２０１６年度事業報告
Ⅰ 全体総括
１ 福祉サービス第三者評価事業に対する関心の高まりと課題
社会的養護関係施設の受審義務化、保育所の受審の努力義務化、社会福祉法人改革
などの諸改革の進行に伴って、福祉サービス第三者評価事業に対する関心の高まりと
同時にそのあり方が問われている。
２０１７年２月、内閣府の規制改革推進会議（医療・介護・保育ワーキンググルー
プ）は、
「もっと利用者のサービス選択に役立つ仕組みは何か」をテーマの一つに掲げ
て公開ディスカッションを開催した。その論点は市民目線での「サービスを選択でき
る仕組み」をどう整備するかであり、
「介護サービス情報の公表制度」とともに「福祉
サービス第三者評価事業」が取り上げられ、当連絡会会長が福祉サービス第三者評価
事業の現状と課題等について報告を行ったところである。
利用者の適切なサービス選択に資することは事業の目的の一つであり、その実現に
向けて当連絡会としても事業の現状や課題の整理・提言などの取組みを強化していく
必要がある。
２ 評価調査者の資質の向上と組織基盤の強化
２０１６年度事業を通じて、研修会の実施、都道府県推進組織等が行う研修会の講
師受任による評価調査者の資質の向上とともに、情報発信や組織基盤の強化に努めた。
保育所の受審の努力義務化を踏まえて「保育所評価基準（ガイドライン）の理解」
を共通テーマに全国４か所で研修会を開催したところ、保育所関係者等を含め１６０
人の参加者があり、関心の高さが窺えた。また、都道府県推進組織等からの講師派遣
の依頼件数も増加した。
それらの研修ニーズに的確に応えていくため、研修会の内容充実と講師の養成をど
のように進めていくかが課題である。
さらに、パンフレットの発行やホームページの充実による情報発信とともに、組織
基盤の強化を図るため、研修会等の機会を活用して会員加入の促進を図ったところ、
当年度中の新規会員加入は１５人であった（２０１７年３月３１日現在の会員数７１
人）。さらなる会員の獲得に向けてより積極的な取組みを進めていく必要がある。
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Ⅱ 事業活動
１ 評価調査者の資質向上
（１）保育所に関する評価調査者に対する研修の実施（新規）
（定款第４条の１）
参加者
期日

会場

内容

備考

（主催者
含む）

７月９日（土） シーバード五



反田（東京都品
川区）

保育所の評価の特徴と保育所評価基準（ガ

３３人

イドライン等）の理解（岡田理事）


病院機能評価（公益財団法人日本医療機能
評価機構評価事業推進部・部長遠矢雅史氏）

１０月１５日

ふれあいラン

（土）

ド岩手ふれあ
いホール（岩手



（土）

新潟ユニゾン

４２人

イドライン等）の理解（岡田理事）


県盛岡市）

１２月１０日

保育所の評価の特徴と保育所評価基準（ガ

〔後援〕
岩手県社協

事例検討－保育所の評価結果の実例をもと
に意見交換－（メイアイヘルプユー）



大学認証評価（岡田理事）



ＩＳＯの基本的な仕組みの理解とその活用

４０人

〔共催〕

プラザ（新潟県

（一般財団法人日本規格協会・執行役員加

新潟県社会

新潟市）

藤芳幸氏）

福祉士会







福祉サービス第三者評価制度をめぐる動向
と課題－保育分野の評価を中心に―（全社

〔後援〕

協政策企画部・部長 笹尾勝氏）

新潟県

保育所の評価の特徴と保育所評価基準（ガ

新潟県老施

イドライン等）の理解（岡田理事）

協

新潟県の第三者評価プロセスと効果的な事
業所の取組み（新潟県社会福祉士会・田崎
基氏）



３月１１日

日本社会事業

（土）

大学文京キャ

ての取組み（社会福祉法人こうほうえん理

ンパス（東京都

事長

文京区）



日本経営品質賞に向けた社会福祉法人とし

４５人

廣江研氏）

保育所の評価の特徴と保育所版評価基準ガ
イドラインの理解（岡田理事）



保育分野における第三者評価プロセスにお
ける留意点－評価機関としての取組み－
（メイアイヘルプユー・岩手県社協）

参加者人数の計
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１６０人

（２）評価調査者倫理綱領の作成（新規）
継続的に検討
２ 調査研究（定款第４条の２）
２０１７年度実施で調整中
３ 全国研究大会（定款第４条の３）
前述「１の（１）
」の研修に組み換え
４ 講師派遣（定款第４条の４）
（１） 全国社会福祉協議会及び都道府県推進組織等が実施する研修への講師派遣
以下の諸研修に講師を派遣し、評価調査者等の育成に協力した。
① 全国社会福祉協議会主催の研修


評価調査者指導者研修会（新津会長・岡田理事）



評価調査者リーダー研修会（高齢者・障害者分野）（奥田副会長・田崎会員）



保育所第三者評価普及セミナー（右京副会長・岡田理事）

② 都道府県推進組織からの要請に基づくもの
新潟県（右京副会長）、徳島県（新津会長）、三重県（右京副会長）
、福島県（新
津会長）
、石川県（新津会長）
、富山県（新津会長） 合計６か所
③ そのほか


島根県隠岐郡隠岐の島町内の保育所（新津会長）



全国小規模保育協議会仙台支部（新津会長）

（２） 全国の評価機関に対する学習、交流会等の機会による支援


保育所における福祉サービス第三者評価受審促進研修会（認定特定非営利活
動法人シーズネット主催、当連絡会後援）
（新津会長・奥田副会長・岡田理事）



そのほか、前述の研修会の機会を通じて全国の評価機関・評価調査者（非会
員を含む）への情報提供や意見交換を行った。

５ 会員相互の交流（定款第４条の５）
ホームページによる計画的な情報発信に努めた。
４月１９日

改善提案に関する調査研究事業報告書（ＰＤＦ）

５月２１日

２０１６年度通常総会開催のご案内

６月 ３日

法人案内２０１６年度版（ＰＤＦ）

６月１７日

２０１６年度活動方針

６月１７日

研修講師派遣申込書フォーマット（ＰＤＦ・ＷＯＲＤ）

６月２５日

評価調査者研修会のご案内
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７月１０日

定時総会で２０１６年度事業計画等が決定

７月３１日

病院機能評価制度を学ぶ―評価調査者研修会（第１回）開催―

７月３１日

地方の評価機関との初のコラボ－札幌市で研修会開催―

９月１７日

第２回評価調査者研修会〈岩手〉のご案内

１０月２０日 第２回評価調査者研修会〈岩手〉の報告
１１月１２日 「保育の友」の特集で「第三者評価事業」が取り上げられました
２月３日

第４回評価調査者研修会〈東京〉のご案内

３月１５日

「月刊福祉」の特集で「第三者評価事業」が取り上げられました

３月１７日

内閣府規制改革推進会議「公開ディスカッション」への参加

３月３１日

第３回〈新潟〉
、第４回〈東京〉研修会の報告

６ 関係機関との連携（定款第４条の６）
（１） 委員会委員


全国社会福祉協議会「福祉サービスの質の向上推進委員会常任委員会」（新津会
長）
、
「同委員会共通基準部会」
（叶井理事）、
「同委員会評価調査者部会」（新津
会長・右京副会長・岡田理事）
、
「同委員会児童部会」
（岡田理事）、「同委員会高
齢者部会」
（田崎会員）
、
「同委員会障害部会」
（奥田副会長、坂口会員）
、厚生事
業部会（右京副会長）



みずほ情報総研「社会的養護関係施設における第三者評価の活用に関する調
査・検討会」
（新津会長・右京副会長・岡田理事）

（２） 関係機関への協力


「福祉サービスの第三者評価 受け方・活かし方－障害者・児福祉サービス版
－」
（全社協）の執筆（奥田副会長、坂口会員）



内閣府規制改革推進会議「公開ディスカッション」
（２０１７年２月２１日）へ
の参加（新津会長）



「保育の友」
（２０１６年１２月号：全社協）特集（新津会長）



「月刊福祉」
（２０１７年３月号：全社協）特集（新津会長、右京副会長）



「ほいくる」
（第２２号、２０１７年１月２０日冬号：保育文化研究会）
【自
由研究】への「保育園と第三者評価」の執筆（岡田理事）

７ そのほか、本会の目的に沿った事業（定款第４条の７）
（１） 指導者（講師候補者）名簿の作成
会員に対して講師受任の意向を把握して２９人の講師候補者名簿を整備した。
（２０１６年９月１日現在）
（２） パンフレット作成による本会の諸事業の周知
「法人案内パンフレット」
（２０１６年度版）を作成し各都道府県推進組織に配
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布（２０１６年５月）したほか各研修会で配布した。

Ⅲ 組織活動
１ 会員
諸研修の実施、講師協力、パンフレット発行、評価機関との交流等の事業展開を通
じて会員の拡充を図った。
（１） ２０１６年度会員数の目標１００人
（２） ２０１７年３月３１日現在７１人（正会員７１人 賛助会員０人）
（３） 新規加入・退会


新規加入者１５人（北海道２、熊本県５、青森県・東京都・石川県・静岡県・
三重県・鳥取県・岡山県・宮崎県が各１）



退会 １人（東京都）

２ 総会
本会の事業報告及び事業計画等の重要事項を決定するため、定時総会を開催した。
（１） 期日、会場
２０１６年６月５日（日）午後２時 シーバード五反田４階（東京都品川区内）
（２） 出席状況
社員総数５９人 出席社員数３８人（委任状による者２３人を含む）
（３） 議事
第１号議案 ２０１５年度事業報告及び決算報告について
第２号議案 ２０１６年度事業計画（案）、予算（案）について
第３号議案 任期満了に伴う理事及び監事の改選について

３ 理事会
本会の事業運営及び予算の執行状況などを検討するため理事会を開催した。
№
１

２

３

期日

会場

議事

４月２５日

東京都品川



２０１６年度事業計画案について

（月）

区内



総会について

東京都品川



総会の運営について（事業報告、決算、事業計画、予算、役

６月５日
（月）

区内

６月５日

東京都品川

（月）

区内

員改選等）


２０１６年度事業の具体化について



会長、副会長の選任について（協議の結果、新津会長、右京
副会長、奥田副会長を選任）
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４

５

６

７月９日

東京都品川



会員加入状況について

（土）

区内



事業計画の進捗状況について

１２月１０

新潟県新潟
市内



次期調査研究事業について

日（土）
３月１１日

東京都文京



次期調査研究事業について

（土）

区内



次年度の事業計画について（研修、講師名簿ほか）

４ 事務局
事務局を特定非営利活動法人メイアイヘルプユー内に設置し、職員を配置して必要
な実務を行った。
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