていた。また「アドバイスレポートを作成して提案することがある」は

11.9％である。 
東京都では「評価プロセスで提案することがある」や「評価結果報告時に口頭で提案することが

ある」などの方法をとることが 75.0％と多くなっている。一方、都以外では「訪問調査後の意見

交換」によって提案することが多く、67.6％の機関で実施している。また「アドバイスレポートの

作成」も、都以外では 14.7％と数は少ないが実施されている。 
 事業所の改善に向けた取り組みに資するためには、評価の全プロセスを活用すること、すなわち

「説明・契約時」「場面観察時」「聞き取り調査時」「報告会の開催時」なども、改善提案の機会と

することが評価機関には求められている。 
なお「公表になじまない」と判断する際に、その判断は慎重であるべきであると考えたい。評価

機関・評価調査者の基本姿勢は、評価基準の理解と遵守である。事業所の独自性と取り組み状況を

理解し、評価基準に準じて判断することだと改めて確認したい。 
 
（４）改善提案への取り組みをフォローアップするしくみづくりとその必要性 

 「フォローアップのしくみがある」と回答した評価機関は 30％を切っていたが、そのフォロー

内容は「受審報告会に参加して改善提案の根拠を発表する」48.1％、「評価が終了したあとに事後

アンケートを実施する」37.0％などである。フォローアップのしくみについては「その他」と回答

した評価機関が多く、22.2％であった。 
なお「フォローアップのしくみの必要性はある」という回答は 53.4％で、その必要性について

「何とも言えない」との回答が 34.0％である。 
ここで、評価機関による「フォローアップ」と「コンサルテーション」の機能について、改めて

考えてみたい。フォローアップをコンサルテーションと認識し、それは第三者評価機関の役割では

ないと考えている評価機関も少なくはない。現状では、フォローアップのしくみは「報告会」への

参加や「事後アンケート」の実施など“一時的なかかわり”のレベルである。このレベルは、法人

の一つの事業としてその「目的」と「成果」を明確にして継続的に関与するコンサルテーションと
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の違いはむしろわかりやすいと思われる。 
一方で、第三者評価において実施される「情報提供・助言」「フォローアップ」の取り組み等が

“コンサルテーションの機能”を持っているとする見解がある。第三者評価は、あくまでも事業所

の「気づき」の促進を目的とすべきであるとする意見であるが、その「気づき」を促進するための

働きかけとして「情報提供・助言」などの取り組みがあるとも言える。 
評価機関として、事業所からは「情報提供・助言」を求められている現状に今後どのように対応

するべきであろうか。少なくとも評価機関としてその見解を明確にし、方針を定めることが必要で

あろう。 
 
（５）継続受審への取り組みとその留意点 

継続受審への取り組みは、全体で 53.8％であり、半数以上の評価機関が何らかの働きかけを

行っている状況である。取り組みとして最も多かったのは「適当な時期に案内を送付する」52.6％、

「適当な時期に訪問する」29.8％などであった。なお、件数としては少なかったが「事業所が継続

受審を確約したら評価料金を値引きする」という評価機関が 2 カ所あった。 
フォローアップのしくみの有無と、評価機関における継続受審に関する働きかけの有無について

クロス集計した結果には有意差があり、フォローアップ体制がある評価機関では、継続受審の働き

かけを積極的に実施していた。また、第三者評価がほぼ義務化されている東京都では、高齢分野の

継続受審件数が多いという結果が見られた。 
 第三者評価の継続受審については、その適切性について賛否両論がある。賛成派は、信頼関係が

形成されること、前回の評価結果と比較しやすいことなどのメリットをあげ、一方で反対派は、関

係が馴れ合いになること、新たな評価の視点の取り込みが行われにくいことなどをあげている。最

終的には受審事業所の判断・選択によることとなるが、評価機関としては、継続受審を選択した事

業所の目的・動機について確認する事、また適切な評価調査者の選択の視点などからも継続受審に

ついて慎重に検討する必要がある。 
 
（６）評価調査者に対する研修の実施状況とその課題 

評価機関における「研修」の実施率は約 70％であり、30％の評価機関では実施をしていない。

評価調査者を対象とする研修の開催頻度は「年 1 回程度」が 37.3％となっている。 
第三者評価には「個人ごとの研修計画の策定」など、職員研修に関する評価項目が複数あるが、

その基準で評価機関を評価すると「c」のレベルが多いのではないか。つまり、第三者評価の推進

および評価機関の質の向上において研修の実施は欠かせないことであるが、その視点からすると、

研修実施に関する評価機関のマネジメントは大きな課題であると認識させられる。 
評価機関として研修を企画していない場合は「他の研修に参加させている」が 51.6％と多数で

ある。これは評価調査者を対象とした民間の研修はほとんど開催されてない状況を考えると、概ね

都道府県推進組織の「継続研修」などがその実態であると推察される。それ以外の回答を見ても

「推進組織の研修への参加」が多い。評価機関を認証することが、都道府県推進組織の役割である

ことはもちろんであるが、評価機関を育てることもまた推進組織の重要な任務である。評価機関が

自前で研修を実施できていない状況では、推進組織に期待する面も大きい。推進組織においては

「養成研修」「継続研修」の実施だけでなく、サービス種別ごとの研修や、ガイドライン更新時の

研修など、さまざまな取り組みを期待したい。 
また、評価調査者の確保が課題となっている。評価調査者が確保しづらい分野としては、東京都

では「経営分野」が 50.0％、東京都外では「保育分野」が 58.0％と高かった。保育分野では受審

補助制度が開始されたことから、今後は「都以外」で保育の受審が増えてくることが予想される。

保育分野の評価調査者の確保は、まさに喫緊の課題となっている。 
平成 27 年 6 月 15 日、全国社会福祉協議会（全社協）が都道府県推進組織を対象にアンケート



223 

調査を実施し、平成 27 年度の受審見込みを質問したところ、保育所については全国で 1,031 件の

受審を見込んでいた。その見込み件数の実現と、5 年間での全数受審を目標に、積極的に取り組む

よう期待する。 
 

２．評価機関に対するヒアリング調査から 

第三者評価のプロセス・改善提案・情報提供・評価調査者の育成等の実態について、平成 27 年

12 月から平成 28 年 3 月にかけて、全国 33 カ所の評価機関の協力を得て、ヒアリング調査を実施

した。 
ヒアリング内容は、評価機関を対象とするアンケート調査と同様であり、ヒアリング調査では各

評価機関の具体的な取り組みについて把握することとした。その結果には、アンケート調査の分析

結果と同様の傾向が見られたが、全国の評価機関の具体的な取り組み内容を把握することができた。

評価機関の工夫や先駆的と思われる取り組みを知ることができ、また悩みや課題の共有もできた。 
以下に、ヒアリング調査の質問項目のなかから「第三者評価の普及に求められること」に関する

意見（Q 29）の内容・結果をまとめて示す。 
 
＜内容・結果＞ 

①行政・推進組織・機構が頑張ってほしい、働きかけてほしい（15件） 
②法人・事業所だけでなく市民にも第三者評価の有効性や存在をもっとPRしてほしい（14件） 
③受審に補助金を出してほしい（8件） 
④評価者の質の向上や養成が大事（6件） 
⑤第三者評価の義務化が望まれる（4件） 
⑥事業所に他者の目が入ることの必要性（4件） 
⑦評価価格のダンピングはやめてほしい（3件） 
⑧「a評価」を求める事業所への対応の統一（2件） 
⑨「a、b、c評価」以外の方法による評価の検討（1件） 
⑩利用者支援にもっと活用すべき（1件） 
⑪福祉分野の事業者団体などとの交流のしくみづくり（1件） 
⑫評価料金のアップ（1件） 
⑬受審事業者に対してインセンティブを用意してほしい（1件） 
⑭都道府県推進組織を全国8地区程度にブロック化する（1件） 
⑮評価機関数を減らす（1件） 

 
行政や都道府県推進組織の取り組みに対する期待は大きい。第三者評価は「制度」であり、その

推進役を担っている組織、すなわち核となる推進組織が動かなければ、制度の推進とよりよい制度

への改善を促進することは困難であるという見解である。 
行政や都道府県推進組織には大いに期待しているが、一方で評価機関としての取り組みや責任も

当然ながらある。すなわち、認証を受け、評価機関として登録した責任があるわけである。法人と

して「第三者評価」という事業になぜ取り組もうとしたのか、その理念と基本方針を確認し、事業

計画の適切性、人材育成の取り組み等について常に自己評価しなければならないと考える。これは

まさに、第三者評価基準ガイドラインの活用である。 
また、第三者評価の活用として、結果を公表することによって「市民のサービスの選択に資する

役割」が意識されており、第三者評価の 2 つ目の目標にやっと寄与できるかもしれないと感じた。

第三者評価の１つ目の目標である「事業所がサービスの質の向上・改善に取り組む際の後押し」に

ついて、その目標に寄与するには、評価機関として、評価プロセスのすべてにおいてその重要性を
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意識し、具体的策を講じなければならない。 
平成 24 年度の調査研究「福祉サービス第三者評価調査者の質の向上に関する調査研究事業」に

おいては「第三者評価をサービスの質の向上・改善に生かすと取り組み」として、以下の模式図が

提案されている（図）。 
今回の調査でも、改めてこの図に示されたような評価機関としての取り組みを認識させられた。

事業所の受審動機と組織的な取り組みが改善への取り組みを決めていることを認識し、評価機関は

「影響を及ぼし、後押しになる取り組み・活動」を行うことが重要であると改めて確信した。 
 

図 第三者評価をサービスの質の向上・改善に生かす取り組み 

事業所                     評価機関 

                影響・後押し 

 

 

 

                影響・後押し 

 

             

                  

 

 

 

 
 
出典：特定非営利活動法人メイアイヘルプユー（平成 25 年 3 月発行） 

平成 24 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） 
『福祉サービス第三者評価調査者の質の向上に関する調査研究事業』報告書、p.31 より引用 
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      評価機関用アンケート用紙 
 

【基本情報（フェイスシート）】 

評価機関名  

都道府県名       都・道・府・県 開設年月  平成     年     月      

法人種別 

※該当する種

別に〇をして

下さい 

社協・社会福祉法人・社団法人・財団法人・株式会社・有限会社・NPO法人 

その他（               ）  

※社協は社会福祉法人ではなく社協に〇をしてください。 

平成 24年度～26年度までの評価実績 

（うち他の都道府県での実績） 

       件 

（      件） 

所属している評価調査者数 

（うち常勤職員の員数） 

      名 

（    名） 

第三者評価以外の事業の実施 

※実施している事業に☑を入れ

て下さい。 

□地域密着型サービス外部評価  □介護サービス情報公表の調査  

□児童福祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス 

□社協活動 □コンサルティング活動  □シンクタンク活動 

□その他（                                  ） 

対応可能な評価分野※該当す

る分野に☑を入れて下さい。 

□保育 □障害 □高齢 □社会的養護 □その他 

 

第三者評価の

平均的手法と

価格 

 

施設種別 
担当評価調

査者の人数 

訪問調査の

日数 

事前事後

を含めた

訪問回数 

平均的な価格 

保育所    人     日    回         円 

障害者 

入所施設 
   人     日    回         円 

特養ホーム    人     日    回         円 

児童養護施設    人     日    回         円 

継続評価の 

件数 

※「継続評価の件数」とは、同じ事業所に対し過去６年以内に２回以上評価を

実施した件数です。 

評価種別 評価を 2回実施 評価を３回実施 評価を 4回以上実施 

保  育       件       件         件 

高  齢       件       件         件 

障  害       件       件         件 

社会的養護       件       件         件 

その他       件       件         件 



 

１．改善提案についてお伺いします】 

 

 

 

質問 1-1 貴事業所では、評価報告書の「改善提案」を提示する際に、受審事業所にどのように説

明（公表のための事前のすり合わせ説明を除く）していますか。当てはまる数字すべ

てに〇をつけてください。 

  

 

 

 

 

 

 

質問１-２ 「改善提案」の提示における受審事業所側の評価はどのようなものですか。当てはまる

数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

質問１-３ 改善提案の内容の変更を要求されたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．評価結果の提示後も、経営層や職員への説明会などを活用して、改善の必要性を提案し

ている。 

２．評価報告書とは別に改善提案をまとめたレポート（アドバイスレポートなど）を作成し、

提示している。 

３．第三者評価は改善を提案するものではないので、報告書の説明にとどめている。 

４．その他（                                   ） 

「改善提案」とは、ここでは①総評に記載した「さらなる改善を求められる点」と、②各評

価細目に記載したコメントの改善提案とします。 

 

１．改善の必要性を把握していたが取り組めなかった事項を提案してくれた、といわれた。  

２．これまで気づかなかった課題や改善点を提案してくれた、といわれた。 

３．事業所にとってはあまり適切でない提案である、といわれた。 

４．提案そのものは理解するが、今の体制（予算・人員）では難しい、といわれた。 

５．その他（                                  ） 

１．よくある 

２．たまにある 

３．ない 

４．その他（                                  ） 



質問 1-４ 「改善提案」の内容の変更を要求された時、どのような取り組みをしていますか。当て

はまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 1-5 改善が必要と認識したが「改善提案」として公表にいたらなかったことがありますか。

当てはまる数字ひとつだけ〇をつけてください。 

 

 

 

 

質問 1-6 前問にて「１．ある」と回答した方に伺います。あるとすればどのような事情で公表で

きなかったでしょうか。当てはまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 1-7 公表にはなじまない改善を要する事項について、受審事業所へ評価報告書以外に改善提

案を行っていますか。当てはまる数字ひとつだけ〇をつけてください。 

 

 

 

 

１．ある。    

２．ない。 

 

１．事前のすり合せで、同意を得ることができなかった。    

２．公表するのは事業所側のイメージが悪くなると判断した。 

３．公表するまでもない事項と判断した。 

４．事業所側の努力を超えている事項であるので公表になじまないと判断した。 

５．提案そのものが評価基準にない事柄であった。 

６・その他（                                 ） 

 

 

１．行っている。    

２．行っていない。 

 

１．事業所と話し合いを重ねる。 

２．評価機関で再検討する。 

３．改善提案の表現を見直す。 

４．改善提案の内容を見直す。 

５．評価決定委員会に諮る。 

６．改善提案を取り下げる。 

７．その他（                                  ） 



質問 1-8 前問で「１．行っている」と回答した方に伺います。どのような形で改善提案を伝えて

いますか。当てはまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

質問 1-９ 改善提案について、評価機関として独自の取り組みがあればご記入ください。 

 

 

 

 

【２．情報提供・助言についてお伺いします】 

 

 

 

質問 2-1 訪問調査時や評価のすり合せをする際に、受審事業所から情報提供・助言を求められた

ことがありますか。当てはまる数字ひとつだけ〇をつけてください。 

 

 

 

質問 2-2 前問で「１．ある」と回答した方に伺います。どのような情報提供・助言を求められま

したか。当てはまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．評価のプロセスの中で提案することがある 

２．訪問調査の終了時の意見交換の中で提案することがある 

３．評価結果のすり合わせまたは報告書の提示のときに口頭で提案することがある。 

４．アドバイスレポートなどを作成して提案することがある。    

５．その他（                                  ） 

情報提供・助言とは、ここでは評価機関側が受審事業所により良い取り組みのヒントなどを情

報提供・助言することをいいます。 

 

１．ある。    

２．ない。 

１．評価基準の解釈について教えてほしい。 

２．改善したい事項はわかるのだが、どのように取り組んでよいのかアドバイスがほしい。 

３．この評価項目が a になるにはどのように取り組んだらいいのか教えてほしい。 

４．他の同業事業所の取り組みを教えてほしい。 

５．事業をめぐるこれからの動向について教えてほしい。 

６．その他（                                  ） 



質問 2-３ 貴評価機関では、情報提供・助言を求められた際にどのように対応していますか。当て

はまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

質問 2-4 情報提供・助言について、評価機関として独自の取り組みがあればご記入ください。 

 

 

 

 

【３．フォローアップ及び継続受審の仕組みについてお伺いします】 

改善提案の 

 

 

 

質問 3-1 貴事業所では受審事業者に対してフォローアップする仕組みがありますか。当てはまる

数字ひとつだけ〇をつけてください。 

 

 

 

質問３-2 前問で「１．ある」と回答した方に伺います。どのようなフォローアップの仕組みがあ

りますか。当てはまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．評価機関の役割ではないので、対応しないこととしている。 

２．評価基準の解釈について事業所から質問があれば、対応をしている。 

３．評価項目がａとなっている他の事業所の優れた取り組みなど、紹介している。 

４．事業をめぐる動向について、知りえる範囲で情報提供している。 

５．その他（                                  ） 

フォローアップとは、ここでは評価結果に対して受審事業所側が取り組んだ内容を評価機関が

確かめる仕組みのことをいいます。また、継続受審とは同じ事業所を何年かの間に継続して評

価することをいいます。 

 

１．ある。 

２．ない。 

１．評価終了後に事業所にアンケートを行っている。 

２．事業所が実施する第三者評価受審報告会に参加して、提案の根拠を発表している。 

３．契約内容にオプションで「改善の取り組みを再評価する」ことを盛り込んでいる 

４．契約内容にオプションで「継続受審する」ことを盛り込んでいる。 

５．その他（                                  ） 



質問 3-3 第三者評価において、フォローアップの仕組みは必要と思いますか。当てはまる数字ひと

つだけ〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

質問 3-４ 貴事業所では受審事業者に対して継続受審を働きかけていますか。当てはまる数字ひと

つだけ〇をつけてください。 

 

 

質問３-5 前問で「１．働きかけている」と回答した方に伺います。どのような働きかけをしていま

すか。当てはまる数字すべてに〇をつけてください。 

 

 

 

 

【４．評価調査者を育てる仕組みについてお伺いします】 

 

 

質問 4-1 貴事業所では、評価調査者への研修を実施していますか。当てはまる数字ひとつに〇をつ

けてください。 

 

 

 

質問４-２ 質問 4-１にて「１．実施している」と回答した方に伺います。現在実施している研修に

ついて、（１）回数、（２）内容をそれぞれお答えください。 

 

（１）研修の回数について、当てはまる数字ひとつに〇をつけてください。 

 

 

 

 

１．働きかけている。→（質問３-５へ）    ２．働きかけていない。 

１．必要である。    

２．必要でない。 

３．なんともいえない。 

４．その他（                                ） 

１．実施している→（質問４-２へ）   ２．実施していない→（質問４-３へ） 

１．月１回以上実施            ２．２ヶ月に１回程度実施   

３．３～４ヶ月に１回程度実施       ４．半年に１回程度実施   

５．１年に１回程度実施          ６．不定期に実施 

１．適当な時期に案内などを送付して、継続受審を働きかけている。 

２．適当な時期に訪問して、継続受審を働きかけている。 

３．初回受審の契約の際、複数回受審の契約を働きかけている。 

４．継続受審を確約したら、評価料金を値引きしている。 

５．その他（                                ） 



（２）研修の内容について、当てはまる数字に〇をつけてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

質問 4-３  質問４-１にて「２．実施していない」と回答した方に伺います。実施していない理

由について、当てはまる数字に〇をつけてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

質問４－４ 貴事業所では、評価調査者を外部の研修に積極的に参加させていますか。当てはまる

数字に〇をつけてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

【５．評価調査者の確保についてお伺いします】 

 

質問 5-１ 貴事業所では、評価調査者の確保についてどのような課題がありますが。当てはまる数

字に〇をつけてください。（複数回答可）  

 

 

 

 

 

１．研修時間が確保できない        ２．適当な講師がいない   

３．他の研修に参加させている       ４．必要と思わない 

５．評価そのものが研修になっている（OJT）   

６．その他（                        ）  

１．評価調査者のリーダーとなるような人を確保しづらい 

２．特定の分野を担当する評価調査者が確保しづらい →質問５-２へ 

３．評価結果をまとめる評価調査者が確保しづらい 

４．その他（                            ） 

 

１．評価ガイドラインの研修        ２．福祉サービス毎の内容把握   

３．マネジメントの研修          ４．評価結果の記入方法   

５．利用者調査の分析方法         ６．面接・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 

７．医療やケアの知識           ８．最新の福祉関係動向 

９．その他（                        ）  

１．受講料も負担し参加させている    

２．受講料負担しないが参加するよう働きかけている 

３．参加するような声かけは特にしていない 

４．そもそも参加させるような研修がない 

５．その他（                            ） 



質問 5-２ 質問 5-１にて「２．特定の分野を担当する評価調査者が確保しづらい」と回答した方

に伺います。どのような分野を担当する評価調査者が確保しづらいのか、当てはまる

数字に〇をつけてください。（複数回答可）  

 

 

 

 

１．経営分野     ２．保育分野    ３．障害分野   ４．高齢分野     

５．社会的養護関係施設分野． 

６．その他（                            ） 



平成27年度調査研究事業 評価機関ヒアリングシート 

ヒアリング日時 平成  年  月  日（  ）  時～   時 

ヒアリング調査者名  

評価機関の対応者名  

評価機関の連絡先 電話： メール： 

【基本情報（フェイスシート）】※アンケートより転記すること 

評価機関名  

都道府県名       都・道・府・県 開設年月  平成     年     月      

法人種別※該

当する種別に

〇をして下さい 

社協・社会福祉法人・社団法人・財団法人・株式会社・有限会社・NPO法人 

その他（               ）  

※社協は社会福祉法人ではなく社協に〇をしてください。 

平成 24年度～26年度までの評価実績 

（うち他の都道府県での実績） 

       件 

（      件） 

所属している評価調査者数 

（うち常勤職員の員数） 

      名 

（    名） 

第三者評価以外の事業の実施 

※実施している事業に☑を入れ

て下さい。 

□地域密着型サービス外部評価  □介護サービス情報公表の調査  

□児童福祉サービス □障害者福祉サービス □介護保険サービス 

□社協活動 □コンサルティング活動  □シンクタンク活動 

□その他（                                  ） 

対応可能な評価分野※該当す

る分野に☑を入れて下さい。 

□保育 □障害 □高齢 □社会的養護 □その他 

 

第三者評

価の平均

的手法と価

格 

 

施設種別 
担当評価調

査者の人数 

訪問調査の

日数 

事前事後を含めた訪

問回数 

平均的な価

格 

保育所    人     日    回 
        

円 

障害者 

入所施設 
   人     日    回 

        

円 

特養ホーム    人     日    回 
        

円 

児童養護施設    人     日    回 
        

円 

継続評価

の 

件数 

※「継続評価の件数」とは同じ事業所に対し過去６年以内に２回以上評価を実施した件数です 

評価種別 評価を 2回実施 評価を３回実施 評価を 4回以上実施 

保  育       件       件         件 

高  齢       件       件         件 

障  害       件       件         件 

社会的養護       件       件         件 

その他       件       件         件 



 

１．その評価機関の評価決定のプロセスについて聞いてください 

Ｑ１：コメントや総評の内容を、誰がどのようなプロセスを踏んで決定していますか？ 

 

Ｑ２：コメントを作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容について「このように表現し

よう」、「こういう内容を盛り込むように心掛けよう」という方針などがありますか？また、改

善提案を盛り込むようにしていますか？ 

 

Ｑ３：総評を作成する際に、評価機関として記載方法や記載内容について「このように表現しよう

」、「こういう内容を盛り込むように心掛けよう」という方針などがありますか？また、改善提

案を盛り込むようにしていますか？ 

 

２．報告会の開催や、公表にはなじまない事項の取り扱いなどを聞いてください 

Ｑ４：報告書をもとに説明会を開いていますか？また、開催することは評価機関の方針として位置

づけていますか？ 

 

＜Ｑ５については、事業所の要望にあわせて開催したり開催しなかったりする評価機関については

Ｑ５－１もＱ５－２も両方聞いてください＞ 

Ｑ５－１：開いている場合は、どのタイミングで、誰を対象に、どのような方法で開催しています

か？また、報告会にはどのような課題がありますか？ 

 

Ｑ５－２：開いていない場合は、どのような方法で報告書の内容を伝えていますか？また、開催し

ない理由は何ですか？ 

 

Ｑ６：公表にはなじまない事項で改善が必要と思われることをどのように取り扱っていま

すか？ 

（例として、改善提案をまとめたアドバイスレポートなどを作成・提示している、口頭で指摘して

いるなど） 

 

３．報告書の記載事項（改善提案等）における事業所の取り組みなどを聞いてください 

Ｑ７：報告書のコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して事業所はどのように

評価しましたか？概ね良く受け止めてもらっていますか？ 

 

Ｑ８：報告書にいたる前のすりあわせの段階で、コメントや総評などにおける記載事項（改善提案

等）に対して、事業所から内容の変更を要求されることがありますか？あるとすればどのような

内容ですか？そして、どのように対処していますか？ 

  

 



４．報告書の記載事項（改善提案等）における評価機関の独自の取り組みなどを聞いてください 

Ｑ９：コメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）に対して、事業所が取り組んだ内容を

知ることができますか（フォローアップの仕組みなど）？その場合、事業所はどのように取り組

みましたか？ 

 

Ｑ１０：その結果として、事業所はコメントや総評などにおける記載事項（改善提案等）が役

立ったと認識していますか？（知りうる範囲で結構です） 

 

Ｑ１１：第三者評価における改善提案のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞か

せください。（例：コンサルに当たることはしないとか、逆に積極的に改善提案をすることで質

の向上をめざすとか） 

 

５．助言・情報提供について聞いてください 

Q１２：聞き取り調査の時に、助言や情報提供を求められることがありますか？あるとすれば、ど

のような内容ですか？（例として、評価項目の解釈とか、他の事業所の取り組みなどの情報） 

 

Ｑ１３：事業所から助言や情報提供を求められたときに、どのように対応していますか？ 

 

Q１４：第三者評価における助言・情報提供のあり方について、評価機関としてのお考えがあれば

お聞かせください。 

 

６．フォロ－アップ・継続受審の取り組みについて聞いてください 

Q１５：報告書の内容（コメントや総評などにおける記載事項）についてフォローアップすること

は必要だと思いますか？（必要だと思わない場合は理由をお聞かせください） 

 

Ｑ１６：貴評価機関ではフォローアップする仕組みがありますか？あるとすればどのような仕組み

ですか？期間や料金などもお教えください。 

 

Ｑ１７：貴評価機関では継続受審を働きかける仕組みがありますか？あるとすればどのような仕組

みですか？期間や料金などもお教えください。 

 

Ｑ１８：継続受審の件数（昨年度・今年度の件数や受審総数に対する割合）を聞かせてください。 

 

Q１９：第三者評価におけるフォローアップのあり方について、評価機関としてのお考えがあれば

お聞かせください。 

 

Q２０： 第三者評価が事業所のサービスの質改善に役立った事例を教えてください（文字数は問

いません）。 



７．評価調査者のレベルアップにどのように取り組んでいるか聞いてください 

Q２１：評価調査者を育てる仕組みについてお聞きします。内部研修を行っていますか、どのよう

な内容ですか、頻度は、参加者は、参加率は、など。行っていないとすればその理由など。 

 

Ｑ２２：外部研修に参加させていますか（案内するだけではだめ）、どのような内容ですか、頻度

は、参加者は、参加率は、費用負担は、など。参加させていないとすればその理由など。 

 

Ｑ２３：ＯＪＴやスーパービジョンをどう考えますか？また、ＯＪＴの仕組みなどありますか。 

 

Q２４： 評価調査者の育成に関する評価機関独自の取り組みがあれば、お教えください 

 

Q２５：評価調査者の育成のあり方について評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 

 

Q２６：評価調査者をどのように確保していますか。（例：ホームページの活用、パンフレットの

配布、口コミなど）。また、常勤、非常勤、契約の割合などお教えください。 

 

Ｑ２７：特定分野の評価調査者確保に課題はありますか。また確保する方法等お教えください。 

 

Q２８:評価調査者の確保のあり方について、評価機関としてのお考えがあればお聞かせください。 

 

Q２９：その他、第三者評価の普及のために求められることについて、意見を聞かせてください。 

 



福祉サービスの質の向上に活かす
第三者評価事業

～社会的養護関係施設の評価結果と課題～

社会福祉法人全国社会福祉協議

政策企画部長 笹尾　勝

1

副部長　岩崎 香子

福祉サービス第三者評価調査者全国研究大会

Ⅰ 社会的養護関係施設の第三者評価による質の向上の推進

Ⅱ 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」 の
全部改正

Ⅲ 福祉サービス第三者評価事業等をめぐる動向

Ⅳ 全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の取組み

2



Ⅰ 社会的養護関係施設の第三者評価による質の向上の推進

１．『社会的養護の課題と将来像』
○平成23年7月に「社会的養護の課題と将来像＊」が取りまとめられ、

「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」こ
とを理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、社
会の公的責任で保護養育し、子どもが心身ともに健康に育つ基本
的な権利を保障するとの基本的考え方が示された。

○また、社会的養護の基本的方向は、①家庭的養護の推進、②専門
的ケアの充実、③自立支援の充実、④家族支援、地域支援の充実
とした。

＊児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会
社会的養護専門委員会とりまとめ（平成２３年７月）

3

【社会的養護の課題と将来像（平成23年7月）】

4



２．施設運営の質の向上と第三者評価の受審義務化

○第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組み
であるが、社会的養護関係施設については、子どもが施設を選ぶ
仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等
の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が
必要であることから、第三者評価の実施を義務付けられた。

○平成24年度から3か年度に1回以上の第三者評価受審とその結果の
公表が義務づけられ、また受審をしない年度においては、第三者
評価基準の評価項目に沿って自己評価を行うこととされた。

○評価項目については、各施設種別の『施設運営指針』の内容に対
応するものとなっている。

5

厚生労働省資料「社会的養護の課題と将来像の実現に向けて」より

6



３．社会的養護関係施設の受審状況（平成24～26年度）

単位：施設数

7

種 別 平成24年度 平成25年度 平成26年度

児童養護施設 82 217 401

乳児院 16 50 77

情緒障害児短期治療施設 1 17 19

児童自立支援施設 5 14 39

母子生活支援施設 24 73 169

合 計 128 371 705

＊上記の他、児童自立生活援助事業 平成25年度：1、平成26年度：1

４．第１期（平成24～26年度）の評価結果と今後の課題

※「社会的養護関係施設第三者評価事業 第1期評価結果（平成24～26年度）集計
報告」（平成28年2月1日／全社協・福祉サービスの質の向上推進委員会）参照

（１）評価結果の集計結果
①目 的

○第2期における適切な第三者評価の受審とともに、第三者評価を有効に

活用した養育・支援等と施設運営の質の向上に資する検討資料を提供

することを目的として、全国推進組織である全社協で公表している評

価結果を集計した。

②集計対象

○第1期の全国共通の第三者評価基準にもとづき全社協が認証する評価

機関による評価実施分。

○各都府県推進組織が独自に定める評価基準及び評価機関による2都県の

評価結果と5府県の一部施設の評価結果を除く。
8



9

集計対象

種 別 施設数

１．児童養護施設 512件

２．乳児院 113件

３．情緒障害児短期治療施設 35件

４．児童自立支援施設 54件

５．母子生活支援施設 188件

合 計 902件

○評価結果からは・・・

①社会的養護関係施設の第三者評価の実績値と課題、さらには社会

的養護関係施設における養育・支援等と施設運営の取組課題

②第三者評価を実施する評価機関・評価調査者側の第三者評価の実
施における対応力や体制等の課題

○引き続き、社会的養護関係施設及び、第三者評価機関・評価調査

者の双方において、各種別における評価結果の実績値と課題など

を踏まえ、養育・支援等と施設運営の質の向上に資する第三者評

価の受審と活用につながるよう取組みを図る必要がある。

10



第１期全国共通の評価基準（平成24年～26年度）の評価項目数

第２期全国共通の評価基準（平成27年～29年度）の評価項目数

11

児童養護施設

共通評価
基準

53
項目

内容評価
基準

45項目

合計

98項目

乳児院 27項目 80項目

情緒障害児短期治療施設 43項目 96項目

児童自立支援施設 43項目 96項目

母子生活支援施設 33項目 86項目

児童養護施設

共通評価
基準

45
項目

内容評価
基準

41項目

合計

86項目

乳児院 22項目 67項目

情緒障害児短期治療施設 42項目 87項目

児童自立支援施設 41項目 86項目

母子生活支援施設 28項目 73項目

共通評価基準の構成
（Ｈ26.4月改定：福祉サービス第三者評価事業ガイドライン）

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
１．理念・基本方針
２．経営状況の把握
３．事業計画の策定
４．福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅱ 組織の運営管理
１．管理者の責任とリーダーシップ
２．福祉人材の確保・育成
３．運営の透明性の確保
４．地域との交流、地域貢献
Ⅲ 適切な福祉サービスの実施
１．利用者本位の福祉サービス

利用者の尊重、説明と同意、利用者満足、利用者の意見、リ
スクマネジメント

２．福祉サービスの質の確保
標準的実施方法、アセスメントにもとづく計画の策定、記録

12



＜集計結果のポイント＞

１．社会的養護関係施設のa・b・c評価の実績値
○社会的養護関係施設の5種別の施設とも「b評価」の実績値・割合が
もっとも高く、次いで「a評価」、「c評価」の順となっている。

※評価の判断基準は、取組についての到達の状況を示すために設定。

＊社会的養護第三者評価等推進研究会編『社会的養護関係施設における「自己評価」「第三者評価」の手引き』

（平成25年3月・全国社会福祉協議会）、p26「（2）b評価は多くの施設の姿」より。

ａ ｂ ｃ

児童養護施設 35.8％ 55.4％ 8.8％

乳児院 43.9％ 47.9％ 8.2％

情緒障害児短期治療施設 34.9％ 54.8％ 9.9％

児童自立支援施設 35.5％ 54.9％ 8.6％
母子生活支援施設 28.4％ 54.5％ 17.１％

a評価：施設運営指針に掲げられている目指すべき状態
b評価：多くの施設で考えられる状態
c評価：課題が多く見られる状態
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２．社会的養護関係施設・評価項目別のa・b・c評価の実績値

○「a評価」の割合が高い評価項目は、養育・支援等に関連する項目

１．養育（治療）・支援

２．家族への支援 ⇒ 報告書9～10ページ参照

３．自立支援計画、記録

４．権利擁護

○「c評価」の割合が高い評価項目は、組織運営に関連する項目

（共通評価基準）が多い

８．施設の運営

７．職員の資質向上 ⇒ 報告書17～18ページ参照

６．関係機関連携・地域支援

５．事故防止・安全対策

14



（１）「a評価」の実績値・割合が最も多い評価項目

＊「b評価」の設定なし＝「a・c評価」

※「思想や信教の自由の保障」は、乳児院では設定されていない。

15

種別 評価項目 a評価 備考

児童養護施設
子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。

※
96.9% 内容

乳児院 栄養管理に十分な注意を払っている 86.7% 内容

情緒障害児短
期治療施設

子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。
※

100.0% 内容

児童自立支援
施設

子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。
※

98.1% 内容

母子生活支援
施設

母親と子どもの思想や信教の自由を保障している。※ 98.1% 内容

（２）「a評価」の実績値・割合が最も少ない評価項目

16

種別 評価項目 a評価 備考

児童養護施設
事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理解
を促すための取組を行っている。

7.2％ 共通

乳児院
事業計画を保護者等に配布するとともに、十分な理解
を促すための取組を行っている。

11.5％ 共通

情緒障害児短期
治療施設

子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後
の支援を行っている。

8.6％ 共通

児童自立支援
施設

地域の子どもの通所による支援を行っている。
※実施していない場合は「評価外」とする項目、評価外49件

0％ 内容

職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修
計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われ
ている。

1.9％ 共通

母子生活支援
施設

子どもの年齢・発達段階に応じて、性についての正し
い知識を得る機会を設け、思いやりの心を育む支援を
行っている。

2.7％ 内容



（３）「c評価」の実績値・割合が最も高い評価項目
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種別 評価項目 c評価 備考

児童養護施設
事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理
解を促すための取組を行っている。

58.4% 共通

乳児院
事業計画を保護者等に配布するとともに、十分な理
解を促すための取組を行っている。

54.0% 共通

情緒障害児短期
治療施設

事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理
解を促すための取組を行っている。

54.3% 共通

児童自立支援施設
事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理
解を促すための取組を行っている。

64.8% 共通

母子生活支援施設
子どもの年齢・発達段階に応じて、性についての正
しい知識を得る機会を設け、思いやりの心を育む支
援を行っている。

60.6% 内容

○5種別に共通して、「c評価」の実績値が高い評価項目

・客観的な基準にもとづく定期的な人事考課の実施

・外部監査（外部の専門家による監査）の実施と結果にもとづく運営改善

◆「事業計画の子ども等への配布、理解を促す取組」及び、「人事考

課」、「外部監査」等に関する評価項目については、平成26年に改定

した共通評価基準ガイドラインにもとづき、『社会的養護関係施設の

第三者評価基準の改正（平成27年2月17日・厚生労働省通知）』にお

いて改定した。

⇒評価項目とせず、一つの手法・取組の一つとし、

「評価基準の考え方と評価の留意点」で説明している。

18



○「c評価」が「0件」であった評価項目の実績値・割合
⇒ 報告書19～20ページ参照

①情緒障害児短期治療施設：27項目（28.1％）

②児童自立支援施設 ：26項目（27.1％）

③乳児院 ：6項目（7.5％）

④母子生活支援施設 ：3項目（3.5％）

⑤児童養護施設 ：3項目（3.5％）

■上記の評価項目については、5種別の施設が養育・支援等において、
努めて取り組んでいる内容と考えられる。

19

【今後の主な取組課題】

◆a･b･c評価の実績値・割合は、あくまで平均であり、各施設の評価
結果に照らしていただき、各評価項目等の課題について、養育・支
援等の質の向上・改善のための取組を継続的に図る必要があります。

◆子どもの発達過程において継続的に養育・支援等の質の向上を図っ
ていくことが必要とされており、「a評価」の実績値が高い評価項
目にあっても、継続的に自己評価などにより実施状況について検証
していくことが必要です。

◆一方、「c評価」の実績値が高い評価項目については、各施設の評
価結果等にもとづき改善の取組を進める必要があります。

◆「b評価」、「c評価」となった評価項目については、課題や背景に
ついて、①それぞれの施設での質の向上・改善に向けた取組、②制
度改善に向けた取組、及び、③評価機関・評価調査者側の取組（社
会的養護関係施設の理解、評価手法の改善、評価調査者の資質の向
上）などの視点から分析・検討し、取組を図ることが重要です。
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３．評価機関のa・b・c評価の実績値
【138機関の児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設の評価実績】

（報告書21ページ参照）

○全国推進組織が認証した138の評価機関のなかで、評価実績（児童
養護施設・乳児院、母子生活支援施設）が最も多い評価機関は、
「86件」実施している。また、評価実績の平均は「5.9件」。

○なお、評価実績のなかった（「0件」の）評価機関：30機関を除く

108の評価機関における評価実績の平均は「7.5件」。

最高値 最低値 平均件数

全体（138機関）／1機関あたり 86件 0件 5.9件

実績あり（108機関）／1機関あたり 86件 1件 7.5件

21

○3種別のa･b･c評価の実績値については、「a評価」：38.6％、「b

評価」：50.5％、「c評価」：10.9％であり、多くの評価機関で

「b評価」と判断した結果が最も多い状況でした。

○一方で、全て「a評価」としている評価機関、また、「c評価」の

実績値・割合が42.5％であった評価機関があるなど、一部の評価

機関において、平均的な評価結果との幅がある状況もみられた。

※「a評価」が100％（b・c評価がO％）の評価機関を除いた数値

a評価 b評価 c評価

割合 38.6% 50.5% 10.9%

最大値 100％ 79.3％ 42.5％

最小値 8.1％ 8.2％※ 1.0％※
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【評価機関の今後の主な取組課題】
◆評価機関・評価調査者は、社会的養護関係施設種別の評価項目別の

a・b・c評価の実績値の状況に照らして、評価を実施した際の評価基

準の理解と評価方法、また評価結果のとりまとめに関する振り返り

とその適正性について検討する必要があります。

◆評価機関・評価調査者は、社会的養護関係施設における養育・支援

等の質の向上という第三者評価事業の目的を理解し、各施設の実態

にそくして公正中立かつ専門性の高い客観的な評価の取組を行うこ

とができたのかとの振り返りが必要です。

◆評価機関内において、①社会的養護関係施設と評価基準の理解、②

評価手法の標準化、③各評価項目の関連性とともに各評価項目の目

的と評価の着眼点等を踏まえた総合的な評価、④a･b･c評価の判断根

拠の明確化と適切な説明・コメントの記載、などが十分になされて

いたのか確認する必要があります。

23

養育・支援等と施設運営の質の向上
～第２期の第三者評価受審の取組に向けて（評価結果から）～

◆「法人・施設の理念の明確化」や「法人・施設の理念にもとづく基本方針の明

文化」に関する評価項目について「a評価」の実績値・割合が高い状況にあり

ます。しかし、「理念・基本方針の職員への周知・理解」に関する項目につい

ては、「a評価」が20～35％程度でした。

社会的養護関係施設の現場においては、さらに養育・支援等の理念・基本方

針が役職員全体に共有・理解され、日々の養育・支援等の実践に結びつけてい

くことが課題と考えられます。

◆理念・基本方針の実現に向けた「中・長期計画の策定」に関する評価項目にお

いて「a評価」となっている割合は、乳児院：29.3％のほか、児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設では20％以下

と低い状況でした。

5種別の社会的養護関係施設が目指す養育・支援等や「社会的養護の課題と

将来像」（平成23年7月、厚生労働省）で示された取組課題について、それぞ

れの施設が具体化する中長期ビジョンのもとに、計画的な取組を進めることが

課題と考えられます。
24



◆被措置児童等虐待防止を含む「４.権利擁護」にある評価項目について、「b

評価」や「c評価」となっている社会的養護関係施設においては、子どもの権

利擁護が図られているか、権利侵害等について適切な予防・対応がなされて

いるかなどを早急に検討し、改善に取組むことが必要です。

◆評価項目は、他の項目の前提となるものや相互に関係するものがあります。

例えば、「施設長のリーダーシップ」や「施設長の指導力」など共通評価基

準の評価項目等は、当該施設の運営・管理全般に関わる事項であり、関連す

る事項の「a･b･c評価」の状況等も踏まえながら総合的に評価される項目です。

このように他の取組の前提となる事項や相互に関係する事項については、関

連する評価項目とあわせて総合的に判断していくことが必要です。

◆それぞれの社会的養護関係施設においては、第２期の第三者評価の受審に向

けて、養育・支援等の質の向上とそのための組織づくりに結びつく自己評価

に取組むとともに、第1期の評価結果において改善の取組が必要とされた事項

について継続的、組織的な取組を進める必要があります。第1期受審後におけ

る2か年度の自己評価も活用し、養育・支援等の質の向上・改善にむけて、段

階的にどのような取組経過となっているかを説明していくことが必要です。
25

【評価機関・評価調査者の課題】

■【評価機関の今後の主な取組課題】等をもとに、評価機関における

評価調査者の資質の向上と評価手法の標準化等の取組を進めること

が必要です。

■社会的養護関係施設における取組課題等を把握しながら、第2期にお

ける評価の実施に向けた準備を進めることが必要です。

■第2期から改定された評価基準及び評価結果の公表事項等を踏まえ、

改めて評価にあたっての根拠の明確化と評価結果の適切な説明・コ

メントの記載等について評価機関で検討することが必要です。その

うえで、受審した社会的養護関係施設と評価結果の合意、課題の共

有化等を十分に図ることが重要です。
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【第三者評価の受審を通じて明らかになった課題】

○受審施設が、「義務化」との意識で受審したか、主体的に受審に

取り組んだか。

○受審施設では、子どもの養育の質の向上を目的として、評価への

取組が組織的に進められたのか。

○評価機関・評価調査者の社会的養護関係施設、利用者や制度への
理解、知識が十分であったか。

○第三者評価の事前準備、プロセスや利用者調査、訪問調査などの

説明が十分に受審施設になされたか。

○評価調査者が評価基準を十分に理解していたか。

○受審施設と評価機関（評価調査者）との対話、コミュニケーショ
ンが十分にはかれたのか。着眼点をチェックリストのように聞か
れ、日々の取組や思いが十分伝えられなかったことはないか。

27

○「ｂ評価」が多くの施設の状態とされているが、評価項目間の評

価結果の関連性、および客観的、総合的に判断されていたのか、
総評・評価結果のコメントは適切であったか。

○自己評価と第三者評価の結果の差異が大きかった際に、それらの
事由が相互に確認できたか。

○評価結果の合意、改善課題が共有が、受審施設と評価機関（評価

調査者）の間で十分にはかれたか。

○評価機関（評価調査者）は、公正中立で、専門的かつ客観的な評
価の取組を行うことができたか（信頼性）。

○全国推進組織のホームページに評価結果が公表されているが、全
国基準・全国推進組織の認証する評価機関による評価でないと、

評価結果の比較ができない。受審が義務であるならば、共通基準
とすべきではないか。

28



〔参考〕受審により図られた質の向上

【社会的養護関係施設全体】

※『大いに効果があった』と回答した施設（割合：％）
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１．理念・基本方針の確立・周知 34.8 13．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制の強化 7.7

２．経営課題の把握・明確化 20.5 14．関係機関との連携強化 10.0

３．事業計画の策定・見直し 25.0 15．社会貢献への取組強化 7.7

４．サービスの質の向上 27.3 16．利用者の権利の尊重 44.2

５．管理者のリーダーシップ 23.8 17．利用者への説明責任の充実 37.2

６．人材の確保・安定 2.5 18．利用者の意向把握の充実 31.8

７．職員研修の充実 11.4 19．苦情解決制度の充実 17.9

８．職員育成方法の確立 4.7 20．ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制の確保 20.5

９．働きやすい職場づくり 4.9 21．個別の支援計画の充実 22.0

10．実習生受け入れ体制の強化 2.6 22．マニュアルの作成・見直し 28.6

11．運営の透明性の確保 34.1 23．環境・設備の改善 18.2

12．地域との交流、地域貢献 14.6

＊『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報告書』
平成27年3月 全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

※『効果があった計』と回答した施設（割合：％）

『効果があった計』＝大いに効果があった＋まあまあ効果があった
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１．理念・基本方針の確立・周知 93.5 13．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制の強化 59.0

２．経営課題の把握・明確化 88.6 14．関係機関との連携強化 77.5

３．事業計画の策定・見直し 86.4 15．社会貢献への取組強化 64.1

４．サービスの質の向上 93.2 16．利用者の権利の尊重 90.7

５．管理者のリーダーシップ 85.7 17．利用者への説明責任の充実 79.1

６．人材の確保・安定 50.0 18．利用者の意向把握の充実 81.8

７．職員研修の充実 81.8 19．苦情解決制度の充実 74.4

８．職員育成方法の確立 65.1 20．ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制の確保 84.6

９．働きやすい職場づくり 68.3 21．個別の支援計画の充実 75.6

10．実習生受け入れ体制の強化 43.6 22．マニュアルの作成・見直し 89.8

11．運営の透明性の確保 85.4 23．環境・設備の改善 72.7

12．地域との交流、地域貢献 75.6



Ⅱ 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の

全部改正

○平成26年4月1日に、厚生労働省より「『福祉サービス第三者評価事業
に関する指針について』の全部改正について」が通知され、①共通評
価基準ガイドライン及び判断基準ガイドライン、②公表ガイドライン
等が改定された。

１．共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの改定

（１）改定方針
①質の向上に向けた組織づくりの促進
○福祉施設・事業所は、継続的な福祉サービスの質の維持・向上のた

めの主体的・組織的な取組と福祉ニーズの多様化・深化に対応する
利用者本位の福祉サービスの提供の具現化が必要とされている。

○そのため、第三者評価の受審が、福祉サービスの質の向上に向けた
組織・体制づくり、福祉サービス提供の標準化と個別的な支援等の
促進に効果的に活用できるよう、共通評価基準ガイドライン等を見
直した。
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②福祉施設・事業所に求められる福祉サービスの質に関する改定

○共通評価基準に、福祉施設・事業所の現状等を鑑みて、関係する項
目の統合を行うとともに、福祉サービスの質の向上のために必要
となる項目を追加した。また、「評価基準の考え方と評価の留意
点」の記載内容等を全面的に見直した。

（２）主な改定内容
○法人の基本理念の明文化の有無と周知状況を分離して認していたも

の等の項目の整理・統合、運営の透明性を高める取組みに関する項
目の追加、地域ニーズに対する公益的取組みや、福祉人材の育成、
リスクマネジメントに関する項目を見直す等、評価項目の重点化を
行った。
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①評価項目の整理・統合
○評価項目については、一体的に評価すべき事項が複数の評価項目に分
かれているなど、内容が重複し項目数が多くなっていたため、福祉
サービスの水準を評価する項目となるよう整理・統合を行った。

【例】
 理念、基本方針は、明文化され、職員が理解し、利用者等に周知されている

ことを一体的に評価する項目とした。

① Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

 アセスメントは、個別的なサービス実施計画の策定のプロセスとして実施さ
れるものであり、一体的に評価する項目とした。

㊷ Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス
実施計画を適切に策定している。
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○小規模施設等として、適切な評価項目ではないとの課題が指摘され
ていた外部監査、人事考課等に関する評価項目は、評価すべき内容
や取組を広げ、ガバナンスの強化等の観点から「公正かつ透明性の
高い適正な経営・運営のための取組」や「総合的な人事管理」につ
いて評価する項目に改めた。外部監査、人事考課については、評価
の取組の一つのツールとして位置づけた。

⑮ Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。

㉒ Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための

取組が行われている。
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○今日的に福祉施設・事業所に必要とされる「運営の透明性を 高
める取組（情報公開）」の追加、「公益的取組の実施」の評価項目
の充実等を行った。

㉑ Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が

行われている。

㉗ Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・

活動が行われている。
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○各サービス種別版の評価基準ガイドライン策定・改定にあっては、

◆「共通評価基準」は、すべての福祉施設・事業所の種別に共通
する福祉サービスの質の確保に関わる体制と取組等を評価する
基準である。したがって、原則として、共通評価基準の変更・
削除等は行わない。

◆各福祉施設・事業所で評価を円滑に実施するために必要と判断
される場合には、種別の特性を踏まえ、評価基準の本来の趣旨
が変わらぬように配慮し、必要最小限の「言葉の置き換え」
「種別独自の内容の付加」等を行うこととした。
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【評価基準の体系・イメージ】 

 

共通評価基準 

福祉施設・事業所のすべての種別に共通する項目 

Ⅰ 

福祉サービスの

基本方針と組織

Ⅱ 

組織の運営管理

Ⅲ 

適切な福祉サービスの

実施 

 

 

内容評価基準 

  Ａ 

種別等の特性や専門性

を踏まえた付加項目 

 

各福祉施設・事業所の特性等を踏まえた付加項目 

 

②判断基準（ａ,ｂ,ｃ）の考え方

判断基準は、最低基準を満たしたうえで、「よりよい福祉サービスの
水準へ誘導する基準」となるよう設定した。

「判断基準」の考え方
【参考】

社会的養護関係施設

ａ
よりよい福祉サービスの水準・状態
質の向上を目指す際に目安とする状態

施設運営指針に挙げら
れている目指すべき状
態

ｂ
ａに至らない状況、多くの施設・事業所の状態
「ａ」に向けた取組みの余地がある状態

ｃ ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

平成26年4月1日付け雇児発0401第12号社援発0401第33号老発0401第11号
「『福祉サービス第三者評価事業に関する指針について』の全部改正について」
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③着眼点の設定

○「着眼点」は、評価にあたって主な判断要素であり、評価調査
者・評価機関が総合的に判断するための項目・内容であることを
確認し、原則として5項目程度となるよう見直しを行った。

④評価項目の解説事項の整理等

（評価基準の考え方と評価の留意点）

○評価項目の解説については、福祉施設・事業所および評価機関・
評価調査者の基準の理解促進を図るため、記載方法と解説内容を
全面的に見直した。

○記載内容は、目的、趣旨、評価にあたっての留意点等が体系的に
記載されていなかったため、（1）目的､(2)趣旨・解説､(3)評価
の留意点について記載した。
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２．公表ガイドラインの改定

改定内容

○福祉施設・事業所の概要、理念や基本方針、特徴的な取組、評価

結果等を踏まえた質の向上に向けた取組を示す項目＝福祉施設・

事業所の取組をアピールできる項目を追加。

○評価細目ごとに評価機関の判定理由等のコメントを記載する。
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内容評価基準ガイドライン策定分野

○各福祉施設・事業所（社会福祉事業）の種別等の特性や専門性を踏
まえた福祉サービス・支援内容に関する付加項目

41

分野 事業種別 策定・改定時期

高齢者
特別老人ホーム、通所介護、
訪問介護

平成25年3月通知
⇒平成27年度改定検討中

障害児者
障害者・児施設 平成17年3月通知

⇒平成27年度改定検討中

子ども・子育て

保育所 平成17年5月通知
→平成23年3月通知（改定）
⇒平成27年度改定通知予定

児童館 平成18年8月通知

社会的養護関係施設

児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設

平成17年3月通知
→平成24年3月通知
⇒平成27年2月通知（改定）

情緒障害児短期治療施設
児童自立支援施設

平成19年6月通知
→平成24年3月通知
⇒平成27年2月通知（改定）

小規模住居型児童養育事業
児童自立生活援助事業

平成22年3月通知

厚生事業 婦人保護施設 平成18年6月通知

Ⅲ 福祉サービス第三者評価事業等をめぐる動向

１．社会的養護関係施設の受審義務化
○社会的養護関係施設（児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治
療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設）は、平成24年度
から3か年度に1回以上の第三者評価の受審・評価結果の公表およ
び毎年の自己評価の実施が義務化された。

○受審費用は、3年に1回に限り、30万8千円を上限に措置費の第三者
評価受審費加算に算定することができる。

○評価基準は、概ね3年毎に定期的に見直すこととされており、平成
27年2月に評価基準が改定された。

○平成24～26年度までの3年間で全ての社会的養護関係施設が受審。
平成27年度から改定された45項目の共通評価基準と内容評価基準
により評価を実施。
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２．規制改革実施計画

 規制改革は、我が国の経済を再生するに当たっての阻害要因を除去し、民
需主導の経済成長を実現していくために不可欠の取組であり、内閣の最重
要課題の一つである。

 対象となった規制や制度、その運用等については、直ちに改革に着手し、
期限を定めて着実に実現を図っていく。

 内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、毎年度
末にその実施状況に関するフォローアップを行う。その結果は、規制改革
会議に報告するとともに、公表する。

（１）規制改革実施計画（平成25年6月14日閣議決定）
【保育の質の評価の拡充】

○保育所に対する第三者評価について、平成25年度中に評価機関と評価者の質の向
上を図るための対応を行う。

○保育所の第三者評価の受審率目標の策定、受審のコスト負担の在り方について、
子ども・子育て支援新制度の施行までに措置する。

※本旨は「介護・保育事業等のイコールフッティング」
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（２）規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）

○厚生労働省は、社会福祉法人のサービスに対して質の高い実効性
ある評価を行うため、第三者評価のガイドラインの見直しを行う
とともに、介護・保育分野について第三者評価受審率の数値目標
を定める。

・第三者評価のガイドライン：平成26年度措置

・介護事業者の第三者評価の受審率の数値目標：平成27年度措置

・保育所の第三者評価の受審率の数値目標：子ども・子育て支援新制
度の施行までに措置
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３．保育所の受審率目標と第三者評価受審加算

○平成27年4月施行の子ども・子育て支援新制度では、保育所等の特
定教育・保育施設の第三者評価受審を努力義務化。

○保育所については、『規制改革実施計画（平成25年6月閣議決
定）』において、第三者評価の受審率目標の策定、受審のコスト
負担の在り方について、子ども・子育て支援新制度の施行までに
措置することが示されていた。

○平成27～31年度末までの5年間で全ての事業者において受審・公表
が行われることを目標とし、子ども・子育て支援新制度では、5年
に1度の受審が可能となるよう、第三者評価の受審及び評価結果の
公表を行った事業者に対して、受審料の半額程度を公定価格の加
算（15万円）として補助する。
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【特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準】

(平成26 年内閣府令第39 号）
第十六条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。
２特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給

認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定教育・保育施
設の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受けて、それら
の結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

【子ども・子育て支援新制度の公定価格における第三者評価受審加算（保育所）】
○特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地

域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する
基準等（平成27年3月31日付 内閣府告示第49号）

別表第二
○保育所

特定加算部分

第三者評価
受審加算 150,000÷３月初日の利用子ども数 ※３月初日の利用子どもの単価に加算
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○特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事
項について（平成27年3月31日付け府政共生第350号、26文科初第1464号、雇児発0331第
9号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働
省雇用均等・児童家庭局長通知）

別紙２（保育所（保育認定２・３号））
Ⅵ 特定加算部分

11. 第三者評価受審加算
（１）加算の要件

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ
とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行
わせるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する施設に加算
する。

（２）加算の認定
加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ
の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）を
毎年12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。
（注）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機

関からの評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含
む。）が行われることが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受
審や結果の公表が確実に行われていることを事後に確認すること。

（３）加算額の算定
加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に10
円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す
る。
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４．厚生労働省「『社会福祉法人の認可について』の一部
改正について」通知（平成26年5月29日）

○「社会福祉法人現況報告書」等の公表を義務化

○現況報告書の様式を改正

Ⅰ 基本情報
Ⅱ 事業（社会福祉事業、公益事業、収益事業、その他の事業）
Ⅲ 組織（理事、監事、評議員、施設長、職員〔常勤・非常勤〕
Ⅳ 資産管理
Ⅴ その他

・情報公開（定款、役員名簿、財産目録、事業計画書、事業報告書、役員報
酬規程、第三者評価結果、苦情処理結果、財務諸表）

・外部監査
・第三者評価（受審施設・事業所名、評価機関に支払った費用）
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５．サービス産業チャレンジプログラム
（平成27年4月15日 日本経済再生本部決定）

４．業種別施策
（６）保育
＜第三者評価の受審促進＞

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向
上に結びつけるとともに、評価結果の公表が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ようにするため、保育所における第三
者評価の受審及び評価結果の公表を促進する。

＜保育士の業務負担の軽減＞
「周辺業務の外部委託」、「短時間勤務制度の導入」などの事例を集
めた事例集を策定し、その普及啓発を進めるとともに、保育所の第三
者評価に関するガイドラインにＩＴ利活用を位置付ける等の取組を通
じ、保育士の業務負担の軽減を進め、保育士が保育に集中できる環境
確保につなげる。
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６．「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日）

日本産業復興プラン

２－２．女性の活躍推進/外国人材の活用
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）女性の活躍推進
（「待機児童解消」に向けた施策の確実な実行）

⑤保育所における第三者評価の受審促進
保育サービスの質の向上を図り、安心して子どもを預けることがで
きる環境を整備するため、2019年度末までにすべての保育事業者に
おいて第三者評価の受審が行われることを目指す。
また、当該受審結果について、積極的に「見える化」を進め、就

職を希望する保育士は保育サービス利用者が優良な保育事業主を選
択できるような環境整備を進める。
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７．社会保障審議会 障害者部会報告書『障害者総合支援
法施行３年後の見直しについて』（平成27年12月14日）

１０．その他の障害福祉サービスの在り方等について
（２）今後の取組
（障害福祉サービス等の質の確保・向上）

利用者が、個々のニーズに応じた良質なサービスを選択できるよう、
介護保険や子ども・子育て支援制度を参考としつつ、サービス事業
所の情報（例えば、事業所の事業内容、職員体制、第三者評価の状
況等）を公表する仕組みを設けるべきである。
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Ⅳ全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の

取組み
１．質の高い福祉サービスを目指すための評価基準の策定と定

期的な見直し
（１）共通評価基準ガイドライン（45項目）

○共通評価基準の理解の促進
○公表ガイドラインの普及
○社会福祉法改正にともなう共通評価基準の見直し検討

（２）内容評価基準ガイドライン
①障害児・者施設評価基準ガイドライン（平成17年3月）の改定

【平成27年度中改定】

②高齢者福祉サービス版（特養・通所介護・訪問介護）ガイドライン

の改定と養護老人ホーム、軽費老人ホーム評価基準ガイドラインの

策定【平成27年度中改定・策定】

③保育所版評価基準ガイドライン

＊平成27年3月に福祉サービスの質の向上推進委員会で改定案を取
りまとめ、厚生労働省に提案
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２．福祉施設・事業所向けの受審促進の取り組み
（１）福祉施設・事業所向けパンフレットの作成

（２）保育所向けの手引書の改定

（３）全国社会福祉法人経営者協議会、全国保育協議会・全国保育士会等

福祉施設関係種別協議会での受審促進への働きかけ

３．評価機関・評価調査者の質の向上
（１）『福祉サービス第三者評価実践マニュアル（Version2）』の普及、

評価プロセス・手法の標準化

（２）評価調査者養成研修等モデルカリキュラムの見直しに向けた検討

４．第三者評価事業の推進方策等の検討
（１）保育所等の第三者評価受審促進に向けた体制整備

都道府県推進組織における体制整備の支援

他の都道府県推進組織が認証する評価機関の積極的活用の検討

保育所版の評価基準ガイドラインの改定（再掲）

保育所向けの手引書の改定（再掲）
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４．第三者評価事業の推進方策等の検討（つづき）

（２）社会的養護関係施設の第三者評価の取組強化
（平成27年度～29年度）

評価機関の認証更新、継続研修等の実施

受審証の発行

平成24～26年度受審結果の集計・分析
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