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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） 研究事業の背景 

社会福祉法人改革において、適切な情報公開と事業の透明性が法人に求められているところで

ある。福祉サービス第三者評価を受審することは、それらの課題の解決に役立つ有効な取り組み

であると考えられるが、なかなか受審件数が伸びてきていない。 

一方で「我が事・丸ごと」の地域共生社会づくり推進のなかで、利用者・地域住民の主体的な

かかわりが着目されるようになってきており、福祉サービスの評価においても「利用者の選択に

資すること」が普及しているのかが問われている。 

 おりしも内閣府の規制改革推進会議では第三者評価の受審率向上が検討事項にあがっており、

「利用者がサービスを選べるようにする」ための具体的な方策が課題となっている（巻末資料：

資料編／資料 9「もっと、利用者のサービス選択に役立つ仕組みは何か」平成 29年 2 月 21 日・

内閣府規制改革推進室） 

 

２）研究の目的 

第三者評価が、利用者のサービスの選択に資するようになるためには、アクセス方法の改善、

情報の均等性（比較が可能であること）、評価そのものの認知度を高めることなどが課題であると

考えられ、福祉サービス第三者評価の目的の一つである「利用者の適切なサービス選択に資する

ための情報となること」に着目した調査研究を行い、どのような取り組みが求められるか、推進

組織、評価機関、受審事業所を対象に調査し、その結果を検証して課題を明らかにする。 

また、明らかになった課題をまとめ、調査過程で把握された優れた取り組みについて事例集を

作成し、評価機関、受審事業所に対して研修などで情報提供を行って「利用者の選択に資する」

ことを課題とし、第三者評価の促進に取り組む。 
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２  研究体制 

 

１） 調査研究委員会の設置 

 本事業の推進のために、有識者等による委員会を設置して調査研究を行った。 

 

■調査研究委員会名簿（敬称略：五十音順）                 ◎印：委員長 

№ 氏 名 所 属 備 考 

1 右京 昌久 社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 評価機関 

2 奥田 龍人 特定非営利活動法人 シーズネット 評価機関 

3 岡田 賢宏 特定非営利活動法人 福祉経営ネットワーク 評価機関 

4 加藤 正樹 株式会社 ふくし・ファーム 評価機関 

5 叶井 泰幸 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 学識経験者 

6 小島 浩之 社会福祉法人 正夢の会 受審事業者 

7 田崎  基 公益社団法人 新潟県社会福祉士会 評価機関 

8 鳥海 房枝 特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー 評価機関 

9 永田 壽子 社会福祉法人 こうほうえん 受審事業者 

10 新津ふみ子 ◎ 特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー 評価機関 

11 山下興一郎 学校法人大乗淑徳学園 淑徳大学 学識経験者 

 

 

３  研究方法 

 

１）アンケート調査の実施 

研究目的に基づきアンケート調査票を作成して配布、回収、分析した。 

① 推進組織へのアンケート調査 

 全都道府県推進組織（47カ所） 

② 受審事業所へのアンケート調査 

 平成 28 年度に福祉サービス第三者評価を受審した事業所から、東京都以外については全数、

東京都の場合は半数を抽出してアンケート調査を実施した（2,918カ所）。 
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【調査研究の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）ヒアリング調査の実施 

 アンケート調査からよい取り組みを行っていることが把握できた推進組織・事業所に対して、

把握内容を深めるために現地を訪問し、ヒアリング調査を行った。 

また、実績のある評価機関を抽出し、研究目的についてヒアリング調査を行った。 

 

① 推進組織へのヒアリング調査 

 推進組織 3カ所（東京都・大阪府・京都府） 

 ② 事業所へのヒアリング調査 

 事業所 21カ所（調査対象事業所の一覧はⅢを参照） 

③ 評価機関へのヒアリング調査 

 評価機関 17カ所（調査対象評価機関の一覧はⅢを参照） 

 

３）シンポジウムの実施 

平成 30（2018）年 2月 4日に、受審事業所、評価機関などを対象としたシンポジウムを実施

して課題の把握と啓発を行った。 

市民も対象とする研修会の開催を予定していたが、今回は取り組めなかった。 

 

４）評価調査者向け研修会の実施 

平成 30年 2月 4日に東京都（千代田区）で、2月 25日には大阪府（大阪市中央区）で、評価

調査者を対象に研修会を実施した。調査研究結果を報告し、調査研究から見えた課題について、

講義とグループワークを行った。 

調査研究委員会の開催 

よい取り組みをしている推進機構・ 

事業所へのヒアリング調査 

（約 20カ所） 

第三者評価活用事例集の作成および評価調査者研修会の開催（東京都・大阪府） 

推進組織への 

アンケート調査

査) 

調査研究報告書の作成・第三者評価活用事例集の配布 

受審事業所への

アンケート調査 

評価機関に 

対する 

ヒアリング調査 

受審事業所・評価機関向け 

シンポジウムの開催 

（東京都） 
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５）第三者評価活用事例集の作成と配布 

調査研究から明らかになった課題（受審促進、評価の質の向上、利用者への情報開示における

工夫など）について、ヒアリングした受審事業所、評価機関から優れた取り組み事例を抽出し、

第三者評価活用事例集を作成した。 

第三者評価が利用者の選択に資するような取り組みを促進するヒントとなるように、

活用事例集を全国の推進組織、評価機関、事業者団体、利用者団体等に配布する。 
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Ⅱ． アンケート調査の結果と分析 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  推進組織アンケート調査結果 

 

１） 推進組織 （47都道府県） への送付数・回答数・回答率 

推進組織へのアンケート調査票の送付数は 47カ所である。うち回答数 35カ所、回答率 74.5％

であった。 

 

２） 推進組織へのアンケート調査で回答した都道府県 35カ所 

北海道 山形県 東京都 長野県 大阪府 島根県 佐賀県 

青森県 福島県 新潟県 岐阜県 兵庫県 広島県 熊本県 

岩手県 群馬県 富山県 愛知県 奈良県 徳島県 大分県 

宮城県 埼玉県 福井県 三重県 和歌山県 香川県 鹿児島県 

秋田県 千葉県 山梨県 京都府 鳥取県 愛媛県 沖縄県 

 

３） 推進組織の運営状況 

① 運営形態 

 

件数 ％ 

直  営 27 77.1％ 

直営以外 8 22.9％ 

合 計 35 100.0％ 

■コメント 

行政の直営によって運営されている推進組織が全体の 8割弱である。 

参考までに、平成 28 年度における全社協調べでは、行政の直営 36 府県、委託 11 都道府県と

なっている（直営率 76.6％）。 
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② 職員配置状況 

専任常勤 1名 2 専任非常勤 1名 1 兼任常勤 1名 22 兼任非常勤 1名 1 

専任常勤 2名 1     兼任常勤 2名 4     

専任常勤 10名 1     兼任常勤 3名 2  全体計 34カ所   

■コメント 

多くの県（※）で、推進組織の職員配置状況は、兼任常勤職員 1 名体制となっている。なお、

専任常勤職員 10名と回答のあった 1カ所は、東京都である。 

また、35県のうち 1県は無回答であった（※以下「県」という表記で「都道府県」を含むもの

とする）。 

 

③ 専用ホームページの有無 

 

件 数 ％ 

あ り 31 88.6 

な し 4 11.4 

合 計 35 100.0 

■コメント 

推進組織の専用ホームページが開設されていない県が、4カ所（11.4％）あった。 
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④ 都道府県別受審件数 （全社協調べ） 
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⑤ 都道府県別評価機関数（全社協調べ） 
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４） アンケート調査結果 

 

●質問１ 

貴推進組織における第三者評価結果のインターネットにおける公表は、どのような方法

で行われていますか 

選択肢 件 数 ％ 

推進組織ホームページに掲載するとともにワムネット（福祉医療機構）の

ホームページに掲載している 

23 65.7 

推進組織ホームページにのみ掲載し、ワムネットのホームページには掲載

していない 

7 20.0 

その他 5 14.3 

合 計 35 100.0 

【ワムネットに掲載しない理由】 

・推進組織のホームページに掲載しており、ワムネットホームページには、各評価機関が評価の

結果を掲載している（北海道） 

・本県が第三者評価と一体的に運営している外部評価について、推進組織からワムネットに掲載

することができないためである（評価機関からの掲載は可とされているが、それは負担が過大で

あるため：富山県） 

【その他の回答内容】 

・ワムネットに掲載し、県ホームページからもリンクを張っている（山形県） 

・ワムネットの「推進組織一覧」のホームページと、本県推進組織のホームページがリンクして

いるため、ワムネットを経由しても、評価ページにアクセスすることが可能（和歌山県） 

・ワムネットにのみ、掲載している（広島県、大分県） 

■コメント 

独立行政法人福祉医療機構のワムネット（WAM NET）に掲載していない推進組織が、7 カ所

あった。 

全国における受審事業者の結果の比較のしやすさの視点から、掲載の検討を期待したい。 

 

●質問２ 

第三者評価の結果の公表についてホームページへの掲載以外に工夫している取り組み

がありますか 

選択肢 件数 ％ 

ホームページへの掲載のみである 26 74.3 

ホームページへの掲載以外にも他の工夫をしている 8 22.9 

無回答 1 22.9 

合 計 35 100.0 

■コメント 

ホームページへの掲載のみの回答が高率を占めた。ホームページへの掲載以外の工夫について、

その回答の内容は具体的である。市民の視点から、今後のさらなる工夫が求められる。 
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【工夫の内容】 

・各地方機関の窓口に、評価結果を備え付けている（宮城県） 

・評価結果をプリントし、住民が見られるようにしている（群馬県） 

・高齢居宅系サービスについては、受審事業者リストと評価概要版を作成し、各区市町村に配布

している。また、保育関連サービスについては受審事業者リストを作成して区市町村へ送付し、

窓口での活用を推進している（東京都） 

・受審済証の交付、県発行の福祉施設名簿への記載を行っている（新潟県） 

・受審事業所が所在する市町村の窓口で、結果を紙媒体で閲覧できるようにしている（富山県） 

・ワムネットと推進組織のホームページでの公表に加えて、大阪府社会福祉協議会 大阪福祉人材

支援センターの「評価結果閲覧コーナー」にも設置している（大阪府） 

・閲覧の求めに応じて公表するために、評価結果報告書（紙媒体）を備えている（沖縄県） 

 

●質問３  評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか 

  

よく 

見て 

いる 

たまに

見て 

いる 

あまり

見て 

いない 

ほとん

ど見て

いない 

 

合 計 

 

無回答 全体計 

利用者・家族 3 12 9 5 29 6 35 

利用希望者・家族 3 13 9 4 29 6 35 

その他住民 0 1 16 12 29 6 35 

サービス事業者 2 20 5 2 29 6 35 

評価機関関係者 1 19 8 1 29 6 35 

行政関係者 11 15 4 0 30 5 35 

学識関係者 1 15 10 3 29 6 35 

 

 
■コメント 

評価結果の公表を見ているのは、回答率の高い順に、行政関係者、サービス事業者、評価機関

関係者であるが、利用者・家族、利用希望者・家族においてもたまには見ていると思われている

状況であった。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者・家族 

利用希望者・家族 

その他住民 

サービス事業者 

評価機関関係者 

行政関係者 

学識関係者 

よく見ている 

たまに見ている 

あまり見ていない 

ほとんど見ていない 
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●質問４ 

推進組織として、評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいること

（複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

受審マークまたは受審証を発行している 30 65.2％ 85.7％ 

評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫している 6 13.0％ 17.1％ 

第三者評価について住民向けシンポジウムを開催している 1 2.2％ 2.9％ 

特にしていない 5 10.9％ 14.3％ 

その他 4 8.7％ 11.4％ 

 合計 46 100.0％ 131.4％ 

 

 

 

【その他の回答内容】 

・受審済ステッカーを交付している（埼玉県） 

・一般県民向けのイベントで、制度についての PR を行っている（富山県） 

・リーフレットを作成し、関係機関へ配布している（香川県） 

 

■コメント 

受審証やマークの発行を行っているとする回答が高率であるが、公表内容に工夫している取り

組みがあり、今後の充実を期待する。 

一方、住民サービスの選択への取り組みは、特に実施していないとの回答がある。 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

受審証・マークの発行 

公表内容に工夫 

住民向けのシンポジウム 

特にしていない 

その他 
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●質問５ 

質問４で「評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫している」と回答した方に、

工夫の内容についてお教えください（複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

評価結果の見方をホームページなどで解説している 4 44.4％ 50.0％ 

評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかる 

ように工夫している 

4 44.4％ 50.0％ 

その他 1 11.1％ 12.5％ 

合 計 9 100.0％ 112.5％ 

 

 

■コメント 

具体的な工夫の内容を参考にし、住民のわかりやすいような工夫の充実を期待する。 

 

 

【工夫の内容】 

・できるだけ「フェイスシート」で理解できるような仕様にしている（青森県） 

・評価結果報告書の「概要版」を掲載している。ホームページのトップ画面を検索しやすいよう

改修している（東京都） 

・推進組織のホームページでは、地域ごと、分野ごとに検索できるように、評価結果を掲載して

いる（大阪府） 

・評価結果をグラフ化して示している（香川県） 

 

【その他の回答内容】 

・推進機構のなかに「ホームページ改修部会」を設けて、工夫するべく互いに意見を出し合って

いる（京都府） 

 

 

 

 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

見方を解説 

一目で分かる工夫 

その他 
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●質問６ 

第三者評価の目的のひとつに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことが 

ありますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか 

選択肢 件 数 ％ 

大いに役立っている 1 2.9 

まあまあ役立っている 16 45.7 

あまり役立っていない 14 40.0 

ほとんど役立っていない 2 5.7 

無回答 2 5.7 

合 計 35 100.0 

 

 

 

■コメント 

 この質問に対する推進組織と受審事業所の回答はほぼ似た傾向を示し、「大いに役立っている」

と「まあまあ役立っている」の合計では、約 5割である。 

ただし「ほとんど役立っていない」の回答率は、受審事業所において 4.3 ポイント高いという

結果となっている。 

 

参考 同様の質問に対する受審事業所の回答 

選択肢 件 数 ％ 

大いに役立っている 43 8.6 

まあまあ役立っている 212 42.4 

あまり役だっていない 190 38.0 

ほとんど役立っていない 50 10.0 

無回答 5 1.0 

合 計 500 100.0 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 
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●質問７ 

利用者のサービス選択に役立っていると思われる評価項目 （全社協版） について、 

当てはまる欄に○を付けてください  

（※都道府県独自の評価項目を採用している場合は、類似の項目でお答えください） 

 

大いに 

役立って

いる 

まあまあ

役立って

いる 

あまり 

役立って 

いない 

ほとんど 

役立って 

いない 

合 計 無回答 全体計 

事業所の基本情報 11 15 5 1 32 3 35 

事業所の理念・基本方針 7 20 4 1 32 3 35 

経営状況の把握 6 16 8 1 31 4 35 

事業計画の策定 5 16 8 1 30 5 35 

福祉サービスの質の向上への 

組織的・計画的な取り組み 

13 14 3 1 31 4 35 

管理者の責任とリーダーシップ 4 20 5 2 31 4 35 

福祉人材の確保・育成 6 16 7 2 31 4 35 

運営の透明性の確保 9 17 4 1 31 4 35 

地域との交流・地域貢献 8 15 5 3 31 4 35 

利用者本位の福祉サービス 14 13 3 1 31 4 35 

福祉サービスの質の確保 13 13 4 1 31 4 35 

各サービスごとの内容評価基準 8 17 5 1 31 4 35 

 

■コメント 

 平均的にはすべての評価項目が利用者のサービス選択に役に立っていると回答している。なお

「大いに役立っている」では「利用者本位の福祉サービス」「福祉サービス質の向上への組織的・

計画的な取り組み」「福祉サービスの質の確保」「事業所の基本情報」との回答が高率である。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本情報 

理念・方針 

経営状況 

事業計画 

質向上への取り組み 

管理者の責任 

人材確保 

運営の透明性 

地域との交流 

利用者本位 

サービスの質の確保 

内容評価基準 

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 
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●質問８ 

評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教え 

ください（自由記述） 

・第三者の専門的・客観的見地から記載された講評部分の内容（東京都） 

■コメント 

東京都以外の推進組織からは、特にコメントはなかった。 

受審事業者の同様の質問に対する答えと見比べると、「利用者のサービス選択に資する情報」と

いう面でかなり温度差を感じた。 

 

●質問９ 

質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と

回答された方にお聞きします。その原因として考えられるものは何ですか（複数回答）  

選択肢 件数 ％ 複数回答の％ 

第三者評価そのものが住民に知られていない 18 36.7 100.0 

評価結果が住民にはわかりづらい 8 16.3 44.4 

評価結果への信頼感がない 0 0.0 0.0 

受審件数が少ないので比較できない 12 24.5 66.7 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 6 12.2 33.3 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 3 6.1 16.7 

その他 2 4.1 11.1 

合 計 49 100.0 272.2 

 

 

【その他の内容】 

・受審しているサービスに偏りがある（東京都） 

・結果の標準化が十分できないので、比較が難しい（愛知県） 

■コメント 

質問 6 で「第三者評価が、利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と

回答した県は 18カ所であった。そのすべてが「第三者評価そのものが住民に知られていない」を

選んでいる結果が現状を物語っていよう。「評価結果への信頼感がない」の回答はなかった。 

0 5 10 15 20

評価が知られていない 

評価が分かりにくい 

件数が少なく比較出来ない 

待機が多く比較出来ない 

インターネットにアクセス出来ない 

その他 
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●質問１０ 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と

思われますか（複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを

与えるなど） 

28 52.8％ 80.0％ 

推進組織が、住民向けの様々な PRをすべき 7 13.2％ 20.0％ 

受審した事業所が、地域住民向けに様々な PRをすべき 10 18.9％ 28.6％ 

第三者評価結果にサービスの選択を期待すること自体が難しい 5 9.4％ 14.3％ 

その他 3 5.7％ 8.6％ 

合 計 53 100.0％ 151.4％ 

 

 
【その他の内容】 

・CMで第三者評価のことを流すなど、市民の認知度を上げる必要があると思う（京都府） 

・利用待機者を減らすことが優先（愛媛県） 

 

参考  同様の質問に対する受審事業所の回答 

 

■コメント 

 やはり受審を増やすことから始まるのであろう。「推進組織が住民向けに PR する」との選択肢

では、推進組織（7件・13.2％）と受審事業所（248件・49.6％）の結果にかなり差があった。 

 受審事業所からは推進組織に対する期待は大きいが、推進組織としてはむしろ「受審事業所が

PRする」（10件・18.9％）という働きに期待していることがわかる。 

0 5 10 15 20 25 30

受審を増やす 

推進機構が住民向けPR 

事業所が住民向けPR 

評価で選択自体が難しい 

その他 

0 50 100 150 200 250 300

受審を増やす 

推進機構が住民向けPR 

事業所が住民向けPR 

評価で選択自体が難しい 

その他 
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●質問１１ 

「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標

として位置づけられていますが、  実際に利用者 （利用を考えている予定者を含む） の

サービス選択の役に立っていると思われますか 

 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

大いに役立っている 2 5.7 6.1 

まあまあ役立っている 20 57.1 60.6 

あまり役立っていない 8 22.9 24.2 

ほとんど役立っていない 1 2.9 3.0 

その他 2 5.7 6.1 

合 計 33 94.3 100.0 

無回答 2 5.7   

全体計 35 100.0   

 

 

 

 

【その他の内容】 

・利用者にアンケート等を求めて分析していないため、講評センターとして回答不可（東京都） 

・わからない（愛知県） 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 

その他 

※以下、質問１１～１３は、 福祉サービス第三者評価事業の課題を検討していく上で、その

参考とするため「介護サービス情報の公表制度」に関して尋ねるものです 
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●質問１２ 

質問１１で「介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立っていない」

と答えた方へ。その原因として考えられるものは何でしょうか （複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない 9 42.9％ 100.0％ 

介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 7 33.3％ 77.8％ 

介護サービス情報の公表への信頼感がない 1 4.8％ 11.1％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 1 4.8％ 11.1％ 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 3 14.3％ 33.3％ 

その他 0 0.0％ 0.0％ 

合 計 21 100.0％ 233.3％ 

■コメント 

「役立っていない」（あまり・ほとんど）と回答した県は 9カ所であった。そのすべてで「介護

サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない」が選ばれている。 

なお「その他」を選択した県はなかった。 

 

●質問１３ 

介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どの

ような工夫が必要と思われますか （複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

公表機関が、住民向けの様々な PRをすべき 11 20.4％ 32.4％ 

公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を 

掲載すべき 

16 29.6％ 47.1％ 

住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 14 25.9％ 41.2％ 

事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に 

文書で配布するなど PRすべき 

9 16.7％ 26.5％ 

情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を 

達していないので見直すべき 

1 1.9％ 2.9％ 

その他 3 5.6％ 8.8％ 

合 計 54 100.0％ 158.8％ 

 

【その他の内容】 

・厚生労働省が全国的に PRすべき（山形県） 

・利用者にアンケート等を求め、分析していないため講評センターとして回答不可（東京都） 

・国の積極的な PR（島根県） 
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●質問１４ 

貴都道府県では、第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、 利用者のサービス

選択に役立つシステムを用意していますか 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

選択に役立つシステムがある 7 20.6％ 20.6％ 

システムがない 26 76.5％ 76.5％ 

その他 1 2.9％ 2.9％ 

合 計 34 100.0％ 100.0％ 

【どのようなシステムか】 

・事業所の認証評価制度を平成 28年度からスタートした（介護→障害→児童）（青森県） 

・とうきょう福祉ナビゲーション（福ナビ）による情報提供（東京都） 

・岐阜県介護人材育成事業者認定制度（介護人材の育成や、職場環境の改善に積極的に取り組む

事業者を認定する制度）、および「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」認定

制度（仕事と家庭の両立支援の優良な取り組みを行う企業を認定する制度）がある（岐阜県） 

・人材育成に積極的に取り組む事業所を認証する制度を設け、認証事業所を公表している（人材

育成に力を入れることでサービスの質も向上していると思われる）（京都府） 

・地域密着型サービスの外部評価（指定〔介護予防〕認知症対応型共同生活介護の事業者が提供

する介護サービスの質について外部評価機関から受けた評価結果をワムネットのホームページに

掲載する取り組み）（大阪府） 

・福祉・介護事業所認証制度がある（奈良県） 

・「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」による法人のホームページ公表事業を実施している

（広島県） 

【その他の内容】 

・北海道全体ではないが、札幌市単独の「さっぽろ子育て情報サイト」「札幌市障害福祉サービス

事業所等空き情報ホームページ 元気さーち」がある（北海道） 

0 5 10 15 20

公表機関がPR 

住民が知りたい情報を精査し掲載 

開示方法を検討する 

事業者が公表内容をPR 

公表制度自体が選択に資していない 

その他 
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■コメント 

「人材の確保」や「サービスの質の向上」が課題である現状を反映してのことか、そのための

体制づくりに関する都道府県の積極的な取り組みの際に、第三者評価の受審を条件にしていると

いうことがわかった。 

 

●質問１５ 

福祉サービスの利用を考えている本人・家族が実際にどのような手段で福祉サービスを

選んでいることが多いと思いますか？ 当てはまる欄に○を付けてください 

選択肢 

よくある まあまあ 

ある 

あまり 

ない 

ほとんど 

ない 

合 計 無回答   計 

利用者間などの口コミを 

聞いて 

14 17 1 ― 32 3 35 

ケアマネジャーなどの 

専門職に聞いて 

20 12 ― ― 32 3 35 

民生委員などの 

地域の関係者に聞いて 

1 19 9 1 30 5 35 

インターネットで 

事業所の評判を見たりして 

4 19 6 1 30 5 35 

福祉サービス第三者評価の 

結果を見て 
 ― 

11 16 3 30 5 35 

介護サービス情報の 

公表制度を見て 

2 14 11 3 30 5 35 

役所が作っている 

事業所一覧などを見て 

7 18 5 1 31 4 35 

自ら見学に行って 

 

14 15 1 
― 

30 5 35 

事業者の営業に接して 

（説明会や見学会など含む） 

5 18 7 1 31 4 35 

【その他の内容】 

・フリーペーパー、新聞等の広告（岐阜県） 

・特別養護老人ホーム等では、入所したくとも順番待ち期間が長くなる施設もあるため、本人や

家族が選んだ施設とは関係ないところに入所することがよくある（京都府） 

■コメント 

「どのような手段で福祉サービスを選ぶことが多いか」という質問では「専門職に聞いて」が

高率である。「第三者評価の結果を見て」の回答では「まあまあある」を選んだ県が

11 件（31.4％）であった。事業所側へのアンケート結果では「よくある」（3.6％）、

「まあまあある」（18.4％）で計 22.0％であったことから、推進組織は事業所よりも

「第三者評価がサービスの選択に資する」と考えている傾向がある。  
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なお推進組織も事業所も、いずれも「自ら見学」「役所の一覧表」「口コミ」では

「よくある」「まあまあある」の計が 80％を超えているが「専門職に聞いて」は、

推進組織では「よくある」「まあまあある」の計が 32 件で 100％であるのに対し、

事業所側の計は 61.6％と差が見られた。  

 

参考 同様の質問に対する受審事業所の回答 

 

 

●質問１６ 

その他、 福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための

方策について、 ご意見をお聞かせください （自由記述） 

・高齢者や知的障がい者にとっては、インターネットで公表された結果にアクセスすることは、

かなり敷居が高いと思われます。また文字を大きく表示する、漢字にルビを振る、平易な言葉を

用いるなどの配慮も必要かと思います（北海道） 

・CM、ラジオ、府民だより（各府県の広報誌）等を通じて第三者評価のことをもっと広く市民に

知ってもらうような工夫が必要なのではないか（京都府） 

・第三者評価の担当課だけではなく、施設の管轄課でも、第三者評価の結果が利用者サービスに

役立つよう取り組んでいく必要がある（鳥取県） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の口コミ 

専門職に聞いて 

地域の関係者 

インターネット 

第三者評価の結果 

サービスの公表制度 

役所等の一覧表 

自ら見学 

事業者の営業 

よくある 

まぁまぁある 

あまりない 

ほとんどない 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

口コミ 

専門職 

地域の関係者 

ネットでの評判 

第三者評価 

情報公表制度 

行政の事業所一覧 

自ら見学 

事業者の営業 

よくある 

まぁまぁある 

あまりない 

ほとんどない 
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２  受審事業所アンケート調査結果 

 

１） アンケート対象事業所の選定 

 まず、平成 28 年度に受審した事業所を抽出し（社会的養護施設を除く）、事業所種別（高齢・

障害・保育）ごとに、無作為抽出により、東京都以外では半数に、東京都は 4 分の 1 の事業所に

送付した。対象事業所数は、1,535件（東京都以外 805件、東京都 730件）である。 

参考までに、平成 28年度における全社協調べによる受審状況は、全国で 4,664件（その内訳は

東京都 2,970件、東京都以外 1,694件である：うち社会的養護施設 351件）。 

 

２） 受審事業所の送付数・回答数・回答率 

① 送付数 1,535カ所／回答数 500カ所／回答率 32.6％ 

受審事業所への送付数は 1,535カ所、回答数 500カ所で回答率は 32.6％であった。 

 

都内／都外 郵送数 回答数 回答率（％） 

東京都 730件 191件 26.2％ 

東京都以外 805件 309件 38.4％ 

全 数（計） 1,535件 500件 32.6％ 

 

② 事業所種別回答率 

事業所種別 送付件数 回答件数 回答率（％） 

東京都・保育 294 50 17.0％ 

東京都・障害 309 93 30.1％ 

東京都・高齢 127 43 33.9％ 

東京都・その他（※）   5   

東京都以外・保育 476 143 30.0％ 

東京都以外・障害 164 81 49.4％ 

東京都以外・高齢 165 65 39.4％ 

東京都以外・その他（※）   15   

無回答   5   

合 計 1,535 500      32.6％ 

※その他は、高齢・障害・保育の種別に限定して送付したものの実際の回答内容が「その他」の

分類になっていたものである 
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３） 回答した事業所の分野種別 

分 野 件 数 ％ 

高 齢 108 21.6％ 

障 害 174 34.8％ 

保 育 193 38.6％ 

その他 20 4.0％ 

無回答 5 1.0％ 

合 計 500 100.0％ 

 

４） 回答した事業所の受審回数 

受審回数 件 数 ％ 

1 回 183 36.6％ 

2 回 133 26.6％ 

3 回 58 11.6％ 

4 回 32 6.4％ 

5 回 17 3.4％ 

6 回 14 2.8％ 

7 回 8 1.6％ 

8 回 1 0.2％ 

9 回 3 0.6％ 

10 回 8 1.6％ 

11 回 5 1.0％ 

12 回 5 1.0％ 

13 回 3 0.6％ 

15 回 1 0.2％ 

16 回 1 0.2％ 

19 回 1 0.2％ 

毎年受審 1 0.2％ 

無回答 26 5.2％ 

合 計 500 100.0 
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５） アンケート調査結果 

 

●質問１ 

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、 貴事業所として独自の公表をして 

いますか （複数回答） 

選択肢 選択数 ％ 複数回答の％ 

評価結果を事業所・法人のホームページに掲載している 136 16.4％ 27.4％ 

事業所・法人のホームページに推進組織・ワムネットのホーム

ページのリンクを張って、閲覧できるようにしている 
101 12.2％ 20.3％ 

広報誌等に評価結果（概要などでも可）を掲載している 52 6.3％ 10.5％ 

評価結果（概要などでも可）を利用者・家族に配布している 115 13.8％ 23.1％ 

事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるよう置いている 199 23.9％ 40.0％ 

地域の町内会等に評価結果（概要等でも可）を回覧している 3 0.4％ 0.6％ 

重要事項説明書に受審したことを記載している 74 8.9％ 14.9％ 

独自の公表には取り組んでいない 91 11.0％ 18.3％ 

その他 60 7.2％ 12.1％ 

合 計 831 100.0％ 167.2％ 

 

 

 

【その他の内容】 

・介護サービス情報公表システム「事業所の特色」で結果のリンクを張っている（岐阜県・高齢） 

・事業所の玄関に掲示（京都府・高齢） 

・施設内に認定証を掲示している（京都府・高齢） 

・受審のステッカーを玄関や送迎車に貼っている（東京都・高齢） 

・ステッカーシールをあらゆる場所へ貼っている（千葉県・高齢） 

・ホームページに期間を区切って掲載している（京都府・高齢） 

0 50 100 150 200 250

HPに掲載 

HPよりWAM等へリンク 

広報誌に掲載 

利用者に配布 

事業所内に備え付け 

町内会で回覧 

重要事項説明書に受審を記載 

取り組んでいない 

その他 
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・ホームページに掲載している（愛知県・障害）（愛知県・障害） 

・愛知県、福祉サービス第三者評価推進センターのホームページにて、評価結果について公表を

している（愛知県・障害） 

・家族会にて東京福祉ナビに載っていることを伝えている（東京都・障害） 

・関係者にはワムネットで閲覧できることを書面で案内（東京都・障害） 

・掲示板に誰でも閲覧できるようにしてある（東京都・障害） 

・結果を掲示している（神奈川県・障害） 

・県社協のホームページに掲載（神奈川県・障害） 

・公用車に「第三者評価受審済」とマグネットシールを貼っている（千葉県・障害） 

・事業所に掲示している（東京都・障害） 

・施設入口に受審認定証を掲示し、内覧も可。県ホームページ等にも掲載がある（熊本県・障害） 

・推進センターホームページ（愛知県・障害） 

・第三者評価実施済ステッカーを掲示（東京都・障害） 

・千葉県のホームページにて閲覧ができる（千葉県・障害） 

・東京都のホームページで公表している（東京都・障害） 

・東京都の「とうきょう福祉ナビゲーション」のサイト上で公表（東京都・障害） 

・とうきょう福祉ナビゲーション（福ナビ）に公開 （東京都・障害） 

・当事業所のパンフレット、ホームページに評価受審の旨を明記している（福井県・障害） 

・当事業所のメーリングリストでワムネットをすぐ見られるアドレスを紹介した（東京都・障害） 

・評価結果を保護者会などで説明している（東京都・障害） 

・評価して頂いた会社のホームページで閲覧できるようになっている （愛知県・障害） 

・福島県福祉監査課ホームページに掲載している（福島県・障害） 

・東京都の福ナビに公表している（東京都・障害） 

・保護者会にて報告している（愛知県・障害） 

・年 2回の保護者会時に受審や評価結果の説明、WAMNETの紹介をしている（東京都・障害） 

・ホームページに評価事業所の結果のアドレスを記している（神奈川県・保育） 

・園舎前にステッカーを貼り、受審したことを公表している（東京都・保育） 

・園だよりに掲載している（神奈川県・保育） 

・園の利用者への概要の報告を園だよりに記載（京都府・保育） 

・結果を第三者評価のサイトで公表していることは、保護者に周知している（京都府・保育） 

・県社協ホームページで公表している（青森県・保育） 

・県のホームページで公表している（埼玉県・保育） 

・広報誌（園だより）に受審したことを載せ、福ナビを紹介している（東京都・保育） 

・公用車に平成 28年度「第三者評価受審済」のステッカーを貼っている（島根県・保育） 

・懇親会にて、アンケートについての回答を直接している（東京都・保育） 

・市のホームページに掲載している（静岡県・保育） 

・市のホームページで公表 している（無回答・保育） 

・市のホームページで公表した（静岡県・保育） 
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・受審した証を事業所内に掲げている（福岡県・保育） 

・説明会や懇談会で伝え、またホームページで閲覧できることも伝えている（神奈川県・保育） 

・全体保護者会で報告、園だよりに福ナビで閲覧できることを紹介（東京都・保育） 

・第三者評価受審を玄関に掲示し、ホームページで見られることも紹介している（岐阜県・保育） 

・評価者（岩田県社協ホームページ）（岩手県・保育） 

・とうきょう福祉ナビゲーションのホームページに結果を掲載している（東京都・保育） 

・福ナビ（東京都・保育） 

・保育所の玄関に第三者評価認定証を掲示している（京都府・保育） 

・保護者（利用者家族）には「園だより」で公表している旨を知らせている（京都府・保育） 

・保護者向けに、第三者評価結果を公表しているホームページを伝えている（兵庫県・保育） 

・役員会には配布している（愛媛県・保育） 

・ワムネットに掲載されていることを掲示し、保護者に知らせた（兵庫県・保育） 

・横浜市、かながわ福祉サービス第三者評価推進組織で公表している（神奈川県・その他） 

・掲示板に受審、認定書、評価結果を掲示している（無回答・無回答） 

・受審したことを事業所に掲示している（岐阜県・無回答） 

 

●質問２ 

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、利用者・家族や住民が理解しやすい

工夫を行っていますか （複数回答） 
 

選択肢 件数 ％ 複数回答の％ 

評価結果にコメントをつけて解説し、ホームページなどで公表

している 

47 9.7％ 9.9％ 

評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるよう工夫して

いる 

64 13.2％ 13.4％ 

特にしていない 331 68.1％ 69.5％ 

その他 44 9.1％ 9.2％ 

合 計 486 100.0％ 102.1％ 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

評価結果にコメントを付け掲載 

評価結果をわかりやすく工夫 

特にしていない 

その他 
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【工夫の内容】 

・「1年のあゆみ」を事業法人の情報誌に記載している（京都府・高齢） 

・お便りに結果と説明を記載し、利用者・家族・ボランティアへ配布した（東京都・高齢） 

・家族会で資料配布し説明している（東京都・高齢） 

・昨年度と対比して項目別にコメントし、今後の取り組みを文書化している（東京都・高齢） 

・事業所内に掲示し、家族会等で説明している（東京都・高齢） 

・事業所内の掲示板に評価結果を見やすいように貼り出している（京都府・高齢） 

・施設内に拡大印刷して掲示、外にも掲示している（京都府・高齢） 

・主たる項目を抜粋し、配布している（東京都・高齢） 

・ヘルパー通信「ふわり」で、わかりやすく説明している（京都府・高齢） 

・わかりやすい説明を加えている（京都府・高齢） 

・PDFで閲覧できる環境がある（京都府・障害） 

・概要としてまとめている（東京都・障害） 

・家族に渡す際には、結果一覧表と改善策を 1枚に記し、まとめている（東京都・障害） 

・家族連絡会で評価結果をわかりやすくまとめたものを配り、説明している（東京都・障害） 

・掲示し、また冊子にして自由に閲覧できるようにしている（東京都・障害） 

・特によい点、今後特に必要なところが一目でわかるよう掲示板に示している（東京都・障害） 

・事業所内に、いつでも閲覧できるように置いてある（東京都・障害） 

・第三者評価結果の「改善が望まれる点」について事業所としての対応を PDFにまとめ、それを

ホームページに掲載している（東京都・障害） 

・評価結果をレーダーチャートでわかりやすく表現し、公表した（愛知県・障害） 

・保護者会や職員会議で説明している（東京都・障害） 

・保護者会で説明している（無回答・障害） 

・保護者会や利用者ミーティング時に細かく説明し、質問も受けている（東京都・障害） 

・ホームページへの公表部分を印刷し、小冊子にした（東京都・保育） 

・印刷した入園案内に受審結果を載せている（兵庫県・保育） 

・閲覧できるようにしている（東京都・保育） 

・園だより等で知らせている（愛知県・保育） 

・園だよりに記している（東京都・保育） 

・園内にいつでも閲覧できるよう設置している（埼玉県・保育） 

・園内に掲示している（東京都・保育） 

・フロアごとに集計し、掲示している（東京都・保育） 

・グラフ化、表化して示している（滋賀県・保育） 

・結果一覧が閲覧できるようにしている。質問・改善点を明記し、配布している（東京都・保育） 

・結果の概要を玄関ホールに掲示している（東京都・保育） 

・玄関受付カウンターに設置している（千葉県・保育） 

・評価結果を自由に閲覧できるよう玄関に「お知らせ」を置いている（静岡県・保育） 

・懇談会で説明している（東京都・保育） 
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・全家庭に配布した （神奈川県・保育） 

・内容にコメントをつけ、保護者に配布した（福岡県・保育） 

・受審結果にコメントを付け、年度末に各保育室で掲示している（神奈川県・保育） 

・一つひとつの声への検討をまとめ、配布し、手に取って見られるようしている（東京都・保育） 

・評価結果のうちコメントが必要なところは解説し、園内に掲示している（静岡県・保育） 

・評価結果にコメントを付け、利用者全員に配布している（東京都・保育） 

・保育園のしおりに、結果を入れて配布している（熊本県・保育） 

・保護者アンケートで取り上げられた改善点に取り組み、園だよりで周知する（神奈川県・保育） 

・保護者懇談会時に解説している（東京都・保育） 

・保護者懇談会で説明している（埼玉県・保育） 

・ポスターと受審証を、よく見える玄関に掲示している（岐阜県・保育） 

 

【その他の内容】 

・お便り等で、実施したことを周知した（千葉県・高齢） 

・家族会で、受審結果について報告している（東京都・高齢） 

・事業所の玄関に掲示している（京都府・高齢） 

・送迎者にわかるよう玄関には受審したステッカーを貼っている（東京都・高齢） 

・地域で事業所について紹介する機会には、必ず伝えるようにしている（長野県・高齢） 

・評価結果および改善策を区役所へ報告している（東京都・高齢） 

・評価結果は、必ず利用者とケアマネジャーに知らせている（千葉県・高齢） 

・2カ月に 1回発行する機関誌に、評価を受審したことを紹介している（東京都・障害） 

・お便りで報告している（長崎県・障害） 

・回覧はしているが、それ以上のことは実施していない（東京都・障害） 

・家族会で概要を配布している（東京都・障害） 

・家族の役員には結果を伝えた（京都府・障害） 

・掲載しているホームページのアドレスを知らせている（愛知県・障害） 

・広報紙で通知する予定である（熊本県・障害） 

・今後、改善・工夫していこうと考えている（大阪府・障害） 

・職員、利用者、家族を集めて、第三者評価機関による結果報告会を開催した（東京都・障害） 

・説明している（東京都・障害） 

・第三者評価の結果を踏まえて改善計画を立て、施設内の掲示板で知らせている（東京都・障害） 

・東京都の定めに基づく統一的な公表方法による（東京都・障害） 

・評価機関にお任せしている（愛知県・障害） 

・評価結果について、口頭でも解説している（東京都・障害） 

・評価結果を配布している（東京都・障害） 

・保護者会で説明している（東京都・障害） 

・保護者会で報告（東京都・障害） 

・利用者・家族向けの報告・説明を行っている（東京都・障害） 
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・利用者にはミーティングで説明を行っている（東京都・障害） 

・ホームページで公表しているが、コメント等はつけていない（広島県・保育） 

・ホームページで公表しているが、コメントをつけた解説はしていない（広島県・保育） 

・園だよりにまとめた形で紹介している（岐阜県・保育） 

・園からのお便りのなかで、また行事や保護者会の際にも触れていた（東京都・保育） 

・改善点について、全体保護者会で伝えた（東京都・保育） 

・今後の努力目標として取り組んでいくようにしている（愛媛県・保育） 

・職員会議で検討し、改善している（愛知県・保育） 

・職員に結果を説明し、課題を確認している（京都府・保育） 

・説明会や懇談会で、わかりやすく具体的に説明している（神奈川県・保育） 

・お便りに記載している（静岡県・保育） 

・評価後、アンケートの御礼も含め、改善点を記したお便りを保護者に配布する（静岡県・保育） 

・保護者向けのお便りに、概要をわかりやすく記載した（東京都・保育） 

・利用者アンケートの集計結果や自由意見も掲載している（三重県・保育） 

・さらに細かく評価し、目標等を保護者配布の手紙に載せている（福島県・その他） 

・評価結果を配布するとともに改善計画を作成し、配布・掲示している（東京都・その他） 

・保育園の「しおり」に結果を書き入れて配布している（熊本県・保育） 

・保護者アンケートで指摘された改善点に取り組み、園だよりで周知している（神奈川県・保育） 

・保護者懇談会時に解説している（東京都・保育） 

・保護者懇談会にて説明している（埼玉県・保育） 

・ポスターと受審証を、よく見える玄関に掲示している（岐阜県・保育） 

 

●質問３ 

評価結果の公表は、誰がどの程度見ていると思われますか 
 

  
よく見て

いる 

たまに 

見ている 

あまり見

ていない 

ほとんど見

ていない 
合 計 無回答 総 計 

利用者・家族 46 153 143 108 450 50 500 

利用希望者・家族 36 168 135 98 437 63 500 

その他、住民 2 34 117 257 410 90 500 

サービス事業者 51 193 100 73 417 83 500 

行政職員 81 190 91 55 417 83 500 

評価機関関係者 119 160 79 44 402 98 500 

学識関係者 34 139 132 86 391 109 500 
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●質問４ 

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、 利用者または家族向けに説明会 

（報告会）を開催していますか （複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 

開催している 112 22.40％ 

開催していない 368 73.60％ 

かつて開催していたが、やめた 6 1.20％ 

その他 13 2.60％ 

合 計 499 99.80％ 

無回答 1 0.20％ 

総 計 500 100.00％ 

 

 

【かつて開催していたがやめた理由】 

・参加者が集まりにくくなったことと、他に話すべきことが増えた（東京都・高齢） 

・関心があまりないので、詳細に説明していない（愛知県・障害） 

・時間が取れず、すべてを説明できない（東京都・障害） 

・参加者が少なく、検討して取りやめた（滋賀県・保育） 

【その他の内容】 

・年 1回の利用者懇談会にて報告する（東京都・高齢） 

・公開していることをお知らせする（東京都・障害） 

・年 1回の事業報告会で説明した（神奈川県・障害） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者・家族 

利用希望者・家族 

その他住民 

サービス事業者 

行政職員 

評価機関関係者 

学識関係者 

よく見ている 

たまに見ている 

あまり見ていない 

ほとんど見ていない 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

開催している 

開催していない 

かつて開催していた 

その他 
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・保護者会で説明している（東京都・障害） 

・利用者評価の結果は、利用者・家族に説明している（鹿児島県・障害） 

・ホームページ、データ配布している（東京都・保育） 

・園だよりに書いた（秋田県・保育） 

・全世帯数分へのお便りにて報告している（大阪府・保育） 

・書面にて配布し、説明している（神奈川県・保育） 

・説明会・懇談会で報告している（神奈川県・保育） 

・張り紙で知らせている（岐阜県・保育） 

・保護者会にて、結果等について説明している（東京都・保育） 

・受審は保護者総会でお伝えしている。文書を配り、お知らせしている（島根県・保育） 

 

●質問５ 

質問４で「説明会を開催している」とお答えした方にお聞きします。説明会の開催方法、

説明者および対象者をお教えください 

■説明会の開催方法 （複数回答） 

選択肢 件数 ％ 複数回答の％ 

事業所単独で、評価結果の説明会として開催している 34 29.1％ 30.1％ 

法人として、いくつかの事業所の評価結果の説明会として

開催している 

4 3.4％ 3.5％ 

事業所・法人の利用者会や家族会などの定例会で報告して

いる 

70 59.8％ 61.9％ 

その他 9 7.7％ 8.0％ 

合 計 117 100.0％ 103.5％ 

 

 

【その他の内容】 

・役員会（京都府・高齢） 

・職員会等（東京都・障害） 

・保護者会・職員会議（東京都・障害） 

・毎月の定例会議の際に説明する（東京都・障害） 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

施設単独開催 

法人でまとめて開催 

施設・法人の利用者会・家族会で報告 

その他 
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・育児講演会、保育参観で説明している（熊本県・保育） 

・園長を囲む会（東京都・保育） 

・年度の保育説明会で、保護者対象に説明する（東京都・保育） 

・保護者参観の行事等で説明 している（熊本県・保育） 

・保護者役員会（埼玉県・保育） 

 

■説明会の説明者 （複数回答） 

選択肢 件数 ％ 複数回答の％ 

説明者：法人経営層 23 15.4％ 20.2％ 

説明者：事業所経営層 82 55.0％ 71.9％ 

説明者：事業所職員 27 18.1％ 23.7％ 

説明者：評価機関担当者 17 11.4％ 14.9％ 

合 計 149 100.0％ 130.7％ 

 

 

■説明会の対象者 （複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

対象者：利用者 57 27.9％ 50.0％ 

対象者：家族 94 46.1％ 82.5％ 

対象者：住民 6 2.9％ 5.3％ 

対象者：行政機関 6 2.9％ 5.3％ 

対象者：事業所職員 41 20.1％ 36.0％ 

対象者：評価機関 0 0.0％ 0.0％ 

合 計 204 100.0％ 178.9％ 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

説明者：法人経営層 

説明者：事業所経営層 

説明者：事業所職員 

説明者：評価機関担当者 
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対象者：利用者 

対象者：家族 

対象者：住民 

対象者：行政 

対象者：事業所職員 
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【その他の内容】 

・関係連携機関・事業所（神奈川県・障害） 

・苦情解決第三者委員会（千葉県・障害） 

・大学連絡会（福岡県・保育） 

 

●質問６ 

第三者評価の目的の一つに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことがあり

ますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか 

選択肢 件 数 ％ 

大いに役立っている 43 8.6％ 

まあまあ役立っている 212 42.4％ 

あまり役だっていない 190 38.0％ 

ほとんど役立っていない 50 10.0％ 

計 495 99.0％ 

無回答 5 1.0％ 

合 計 500 100.0％ 

 

 

 

●質問７ 

質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と

回答された方にお聞きします。その原因として考えられるものは何ですか （複数回答） 

選択肢 件 数 ％ 

第三者評価そのものが住民に知られていない 195 38.7％ 

評価結果が住民にはわかりづらい 110 21.8％ 

評価結果への信頼感がない 11 2.2％ 

受審件数が少ないので比較できない 38 7.5％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 51 10.1％ 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 68 13.5％ 

その他 31 6.2％ 

合計 245 48.6％ 

無回答 0 0.0％  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役だっていない 

ほとんど役立っていない 
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【その他の内容】 

・システムそのものがわかりづらく、比較もしにくい（京都府・高齢） 

・主治医、ケアマネジャー等からの紹介が多い（京都府・高齢） 

・地域的にサービスを選べない（京都府・高齢） 

・デイサービスなら市内に 60カ所以上あり、高齢者がそれを全て読み込んで理解できるかどうか

疑問がある（東京都・高齢） 

・見学、説明等を実施後に選択してもらうようにしている（熊本県・障害） 

・現在、定員は満員で新規利用を受け付けていない。既存の利用者と保護者からは、随時意見を

聞いている（東京都・障害） 

・サービスが少なく、評価にかかわらず選択されている（鳥取県・障害） 

・支援学校など、別の手段で事業所情報を入手する人が多い（京都府・障害） 

・事業所が少なく、選べない（愛知県・障害） 

・第三者評価結果を見て、比較して選択するほど事業所数が多くない（東京都・障害） 

・当事業所が提供するサービスに対し、利用を検討される方が主であるため、評価結果によって

「選択に資する」という実感を得ることがほとんどできない（熊本県・障害） 

・特別支援学校などからの情報収集がある（東京都・障害） 

・評価結果からは、一番大事な事業所の雰囲気を感じ取ることができない。就労継続支援の A型

事業や就労移行であればそれでよいのかもしれないが、就労継続支援 B型事業ではとても重要な

ファクターであると思う（東京都・障害） 

・評価の内容は、利用希望者の知りたいことなのであろうか。一般の人たちがわかりにくい言語

表現を用いている（東京都・障害） 

・見学など、実際に自分の目で見て選ぶ人が多い（兵庫県・保育） 

・現状に満足しているから、いまさら知ろうとする必要がないと思われる（京都府・保育） 

・現状では、保育園は入所することがまず最優先と保護者も考える。入所枠や自宅・職場からの

利便性が、まず選択の優先事項とならざるを得ない（東京都・保育） 

・公立保育園の性質上、地域住民は地域の保育園に行くのであまり選択しない（三重県・保育） 

・施設が自ら選択できるシステムではない（認可保育園なので、行政から割り振られる）（東京都・

保育） 

0 50 100 150 200 250

住民に知られていない 

分かりづらい 

信頼感がない 

受審件数が少なく比較出来ない 

待機が多く選択に至らない 

インターネットを利用出来ない 

その他 
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・実際に施設を見てみないとわからない点も多い（兵庫県・保育） 

・受審を依頼する業者によって評価判定に違いがあるので、統一性がない。そのため、比較にな

らない（三重県・保育） 

・第三者評価の業者間で評価値にばらつきがある（埼玉県・保育） 

・直接質問等をして、自分の目で見て決めたいと思っていると感じる（東京都・保育） 

・日常の国の取り組みで評価を受けていることが極めて多い。あくまで、いくつかあるサービス

選択の一つであると思う（岐阜県・保育） 

・入所希望の施設を検索しても、実際はほとんど通らないため比較にならない（愛知県・保育） 

・保育所は、保育必要量による利用調整で入所先を決定している（愛知県・保育） 

・他に選ぶ保育所が少ないので、直接役立っていないのではないか（島根県・保育） 

・保護者の見識と評価のしくみの相違があると思う（東京都・保育） 

・利用者は自分で実際に見たことや口コミを基準にしているのではないだろうか（東京都・保育） 

・医師、心理士、保健師等の紹介で利用希望することが多い（東京都・その他） 

 

 

●質問８ 

利用者のサービス選択に役立っていると思われる評価項目（全社協版）について、当て

はまる欄に ○ を付けてください。 

（※都道府県独自の評価項目を採用している場合は、類似の項目でお答えください） 

 

  
大いに役

立つ 

まあまあ 

役立つ 

あまり役

立たない 

ほとんど

役立た 

ない 

合 計 無回答 総 計 

事業所の基本情報 181 231 50 13 475 25 459 

事業所の理念・基本方針 160 239 63 14 476 24 459 

経営状況の把握 87 219 122 33 461 39 459 

事業計画の策定 100 232 106 26 464 36 459 

福祉サービスの質の向上への 

組織的・計画的な取り組み 
140 252 61 18 471 29 459 

管理者の責任とリーダーシップ 105 219 123 21 468 32 459 

福祉人材の確保・育成 73 222 139 30 464 36 459 

運営の透明性の確保 123 240 87 20 470 30 459 

地域との交流・地域貢献 79 225 136 26 466 34 459 

利用者本位の福祉サービス 139 252 68 14 473 27 459 

福祉サービスの質の確保 139 248 66 16 469 31 459 

サービスごとの内容評価基準 100 239 97 18 454 46 459 
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●質問９ 

評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えくだ

さい （自由記載） 

・事業所間の項目の比較資料、アピールポイントなど（京都府・高齢） 

・一般的費用や、障害者・高齢者・（外国人）雇用の雇用率など（東京都・高齢） 

・見学案内、空き枠情報、見学会 など（東京都・高齢）  

・事業所独自に取り組んでいるサービス（東京都・高齢） 

・施設の特徴（京都府・高齢） 

・身体機能や認知能力などを踏まえ、長く通い続けるために必要な情報（千葉県・高齢） 

・調査員によるアドバイスや指摘（京都府・高齢） 

・文字が多いので、事業所の様子の写真があるとよいと思います（東京都・高齢） 

・利用者、スタッフ対象の調査だけでなく、関係機関（特に居宅支援事業所）対象のアンケート

調査等を取り入れてはどうか（東京都・高齢） 

・独自サービスや特徴 （京都府・高齢） 

・活動内容なども盛り込むと、よりよいと感じる（東京都・障害） 

・具体的な活動内容、職員体制（愛知県・障害） 

・支援方法や運営方針（愛知県・障害） 

・自施設で力を入れて取り組んでいる点、自慢できる点（無回答・障害） 

・実際に通所している利用者の声や感想など（東京都・障害） 

・職員の意識（京都府・障害） 

・職員の定着率（東京都・障害） 

・送迎に関して（東京都・障害） 

・送迎の有無、工賃規定（京都府・障害） 

・そもそも、評価結果を利用希望者がどの程度見ているのかがわからない（東京都・障害） 

・第三者評価を見て利用希望した人は一人もいない（東京都・障害） 

・他事業所、企業との連携の状況（千葉県・障害） 

0% 50% 100%

基本情報 

理念・基本方針 

経営状況把握 

事業計画策定 

質向上の取り組み 

管理者の責任 

人材の確保育成 

運営の透明性 

地域交流・地域貢献 

利用者本位 

質の確保 

内容評価基準 

大いに役立つ 

まぁまぁ役立つ 

あまり役立たない 

ほとんど役立たない 
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・当事業所はしっかり課題を意識し、改善している。そうした現在の実績、利用者に信頼され、

その裏づけがあることで、自信と責任を持ってサービスにあたっている（神奈川県・障害） 

・特にない（京都府・障害） 

・入所利用のしかた（東京都・障害） 

・評価項目自体は役立つと思うが、そもそも知られていないと思う（東京都・障害） 

・保護者・職員アンケート結果をしっかり読み取り、管理者（事業所の）への評価・指導をして

くれてもよいのではと思った。一方的な説明に終わっている感がある（東京都・障害） 

・毎年「利用者アンケート」を実施して、要望等に対する事業所としての対応をホームページに

掲載している （東京都・障害） 

・まだまだ事業所の絶対数が少ないため、利用希望者の多くは定員の埋まり具合を気にしていて、

問い合わせ内容もそのことが最も多い（東京都・障害） 

・利用者アンケートの結果（神奈川県・障害） 

・利用者調査結果のコメントから、施設の状況を垣間見ることができると思う（東京都・障害） 

・利用者の満足度調査の実施と実施結果の取り組み（神奈川県・障害） 

・2回目以降の受審のときは、前回の結果と比較する（愛知県・保育） 

・園の特色がもっと出せるとよいと思う（東京都・保育） 

・口コミサイト（東京都・保育） 

・公立事業所での 3番、8番は評価項目に入れないでほしい（愛知県・保育） 

・施設は「特に優れている設備や規模を視覚的に画像等で示す機能」、人員は「基準を上回って配

置している職種・職員をグラフ等で表示する機能」「、サービスは「無料で実施しているサービス

の実績を一覧で示す機能」など（愛知県・保育） 

・受審園がサービスの質の向上に意識的に取り組むことができている（兵庫県・保育） 

・直接的な利用者へのサービス提供のことより、むしろ園内職員の意識がまとまったように思う

（神奈川県・保育） 

・努力目標を見つけられたので今後改善し、よりよい対策を研修していきたい（愛媛県・保育） 

・保護者が入園を決める（神奈川県・保育） 

・毎年、第三者評価と同じ様式で「保護アンケート」を実施し、その結果を保護者に対して公表

している（愛知県・保育） 

・同じ項目で評価しなければならないのはわかるが、利用者（保護者）が求める項目、知りたい

項目や評価が少ないと思う（大阪府・保育） 

・職員全員へのヒアリングまたはアンケート調査結果など、働いている人の思いや意識も含めて

情報があるとよい（福島県・保育） 

・どのような支援や指導を行っているのかという情報（東京都・保育） 

・利用者・家族や関係機関のアンケート調査や利用者の本人調査も併せて行われて、評価機関の

分析も公表されている（神奈川県・保育） 

・事業所を取り巻く環境の変化に対して、サービスの安定性・継続性が達成できるのか（無回答・

無回答） 
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●質問１０ 

福祉サービスの利用を考えている本人・家族は実際にどのような手段で福祉サービスを

選んでいることが多いと思いますか 

 

選択肢 よくある 
まあま

あある 

あまり 

ない 

ほとん

どない 
合 計 無回答 総 計 

利用者間などの口コミを

聞いて 
296 157 26 6 485 15 500 

ケアマネジャーなどの 

専門職に聞いて 
182 126 58 55 421 79 500 

民生委員などの地域の 

関係者に聞いて 
29 147 163 98 437 63 500 

インターネットで 

事業所の評判を見て 
113 183 132 47 475 25 500 

福祉サービス 

第三者評価の結果を見て 
18 92 217 136 463 37 500 

介護サービス情報の 

公表制度を見て 
12 57 164 144 377 123 500 

役所が作っている 

事業所一覧などを見て 
203 199 58 8 468 32 500 

自ら見学に行って 

 
283 161 40 6 490 10 500 

事業者の営業に接して 

（説明会や見学会など含む） 
113 158 112 70 453 47 500 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

口コミ 

専門職 

地域の関係者 

ネットでの評判 

第三者評価 

情報公表制度 

行政の事業所一覧 

自ら見学 

事業者の営業 

よくある 

まぁまぁある 

あまりない 

ほとんどない 
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【その他の内容】 

・医師に勧められた。デイを選ぶのは、ケアマネジャーか包括である（東京都・高齢） 

・近所なので、顔見知りの利用者が多い（京都府・高齢） 

・サービス事業所を移ることがあまりなく、初めて利用するとそのまま続く（東京都・高齢） 

・事業所のホームページやパンフレットを見ての依頼がある （東京都・高齢） 

・主治医の紹介、以前に親類が利用していたなど（京都府・高齢） 

・家族同士の話し合いで利用していることが多い（東京都・障害） 

・学校からの実習で（無回答・障害） 

・学校からの実習で決める方がほとんど。または見学（東京都・障害） 

・学校の進路相談（神奈川県・障害） 

・行政窓口に実際に出向き、情報収集（東京都・障害） 

・公的機関を介した選択が多い（東京都・障害） 

・相談事業所からの紹介は近年増加している（神奈川県・障害） 

・地域の就労支援センターを通じて利用する場合がほとんどである（東京都・障害） 

・地区割りになっていて実際に選択できない状況にあり、想定として回答した（東京都・障害） 

・特にない（京都府・障害） 

・特別支援学校からの実習先として（愛知県・障害） 

・病院から紹介されて（東京都・障害） 

・評判等もあるとは思うが、最大の決め手は、空きがあるかどうかが大きい（愛知県・障害） 

・他作業所から勧められて（東京都・障害） 

・他の事業所からの情報（京都府・障害） 

・保護者間での口コミによる紹介等（熊本県・障害） 

・家や職場などの近くの施設（栃木県・保育） 

・関連する施設から、次に入所する施設の情報について聞き取ったり、紹介してもらったりして

いる（愛知県・保育） 

・公立保育園は地域住民が小学校域の保育園に通うため、選択はほとんどない（三重県・保育） 

・子育て支援事業等に参加（岐阜県・保育） 

・最終決定は役所である（茨城県・保育） 

・地域の保育所で、就労にも便利であること（岩手県・保育） 

・保護者の通勤の利便性がまずあるようで、そのため通勤経路上であることが優先されている。

その上で、マイナス要素や口コミ情報を考慮している（神奈川県・保育） 

・民生児童委員が視察に来ることも年数回あるが、保育施設のため、ケアマネジャーに聞いてと

いうことはほとんどない（京都府・保育） 

・利便性（長崎県・保育） 

・医師、心理士、保健師、幼稚園教諭、保育士等に聞く（東京都・その他） 

・保健師、医療からの紹介で見学し、利用となることがほとんどである（京都府・その他） 
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●質問１１ 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と

思われますか 

選択肢 件数 ％ 

受審件数を増やすよう取り組むべき（受審のインセンティブを与えるなど） 123 18.50％ 

推進組織が、住民向けの様々な PRをすべき 248 37.29％ 

受審した事業所が、地域住民向けに様々な PRをすべき 121 18.20％ 

第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 131 19.70％ 

その他 42 6.32％ 

合 計 473 71.13％ 

無回答 27 4.06％ 

合 計 500 75.19％ 

 

 

 

【その他の内容】 

・サービスを選ぶ一助にはなると思うが、車選びのようにはいかない（東京都・高齢） 

・市区町村が発行する事業所ガイドブックに書面で載るとよいですね（東京都・高齢） 

・そもそも一般の人は第三者評価を知らない。テレビやマスコミを使って PR し、国民に知って

もらわないと使われない（京都府・高齢） 

・ネット環境が整備されていない（大分県・高齢） 

・ネット環境が整っているような対象者等があまりいない（大分県・高齢） 

・福祉や介護を必要とする人たちが、第三者評価の存在を知ることであり、推進組織だけでなく

PRを幅広い人が行う必要がある（京都府・高齢） 

・わかりやすい表現にする。見やすいものにする（京都府・高齢） 

・一般の人にわかりやすい内容であるべき。また項目が多過ぎる（東京都・障害） 

・県政の広報誌で掲載することがよい（熊本県・障害） 

・項目が多過ぎるので、簡素化すべきではないか（東京都・障害） 

・サービス利用の入口である居宅介護支援事業所や相談支援事業所が、第三者評価の制度を説明・

紹介するしくみを組み込む（東京都・障害） 

0 50 100 150 200 250 300

受審件数を増やす 

推進機関によるPR 

受審事業所によるPR 

第三者評価では難しい 

その他 
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・サービスを担う事業所の充実（鳥取県・障害） 

・サービスを利用したい人に、窓口となった機関等が情報として提供する（東京都・障害） 

・事業所が第三者評価を実施することによってサービスの質を向上することが間接的に利用者の

役に立つ（東京都・障害） 

・受審料が高いため、値段を下げるべき（京都府・障害） 

・受審を努力義務から義務化する。受審費用の軽減（熊本県・障害） 

・第三者評価も含めてということは考えられるが、難しい（京都府・障害） 

・誰が読んでもわかりやすい内容、質問項目など（東京都・障害） 

・評価者の専門性を向上させること（神奈川県・障害） 

・まずは、評価結果が公表されていることを周知していくこと（愛知県・障害） 

・もっとわかりやすいものにすべき。不要な項目が多い（京都府・障害） 

・利用者や家族に「第三者評価の結果を選択の参考にしたかどうか」を聞いたことがないので、

わからない（東京都・障害） 

・一般の住民はインターネットへのアクセスの手段も限られ、第三者評価自体が知られていない

ので、必要性を感じられていない（愛知県・保育） 

・公立保育園は受審していないので、認知度は低い。また、私自身も息子は他園に預けていて、

第三者評価は知っているが、評価結果で園を選択していない（自分で見学して決めた）（京都府・

保育） 

・サービス利用者が何を求めているのか、アンケートをとってみてはどうか。そのことは現場も

知りたい（静岡県・保育） 

・前提として、選択できるだけの入所可能な施設数が必要である（栃木県・保育） 

・待機児童解消と切っても切り離せない。評価項目がトヨタ自動車の品質管理に近く、違和感が

ある（東京都・保育） 

・待機児童の多いなかで、選択できない現状である。入園後、在園中の質の向上に役立てている。

（東京都・保育） 

・第三者評価の知名度アップが重要である（理解していない人が大多数で、一般の人でもわかる

しくみが必要画ある）（岩手県・保育） 

・第三者評価は、自己や施設の評価のためにやっている（青森県・保育） 

・地域内で受審がないので、比較できない（埼玉県・保育） 

・評価機関による差異をなくすこと。現状はひどい（奈良県・保育） 

・評価内容を見直すべき（愛知県・保育） 

・保育園に適した設問には、変更すべき点が多い（茨城県・保育） 

・保育所の「何が大切にされているか」がわかる評価になれば役立つと思う（東京都・保育） 

・サービス要求が利用者本位になり過ぎている。法人の独自性はどこにあるのか（東京都・保育） 

・項目が多過ぎてわかりにくいため、もう少し簡単にわかりやすくする（大阪府・その他） 

・第三者評価の認知度が低く、また役所的な評価項目を見て、利用者が施設を選択するとは思え

ない（大阪府・その他） 

・評価結果を理解することが一般市民にとって難しいのではないか（京都府・その他） 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

●質問１２ 

「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標

として位置づけられていますが、 実際に利用者 （利用を考えている利用予定者含む） の

サービス選択の役に立っていると思われますか 

 

選択肢 件 数 ％ 

大いに役立っている 10 2.00％ 

まあまあ役立っている 68 13.60％ 

あまり役立っていない 100 20.00％ 

ほとんど役立っていない 46 9.20％ 

その他 8 1.60％ 

計 232 46.40％ 

無回答 268 53.60％ 

合 計 500 100.00％ 

 

 

【その他の内容】 

・情報の公表を見られる人には役立つが、インターネット環境などがない場合には難しいと思わ

れる（京都府・高齢） 

・全く役立っていない（東京都・高齢） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 

その他 

※以下、質問１２～１４は、福祉サービス第三者評価事業の課題を検討していく上で、その

参考とするため「介護サービス情報の公表制度」に関して尋ねるものです。同制度で情報を

公表している事業所のみ回答してください 
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●質問１３ 

介護サービス情報の公表制度が、利用者のサービス選択に役立っていないと思われる

場合、その原因として考えられるものは何ですか （複数回答） 

 

選択肢 件 数 ％ 複数回答の％ 

介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られて

いない 
165 40.44％ 77.83％ 

介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 102 25.00％ 48.11％ 

介護サービス情報の公表への信頼感がない 12 2.94％ 5.66％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至ら

ない 
34 8.33％ 16.04％ 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 86 21.08％ 40.57％ 

その他 9 2.21％ 4.25％ 

合計 408 100.00％ 192.45％ 

無回答 288     

 

 

 

【その他の内容】 

・今までに「第三者評価や情報の公表を見た」という声を聞いたことがない（京都府・高齢） 

・実際にはケアマネジャーが選択している部分があると思われる（岐阜県・高齢） 

・サービス選択できるほど事業所数がない。社会資源が限られている（京都府・高齢） 

・システムがわかりづらく、情報量も多過ぎる。それをもとに、サービスを選択しようするとは

思えない（京都府・高齢） 

・選べるほど事業所数がない（愛知県・障害） 

・市役所、学校からのサービス提供（無回答・障害） 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

住民に知られていない 

分かりづらい 

信頼感がない 

待機が多く選択に至らない 

インターネットを利用出来ない 

その他 
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●質問１４ 

介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どの

ような工夫が必要と思われますか （複数回答） 

 選択肢 件数 ％ 複数回答の％ 

公表機関が、住民向けの様々な PRをすべき 134 34.01％ 59.29％ 

公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を 

掲載すべき 
68 17.26％ 30.09％ 

住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 113 28.68％ 50.00％ 

事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に文書で 

配布するなど PRすべき 
29 7.36％ 12.83％ 

情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を達して

いないので見直すべき 
37 9.39％ 16.37％ 

その他 13 3.30％ 5.75％ 

合 計 394 100.00％ 174.34％ 

無回答 274     

 

 

【その他の内容】 

・インターネットや SNSを活用できる世代がサービスを利用し始めるまでには、あと 10年ほど

かかると思われる（東京都・高齢） 

・機関の努力（PR）だけに関わる問題ではないと思う。事業所も含めた案内するしくみが必要と

思う（京都府・高齢） 

・行政と連携して、事業所一覧表と一緒に紙ベースで利用者に配布できるとよいですね（東京都・

高齢） 

・公表制度を利用するとメリットがあるようにして普及を促す必要がある（岐阜県・高齢） 

・地域包括支援センター等の相談窓口で紹介等してはどうか（大分県・高齢） 

・築年数が浅い、スタッフの配置、トイレがきれい、認知症の利用者数など（京都府・高齢） 

・わかりやすい表現にする。見やすいものにする（京都府・高齢） 

・インターネット以外による公表方法の実施（東京都・障害） 

・公表制度はサービス事業者にとって内省の意味が強く、よりよい利用者支援に向けたレベルの

0 20 40 60 80 100 120 140 160

公表機関によるPR 

公表される情報の見直し 

開示方法の見直し 

事業所によるPR 

公表制度を見直す 

その他 
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向上と、運営方法の見直しを図るための意味合いが強い（東京都・障害） 

・様々な PR ではなく、サービスを選べる一つの判断材料として公的な資料としての位置づけを

行い、施設評価の一つにすべき（福井県・障害） 

・利用者のアンケートには、感情が入っていると思っている。その感情が評価基準に入ってくる

のはつらい。大切なわが子が気に入らないという保育園に預けるのは、どうなのであろうか。私

たちは、保護者でもよい点数を取らなければならないのか（神奈川県・保育） 

 

●質問１５ 

その他、 福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための

方策について、 ご意見をお聞かせください （自由記述） 

 

■コメント 

この質問では、下記のように回答内容を分類して示す。 

 

① 第三者評価のＰＲが必要である 

・介護保険のこともよく知らない利用者に「第三者評価」はほぼ知られていない。公表の方法や

PR等のあり方が重要である（京都府・高齢） 

・公表の方法としては、地域ごとに分けて、地域の回覧や新聞等を利用することも必要であると

思う（京都府・高齢） 

・そこを通らなければ次に行けない仕組みとしてしまうのがよいのではないか。もちろん、受審

件数を増やすための PRなど、それぞれの立場からのアクションも必要と思う（東京都・障害） 

・第三者評価がもっと周知され、どこの事業所も受審しているようにならないと比較することは

できない。もっと受審が増えるような仕組み、制度としていくことが必要になると思う（愛知県・

障害） 

・このシステムを全く知らないという人がほとんどであるのが現状ではないかと思う。地域の人

たち全体に知ってもらえるような PR があってもよいのかなとも思う。園としては第三者評価を

受けるにあたり、様々な見直しができたので、よかったと思う（京都府・保育） 

・事業者も独自に公表する方法を考え、取り組んだ方がよいと思う（神奈川県・保育） 

・制度の PRが必要である。公表機関が国民に知ってもらうよう努めなければならない（全 6件：

東京都・保育、東京都・その他、東京都・障害、京都府・高齢、大阪府・保育、兵庫県・保育） 

② 評価結果の公表に際し、その方法や内容を検討すべき 

・視覚障害などさまざまな障害に配慮した理解しやすい情報公開の取り組みを検討する（東京都・

障害） 

・高齢者自身やその家族は年齢的に 60 歳以上なので、その年齢がわかるやり方が必要だと思う。

また、入所に至るまではやはりケアマネジャー次第なので、ケアマネジャーが利用している率の

方が今は高いように感じる（京都府・高齢） 

・チラシや回覧なども利用し、周知することも必要で、そうすれば身近で情報を得やすいように

思う（長野県・高齢） 
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・情報が多いと見づらい。ケアマネジャーが評価結果を利用すればよい（京都府・高齢） 

・利用者や家族は、困ったときは役所に相談することが多い。市役所や地域包括支援センターに

評価結果が紙面で見られてわかるものが置いてあるとよいと思う。フロアの広さがわかる画像や

もっと短い文言でわかりやすいコメントとして提示できるとよいと思う（東京都・高齢） 

・インターネット以外の方法によるサービス情報の公表など（東京都・障害） 

・ケアマネジャーのもとを訪れて、サービスを決めることが多いので、結果をもう少し見やすい

よう一覧にし、ケアマネジャーの事業所に置いて参考にしてもらうのがよい（東京都・高齢） 

・利用者や保護者が直接手に取って確認しているかについては疑問がある。しかし援助に入って

いる、または入る相談員の資料として役立っていると思う（福岡県・障害） 

・利用者の視点や立場から受審事業者の比較等をもう少し可視化していき、ニーズに関する意見

などを答えてもらうというのはどうであろうか（京都府・高齢） 

・受審事業所を増やす。サービスごとに検索しやすいよう機関でまとめる（愛知県・障害） 

・事業所としてはとても役に立ったが、利用者がその情報までたどり着くことが難しい。施設を

紹介する側が、紹介する際に評価と結びつけていくことが必要と思われる（京都府・障害） 

・評価結果をグラフなどで視覚的に確認することができると、利用者、保護者ともわかりやすい

のではないかと思う（愛知県・障害） 

・全事業所が受審していないと、選択に資するという役割は果たさないと思う。また評価結果を

見やすく、わかりやすくすることも大切である。項目があり過ぎることが、わかりにくいように

思う（京都府・保育） 

・第三者評価の項目が、実際に通っている人の楽しみに直接かかわらない形式的な点が多いため

選択はしにくい。評価がよいことと、利用者の心地よさは一致しない（東京都・障害） 

・第三者評価は、最も大切な評価項目（その施設を利用しても大丈夫か）である利用者の環境の

整備の項目（自然、広さ、快適さ）をもっと多くしていき、その施設の特色がわかるようにしな

ければならないと思う。利用者が最も知りたいことは「この施設のサービスを利用してよいのか

どうか」だと思う（大阪府・その他） 

・理解しやすい内容にする（東京都・障害） 

・内容はとてもよいが、住民には内容がわかりづらいのではないか（東京都・高齢） 

③ 何らかのインセンティブが必要である 

・第三者評価を受審することは、事業所の利用者支援の質向上につながる気づきがある。しかし

費用が高く、ためらうことがある。一部助成などあれば有難い（京都府・障害） 

・行政の人たちを含む一般の市民への理解度アップ策。受審者側は、メリットを理解している、

受審したことに対する評価がない。指導・監査等での反応も今一つ（岩手県・保育） 

・受審した施設には市の監査を簡素化するなど、行政がもっと積極的な姿勢になってもらいたい

と思う（秋田県・保育） 

④ サービス・施設の改善に役立っている 

・現時点では、各事業所が自らのサービス内容について適正かどうか、改善すべき点はどこかを

確認するにとどまっているのではないか。地域により、社会資源の数に差があり過ぎる（京都府・

高齢） 
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・施設自らの改善には役立っているが、利用の待機者が多い状況では、選択の方法とはなっては

いない（東京都・障害） 

・第三者評価を受審すると、事業所では利用者支援の質の向上につながる気づきがある。しかし

費用が高く、受審をためらうことがある。一部助成などあれば有難い（京都府・障害）（再掲） 

・結果が役立つとは限らず、受審したことで職員が共通認識を持ち、協働性も高まり、組織性を

高めていこうと前向きに取り組むようになった。そのことが保育の質向上につながり、口コミで

選択されると思う（静岡県・保育） 

・評価結果は、まだ職員も全てを読み通していないが、読み込むことや、審査中に調査員と話す

ことで、毎日の取り組みを振り返る機会ができたことがとても嬉しく思う。もっと、評価結果を

活用できるような工夫が必要と感じている（東京都・障害） 

・現状は、サービスの選択に役立ててもらうというよりは、よりよいサービスを提供するために

役立っているという印象（東京都・障害） 

・受審事業所は、PRよりも質の向上のために第三者評価を利用しているところが多く、事業者と

推進組織が共同で PRすべきだと考える（京都府・保育） 

・公立保育園は、サービスを選択してもらうためではなく、見直しや改善のために、評価を受審

している（三重県・保育） 

・昨年度に初回の受審をしたので、施設選択へのアピールというより、抽出された課題に対して

内部的に取り組みを進め、運営の透明化を図っているところである。実際に、地区割りによって

当施設を利用する人が決まっているので、ことさら施設情報については敏感になっていると思う

（東京都・障害） 

・第三者評価を受ける目的は「サービス向上のために何を進めるべきか」を教えてもらうためと

いうことが多いのではないか。サービス選択に役立つかどうかは考えていないのが現状であると

思われる（愛知県・障害） 

・事業所の質の向上には、第三者評価は大変に役立っている。評価調査員もレベルが高く、より

よいサービスを求める向上に第三者評価結果を活かしたい（東京都・障害） 

・第三者評価は施設内での自己研鑽や見直しのために受けている。よい結果をもらおうと思って

おらず、自分たちの振り返りの機会としている。絶えず子どもや保護者に寄り添い共に協力して

子育てをするパートナーシップの関係等が重要と思っている。第三者評価は自らを省みる機会で

あると考える（京都府・保育） 

・第三者評価を受審することは、事業者の側では事業の見直しや改善に役立っている。ひいては

サービス向上につながっていると思う（東京都・障害） 

・評価結果をもとに改善点に気づき、課題が見えてきた。資質向上に努めていくよいきっかけと

なったので、定期的に受審していきたいと思う（三重県・保育） 

⑤ サービス・資源が少なく選択の余地がない 

・西東京市は生活介護が近隣市と比較すると人口比で 2 分の 1 以下の事業所数しかなく、選択の

余地どころか、入所できないとの現実がある。行政の障害施策が現実に追いついていないなか、

選択は難しくなっている（東京都・障害） 

・現時点では各事業所が自らのサービス内容について「適正かどうか」「改善すべき点はどこか」
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などを確認するにとどまっているのではないか。地域によって、利用できる社会資源の数に差が

あり過ぎる（京都府・高齢）（再掲） 

・施設として自らの改善には役立っているが、待機者が多いなかでは、サービス選択の方法とは

なっていない（東京都・障害）（再掲） 

⑥ 第三者評価自体わかりにくいので信頼性に欠ける 

・利用者のサービス選択という目的に関して言うなら、項目が多く、わかりにくい。評価項目も

5年以上ほとんど変わっていない。他にも問題はとても多いと考えている（京都府・障害） 

・項目、評価、表記など情報は多い分、わかりやすいが、分量も多いので読み切れない面もある

（東京都・障害） 

・評価者によって評価が変わるため信頼性が低い。どの評価者が評価しても同じ結果が得られる

よう、基準を標準化し、専門性を高めた評価が望まれる（京都府・高齢） 

・第三者評価は、施設側には調査段階での人の手配が難しく（常に人手不足のため）、利用者の側

にも制度の存在そのものが知られていない。そのため「この調査は無駄ではないか」と、ずっと

思っている。調査に税金が使われていることを思うとなおさら残念であり、第三者評価の調査の

ために費用（予算）を使うのであれば、少しでもよいから介護報酬（基本報酬）を上げてほしい

と思う（東京都・高齢） 

⑦ その他 

・平成 28年度に実施したが、審査機関が認証取り消しになり、現在も点検中のため、評価結果は

公開されていない。審査機関の認証取り消しにより、評価を受けた効果が下がるのではないかと

心配になる（東京都・障害） 

・とても勉強になった。審査機関のアドバイスも厳しく、とてもためになった（東京都・障害） 

・忙しい毎日の業務のなかで質問事項への回答を行って、それに対する評価となるので、何回も

同じ質問を受けると「どういうふうに答えればよいか」と考えてしまい、正確な回答になったか

どうか、不安である（愛知県・障害） 

・介護と保育園は分けるべきだと思う（茨城県・保育） 

・虐待防止に関するシステムづくり、チェックなどを、もっと詳細にしたらよいと思う。理念の

有無や確認等はあまり重要ではなく、それよりも業務がどのようになっているか、複数の支援が

できているかなどにポイントを置き、事業所の運営が改善されることを望む（大阪府・無回答） 

・この調査研究のアンケートに回答したことによって、第三者評価結果の公表の仕方がわかった。

今後に活かしたいと思う（東京都・障害） 

・今年度、異動してきたので、あまり理解できていなくてすみません（東京都・保育） 

・実際には見学・体験が一番であるが、第三者評価で客観的な視点が入ることはとてもよいこと

である（神奈川県・障害） 

・取り組んでいる内容が、何によって担保されているのか、そのつながりが見えることが重要で

ある。利用者以上に、サービス提供の従事者がその利点を感じなければ、無意味なものになって

しまう（東京都・保育） 

・評価機関の担当者が、丁寧に説明し、相談に乗ってくれたことが印象に残っている。監査との

違いも踏まえた上で、いろいろ学ばせていただいた（京都府・保育） 
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・料金設定を行い、シンプルにした方がわかりやすいのかなと思った（千葉県・高齢） 

・利用者ニーズを把握し、できるだけ受け入れたいという思いはあるが、利用者側の都合という

ことも多く、事業者側としては考えさせられることも多い。そのため、子どもの健やかな成長の

ためのニーズを最優先させると、矛盾が生じてしまう（大阪府・保育） 

 



50 

 

３  受審事業所アンケート調査結果の分析 

 

受審事業所を対象に実施した今回のアンケート調査結果について、以下の仮説を立て、分析を

行った。 

 

＜仮 説＞ 

 ① さまざまな情報開示に取り組んでいる事業所ほど、利用者のサービス選択に役立っているの

ではないか 

② 第三者評価の受審回数が多い事業所ほど、利用者への情報開示（説明会を含む）に努力して

いるのではないか 

③ 第三者評価結果の公表に工夫している事業所ほど、利用者が情報にアクセスする機会（閲覧、

説明会など）が多いのではないか 

 

＜分析の視点＞ 

① 第三者評価が、利用者のサービス選択に役立っているか 

② 利用者・家族は、どのような手段でサービスを選んでいることが多いか 

③ 受審事業所のアンケート調査結果から、第三者評価の活かし方を分析する 

 

なお、東京都では、独自の評価システムによって福祉サービスの第三者評価を実施しており、

そのなかで「利用者のサービス選択に資する」ことをその第一の目標に掲げていること、および

全国でも抜きん出て事業所の受審件数が多いことから、東京都内の受審事業所と東京都外の受審

事業所に分けた上での分析も行った。 

 

１） 第三者評価は利用者のサービス選択に役立っているか 

まずは、仮説①「さまざまな情報開示に取り組んでいる事業所ほど、利用者のサービス選択に

役立っているのではないか」について分析する。 

 

〔再掲〕 質問６ 第三者評価の目的の一つに 『評価結果が利用者のサービスの選択に資する』 ことが 

ありますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか 

選択肢 件 数 ％ 

大いに役立っている 43 8.6％ 

まあまあ役立っている 212 42.4％ 

あまり役だっていない 190 38.0％ 

ほとんど役立っていない 50 10.0％ 

計 495 99.0％ 

無回答 5 1.0％ 

合 計 500 100.0％ 
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■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」  

×都内事業・都外事業所の関係 

n=495（5カ所が無回答） 

 

 

■分 析 

初めに、質問 6「第三者評価の目的の一つに『評価結果が利用者のサービスの選択に資する』

ことがありますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか」の回答結果に

ついて着目し、その結果を、いくつかの質問への回答結果と比較をしてみた（質問 2、質問 3 の

回答結果など）。 

「大いに役立っている」「まあまあ役立っている」についてみると、質問 2に対し「評価結果に

コメントをつけ掲載」「評価結果がわかりやすいように工夫している」と回答した事業所において

「役立っている」という意識が高い。 

 

■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」 

×質問２ 「評価結果のわかりやすい工夫」 の関係 

n=472（28 カ所が無回答） 

 

大いに 

役立っている 

まあまあ 

役立っている 

あまり 

役立っていない 

ほとんど 

役立って 

いない 合計 

評価結果に 

コメントをつけ掲載 
8 17.0％ 30 63.8％ 8 17.0％ 1 2.1％ 47 

結果がわかるよう 

工夫して記載 
10 15.6％ 33 51.6％ 17 26.6％ 4 6.3％ 64 

特にしていない 21 6.4％ 122 37.2％ 143 43.6％ 42 12.8％ 328 

その他 3 7.0％ 19 44.2％ 19 44.2％ 2 4.7％ 43 

合 計 38 8.1％ 200 42.4％ 185 39.2％ 49 10.4％ 472 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都内 

都外 

計 

大いに役立っている 

まあまあ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 

 
都 内 都 外 合 計 

大いに役立っている 13 30.23％ 30 69.77％ 43 

まあまあ役立っている 94 44.34％ 118 55.66％ 212 

あまり役立っていない 60 31.58％ 130 68.42％ 190 

ほとんど役立っていない 22 44.00％ 28 56.00％ 50 

選択数 189 38％ 306 61.82％ 495 



52 

 

 

 

■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」 

×質問３ 「評価結果の利用者等の閲覧の状況」 の関係 

n=446（54 カ所が無回答） 

 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない  合計 

大いに役立っている 16 37.2％ 21 48.8％ 5 11.6％ 1 2.3％ 43 

まあまあ役立って 

いる 

19 10.2％ 83 44.6％ 58 31.2％ 26 14.0％ 186 

あまり役立って 

いない 

9 5.2％ 44 25.4％ 69 39.9％ 51 29.5％ 173 

ほとんど役立って 

いない 

2 4.5％ 2 4.5％ 10 22.7％ 30 68.2％ 44 

合 計 46 10.3％ 150 33.6％ 142 31.8％ 108 24.2％ 446 

 

 

■分 析 

質問 6 で「評価結果が利用者のサービス選択に役立っている」とするグループと、そうでない

グループでは有意な差があり、役立っているとしたグループでは利用者とその家族が公表結果を

よく見ていると考え、逆に役立っていないとしているグループは利用者とその家族は公表結果を

見ていないと考えていることが質問 3「利用者・家族の閲覧の状況」の結果との比較でわかる。 

0 100 200 300 400

評価結果にコメン

トを付け掲載 

自己評価結果が分

かるよう記載 

特にしていない 

その他 

大いに 

役立っている 

まぁまぁ 

役立っている 

あまり 

役だっていない 

ほとんど 

役立っていない 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役だっていない 

ほとんど役立っていな

い 
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■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」 

×質問３ 「評価結果の利用希望者の閲覧の状況」 の関係 

n=434（66 カ所が無回答） 

 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 合 計 

大いに役立っている 14 35.0％ 20 50.0％ 5 12.5％ 1 2.5％ 40 

まあまあ役立って 

いる 

17 9.1％ 95 50.8％ 51 27.3％ 24 12.8％ 187 

あまり役立って 

いない 

5 3.0％ 46 27.7％ 70 42.2％ 45 27.1％ 166 

ほとんど役立って 

いない 

0 0.0％ 5 12.2％ 8 19.5％ 28 68.3％ 41 

合 計 36 8.3％ 166 38.2％ 134 30.9％ 98 22.6％ 434 

 

 

■分 析 

質問 6 で「評価結果が利用者のサービス選択に役立っている」とするグループと、そうでない

グループでは有意な差があって、役立っているとしたグループでは「利用希望者」とその家族が

公表結果をよく見ていると考え、逆に役立っていないとしているグループでは「利用希望者」と

その家族は公表結果を見ていないと考えていることが、質問 3 の「利用者希望者・家族の閲覧の

状況」の回答結果との比較でわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役だっていない 

ほとんど役立っていな

い 
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■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」 

×質問１０ 「どのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」 のうち 

「第三者評価の結果を見て」 と答えた割合との関係 

n=461（39 カ所が無回答） 

 

よくある 
まあまあ 

ある 
あまりない 

ほとんど 

ない 合計 

大いに役立っている 6 15.0

％ 

14 35.0

％ 

16 40.0

％ 

4 10.0

％ 

40 

まあまあ役立っている 12 6.1

％ 

66 33.3

％ 

92 46.5

％ 

28 14.1

％ 

198 

あまり役だっていない 0 0.0

％ 

11 6.3％ 98 55.7

％ 

67 38.1

％ 

176 

ほとんど役立って 

いない 

0 0.0

％ 

1 2.1％ 10 21.3

％ 

36 76.6

％ 

47 

合 計 18 3.9

％ 

92 20.0

％ 

216 46.9

％ 

135 29.3

％ 

461 

 

 

■分 析 

質問 6 で「評価結果が利用者のサービス選択に役立っている」とするグループと、そうでない

グループでは有意な差があって、役立っているとしたグループでは第三者評価の結果を見て選択

することが「よくある」「まあまあある」と考え、逆に役立っていないとしているグループでは、

第三者評価の結果を見て選択することが「あまりない」「ほとんどない」と考えている。 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくある 

まぁまぁあ

る 

あまりない 

ほとんどな

い 

大いに役立っている 

まぁまぁ役立っている 

あまり役だっていない 

ほとんど役立っていな

い 
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■質問６ 「評価結果が利用者のサービス選択に役立っているか」 

×事業所の受審回数の関係 

n=469（31 カ所が無回答） 

 
１回 ２回 ３回 ４回以上 計 

大いに役立っている 15 35.71％ 16 38.10％ 3 7.14％ 8 19.05％ 42 

まあまあ役立っている 76 38.00％ 57 28.50％ 21 10.50％ 46 23.00％ 200 

あまり役立っていない 72 39.34％ 52 28.42％ 24 13.11％ 35 19.13％ 183 

ほとんど役立って 

いない 
17 38.64％ 8 18.18％ 8 18.18％ 11 25.00％ 44 

選択数 180 38.38％ 133 28.36％ 56 11.94％ 100 21.32％ 469 

 

 

■分 析 

事業所の受審回数との関係では、質問 6 への回答で「利用者のサービス選択に役立っている」

とするグループと、そうでないグループ間の有意差は、ほとんどなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回 

2回 

3回 

4回以上 

計 

大いに役立っている 

まあまあ役立っている 

あまり役立っていない 

ほとんど役立っていない 
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２） 利用者・家族はどのような手段でサービスを選んでいることが多いか 

次に「利用者・家族はどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」について、

受審事業所の回答結果から分析していく。 

 質問 10で、この項目を聞いたアンケート調査の結果は次の通りであった。そのうち、選択肢の

「福祉サービス第三者評価の結果を見て」に着目し、他の質問との関連を分析した。 

 

 

■質問１０ 

福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービスを選んでいる

ことが多いと思いますか。 

n=453（無回答 47） 

 
よくある まあまあある あまりない ほとんどない 合計 

利用者間などの 

口コミを聞いて 
296 61.0％ 157 32.4％ 26 5.4％ 6 1.2％ 485 

ケアマネジャー等の

専門職に聞いて 
182 43.2％ 126 29.9％ 58 13.8％ 55 13.1％ 421 

民生委員等の地域の

関係者に聞いて 
29 6.6％ 147 33.6％ 163 37.3％ 98 22.4％ 437 

インターネットで事

業所の評判を見たり

して 

113 23.8％ 183 38.5％ 132 27.8％ 47 9.9％ 475 

福祉サービス第三者

評価の結果を見て 
18 3.9％ 92 19.9％ 217 46.9％ 136 29.4％ 463 

介護サービス情報の

公表制度を見て 
12 3.2％ 57 15.1％ 164 43.5％ 144 38.2％ 377 

役所が作っている事

業所一覧などを見て 
203 43.4％ 199 42.5％ 58 12.4％ 8 1.7％ 468 

自ら見学に 

行って 
283 57.8％ 161 32.9％ 40 8.2％ 6 1.2％ 490 

事業者の営業に接し

て（説明会や見学会な

ど含む） 

113 24.9％ 158 34.9％ 112 24.7％ 70 15.5％ 453 

合 計 

 
1,249 30.7％ 1,280 31.5％ 970 23.8％ 570 14.0％ 4,069 
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■質問１０ 「利用者・家族がどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」 のうち「第三者

評価の結果を見て」と答えた割合の関係×質問２「評価結果のわかりやすい工夫」の関係 

n=463（無回答 37） 

          

 
よくある まあまあある あまりない ほとんどない 合計 

公表に工夫をしている 7 5.2％ 42 31.3％ 57 42.5％ 28 20.9％ 134 

公表に工夫をして 

いない 
11 3.3％ 50 15.2％ 160 48.6％ 108 32.8％ 329 

合 計 18 3.9％ 92 19.9％ 217 46.9％ 136 29.4％ 463 

 

 

■分 析 

公表に工夫をしている事業所は、第三者評価を選択の手段に選んでいる割合が有意に高い。 

 

 

 

■質問１０ 

「利用者・家族がどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」 のうち 「第三者評価の

結果を見て」 と答えた割合の関係×質問３ 「評価結果の利用者閲覧の状況」 の関係 

n=426（無回答 74） 

 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 合 計 

よくある 6 33.3％ 9 50.0％ 1 5.6％ 2 11.1％ 18 100.0％ 

まあまあある 20 23.0％ 44 50.6％ 20 23.0％ 3 3.4％ 87 100.0％ 

あまりない 9 4.5％ 70 35.0％ 78 39.0％ 43 21.5％ 200 100.0％ 

ほとんどない 5 4.1％ 22 18.2％ 38 31.4％ 56 46.3％ 121 100.0％ 

合計 40 9.4％ 145 34.0％ 137 32.2％ 104 24.4％ 426 100.0％ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公表に 

工夫をしている 
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あまりない 

ほとんどない 
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■分 析 

 当たり前の結果ではあるが、評価結果を利用者・家族が見ている割合が高い場合はサービスの

選択に「役立っている」という場合が多いことがわかる。情報開示の重要性がうかがえる。 

 

■質問１０ 「利用者・家族がどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」 のうち「第三者

評価の結果を見て」 と答えた割合の関係×質問３ 「評価結果の利用希望者閲覧の状況」 の関係 

n=418（無回答 82） 

 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 合 計 

よくある 9 50.0％ 9 50.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 18 100.0％ 

まあまあある 12 14.1％ 62 72.9％ 10 11.8％ 1 1.2％ 85 100.0％ 

あまりない 10 5.0％ 69 34.7％ 79 39.7％ 41 20.6％ 199 100.0％ 

ほとんどない 2 1.7％ 21 18.1％ 39 33.6％ 54 46.6％ 116 100.0％ 

合計 33 7.9％ 161 38.5％ 128 30.6％ 96 23.0％ 418 100.0％ 

 

 

 

■分 析 

これも、前項と同様の傾向である。未来の利用者を考えた上での情報開示の重要性を示唆して

いる。 
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■質問１０ 「利用者・家族がどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」のうち 「第三者

評価の結果を見て」 と答えた割合の関係×都内事業・都外事業所の関係 

n=463 （無回答 37） 

 
都内 都外 計 

よくある 5 2.9％ 13 4.5％ 18 

まあまあある 37 21.1％ 55 19.1％ 92 

あまりない 85 48.6％ 132 45.8％ 217 

ほとんどない 48 27.4％ 88 30.6％ 136 

合 計 175 100％ 288 100％ 463 

 

 

■分 析 

都内・都外とも、あまり有意な差はなかった。 

 

■質問１０ 「利用者・家族がどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」のうち「第三者

評価の結果を見て」と答えた割合の関係×事業所の受審回数の関係 

n=440（60カ所が無回答） 

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

よくある 8 44.4％ 9 50.0％ 1 5.6％ 0 0.0％ 18 

まあまあある 32 36.0％ 22 24.7％ 9 10.1％ 26 29.2％ 89 

あまりない 79 39.3％ 59 29.4％ 23 11.4％ 40 19.9％ 201 

ほとんどない 50 37.9％ 33 25.0％ 21 15.9％ 28 21.2％ 132 

合計 
16

9 
38.4％ 123 28.0％ 54 12.3％ 94 21.4％ 440 

 

 

■分 析 

受審回数についても、あまり有意な差はなかった。 
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まあまあある 
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ほとんどない 
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３） どのような手段でサービスを選んでいることが多いか―第三者評価の活かし方 

引き続き「利用者・家族はどのような手段で福祉サービスを選んでいることが多いか」につき、

受審事業所の回答結果から分析していく。 

質問 10 では、この項目について聞いたアンケート調査の結果は次の通りであった。そのうち、

選択肢の「福祉サービス第三者評価の結果を見て」に着目し、他の質問との関連を分析した。 

仮説②「受審回数が多い事業所ほど利用者への情報開示（説明会含む）に努力しているのでは

ないか」について、受審事業所のアンケートから「第三者評価の活かし方」を見る。 

今回のアンケート調査では、500 件もの有効回答があったので、この項では、それらのデータ

から、事業所の第三者評価を活かした取り組みを見ることとする。それは本研究テーマでもある

「第三者評価が利用者のサービスの選択に資する」ための一助となると考える。 

 

① 受審回数と利用者への情報開示の関係 

■事業所の受審回数と質問１ （事業所としての独自の公表） の関係 

n=471（29件無回答） 

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

HPに掲載 56 44.4％ 31 24.6％ 16 12.7％ 23 18.3％ 126 

WAM等にリンク 35 36.1％ 19 19.6％ 17 17.5％ 26 26.8％ 97 

広報誌等に掲載 19 36.5％ 15 28.8％ 5 9.6％ 13 25.0％ 52 

利用者・家族に配布 37 34.3％ 32 29.6％ 9 8.3％ 30 27.8％ 108 

事業所内に備えつけ 58 31.2％ 55 29.6％ 26 14.0％ 47 25.3％ 186 

町内会等に回覧 3 100.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 3 

重説に受審を記載 22 32.4％ 23 33.8％ 10 14.7％ 13 19.1％ 68 

取り組んでいない 39 43.8％ 26 29.2％ 10 11.2％ 14 15.7％ 89 

その他 23 40.4％ 18 31.6％ 7 12.3％ 9 15.8％ 57 

選択数 183 38.9％ 132 28.0％ 58 12.3％ 98 20.8％ 471 

※複数回答のため事業所数と一致しない 

 

■分 析 

受審回数による差はなかった。 
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■事業所の受審回数と質問２（評価結果のわかりやすい工夫）の関係 

n=450（50 カ所が無回答） 

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

評価結果にコメント 19 44.2％ 9 20.9％ 7 16.3％ 8 18.6％ 43 

わかりやすい工夫 18 30.5％ 18 30.5％ 8 13.6％ 15 25.4％ 59 

特にしていない 123 38.7％ 93 29.2％ 40 12.6％ 62 19.5％ 318 

その他 16 40.0％ 10 25.0％ 4 10.0％ 10 25.0％ 40 

選択数 172 38.2％ 128 28.4％ 56 12.4％ 94 20.9％ 450 

※複数回答のため事業所数と一致しない 

 

 

■分 析 

受審回数による差はなかった。 

 

■受審回数と質問３ （評価結果の利用者閲覧の状況） の関係 

n=426（74カ所が無回答） 

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

評価結果にコメント 13 30.2％ 17 39.5％ 3 7.0％ 10 23.3％ 43 

わかりやすい工夫 60 41.4％ 46 31.7％ 15 10.3％ 24 16.6％ 145 

特にしていない 45 32.4％ 42 30.2％ 19 13.7％ 33 23.7％ 139 

その他 38 38.4％ 19 19.2％ 17 17.2％ 25 25.3％ 99 

選択数 156 36.6％ 124 29.1％ 54 12.7％ 92 21.6％ 426 

※複数回答のため事業所数と一致しない 

 

■分 析 

受審回数による差はなかった。 
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■受審回数と質問３（評価結果の利用希望者閲覧の状況）の関係 

n=412（88 カ所が無回答） 

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

よくみている 14 41.2％ 12 35.3％ 3 8.8％ 5 14.7％ 34 

たまにみている 62 38.8％ 46 28.8％ 14 8.8％ 38 23.8％ 160 

あまり見ていない 43 33.9％ 34 26.8％ 20 15.7％ 30 23.6％ 127 

ほとんどみていない 28 30.8％ 29 31.9％ 15 16.5％ 19 20.9％ 91 

選択数 147 35.7％ 121 29.4％ 52 12.6％ 92 22.3％ 412 

 

 

■分 析 

受審回数による差はなかった。 

 

■受審回数と質問４（説明会開催の状況）の関係 

n=473（27 カ所が無回答） 

        

 
1回 2回 3回 4回以上 計 

開催している 27 26.2％ 28 27.2％ 12 11.7％ 36 35.0％ 103 

開催していない 148 41.9％ 103 29.2％ 43 12.2％ 59 16.7％ 353 

かつて開催してたが

やめた 
0 0.0％ 0 0.0％ 3 50.0％ 3 50.0％ 6 

その他 7 63.6％ 2 18.2％ 0 0.0％ 2 18.2％ 11 

選択数 182 38.5％ 133 28.1％ 58 12.3％ 100 21.1％ 473 

 

 

■分 析 

 受審回数が多いほど、説明会を開催する割合が高いという有意差があった。 
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② 東京都・東京都外の事業所と利用者への情報開示の関係 

 

■都内・都外と質問１（事業所としての独自の公表）の関係 

n=497（3 カ所が無回答） 

        

 
都 内 都 外 計 

HPに掲載 39 28.7％ 97 71.3％ 136 

WAM等にリンク 34 33.7％ 67 66.3％ 101 

広報誌等に掲載 17 32.7％ 35 67.3％ 52 

利用者・家族に配布 56 48.7％ 59 51.3％ 115 

事業所内に備え付け 108 54.3％ 91 45.7％ 199 

町内会等に回覧 0 0.0％ 3 100.0％ 3 

重説に受審を記載 35 47.3％ 39 52.7％ 74 

取り組んでいない 21 23.1％ 70 76.9％ 91 

その他 20 33.3％ 40 66.7％ 60 

選択数 189 38.0％ 308 62.0％ 497 

※複数回答のため事業所数と一致しない 

 

 

 

■分析 

都内と都外で大きな差はなかったが、「事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるように置いて

いる」割合は、都外の方が低かった。むしろ、都内でも 32.7％であり、意外と備え付けていない

ことがわかった。 
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■都内・都外と質問２（評価結果のわかりやすい工夫）の関係 

n=476 （無回答 24） 

 
都 内 都 外 計 

評価結果にコメント 15 31.9％ 32 68.1％ 47 

わかりやすい工夫 34 53.1％ 30 46.9％ 64 

特にしていない 112 33.8％ 219 66.2％ 331 

その他 21 47.7％ 23 52.3％ 44 

選択数 179 37.6％ 297 62.4％ 476 

※複数回答のため事業所数と一致しない 

 

■分 析 

都内の方が「評価結果や事業所の自己評価結果が、一目でわかるように工夫している」という

取り組みを行っている割合が高かった。 

 

 

■都内・都外と質問３（評価結果の利用者閲覧の状況）の関係 

n=450 （無回答 50）  

 
都 内 都 外 計 

よくみている 22 47.8％ 24 52.2％ 46 

たまにみている 58 37.9％ 95 62.1％ 153 

あまり見ていない 68 47.6％ 75 52.4％ 143 

ほとんどみていない 35 32.4％ 73 67.6％ 108 

選択数 183 40.7％ 267 59.3％ 450 

 

 

■分 析 

都内と都外での差はあまりなかった。 
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■都内・都外と質問３（評価結果の利用希望者閲覧の状況）の関係 

n=437（63 カ所が無回答） 

 
都 内 都 外 計 

よくみている 14 38.9％ 22 61.1％ 36 

たまにみている 63 37.5％ 105 62.5％ 168 

あまり見ていない 60 44.4％ 75 55.6％ 135 

ほとんどみていない 40 40.8％ 58 59.2％ 98 

選択数 177 40.5％ 260 59.5％ 437 

 

 

■分 析 

都内と都外での差はあまりなかった。 

 

■都内・都外と質問４（説明会開催の状況）の関係 

n=499 （無回答 1） 

 
都 内 都 外 計 

開催している 68 60.7％ 44 39.3％ 112 

開催していない 114 31.0％ 254 69.0％ 368 

かつて開催していたが

やめた 
4 66.7％ 2 33.3％ 6 

その他 4 30.8％ 9 69.2％ 13 

選択数 190 38.1％ 309 61.9％ 499 

 

 

■分 析 

都内の方が「説明会を開催している」割合が高いということについて有意差があった。 
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４） 評価結果の公表に工夫している事業所ほど利用者がアクセスする機会（閲覧、説明会

など）が多いのではないか 

仮説③「評価結果の公表に工夫している事業所ほど利用者がアクセスする機会（閲覧、説明会

など）が多いのではないか」について、評価結果の公表に工夫している事業者と、利用者などが

アクセスする機会（閲覧、説明会など）との関係を見た。 

 

■質問２「評価結果の公表の工夫」×質問３「評価結果の利用者閲覧の状況」の関係 

 
よく見ている たまに見ている あまり見ていない ほとんど見ていない 合 計 

公表に工夫をして

いる 
23 16.5％ 63 45.3％ 35 25.2％ 18 12.9％ 139 

公表に工夫をして

いない 
23 7.4％ 90 28.9％ 108 34.7％ 90 28.9％ 311 

合 計 46 10.2％ 153 34.0％ 143 31.8％ 108 24.0％ 450 

 

 

■分 析 

利用者が、評価結果の公表について工夫している事業所の評価情報にアクセスする機会が多い

ということには（情報閲覧、説明会など）、有意差が見られた。 
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■質問２「評価結果の公表の工夫」×質問３「評価結果の利用者希望者閲覧の状況」の関係 

 
よく見ている たまに見ている 

あまり見ていな

い 

ほとんど見て

いない 
合計 

公表に工夫を

している 
23 16.5％ 63 45.3％ 35 25.2％ 18 12.9％ 139 

公表に工夫を

していない 
23 7.4％ 90 28.9％ 108 34.7％ 90 28.9％ 311 

合計 46 10.2％ 153 34.0％ 143 31.8％ 108 24.0％ 450 

 

 

公表に工夫をしている事業所の評価結果は、利用者・家族が閲覧する割合が有意に高かった。 

 

■質問２「評価結果の公表の工夫」×質問４「評価結果報告会の開催の状況」の関係 

  開催している 
開催して 

いない 

かつて開催 

していた  
その他 合計 

公表に 

工夫をしている 
54 36.5％ 87 58.8％ 1 0.7％ 6 4.1％ 148 

公表に 

工夫をしていな

い 

58 16.5％ 281 80.1％ 5 1.4％ 7 2.0％ 351 

合計  112 22.4％ 368 73.7％ 6 1.2％ 13 2.6％ 499 

 

 

■分 析 

公表に工夫をしている事業所は評価結果報告会を開催している割合が有意に高かった。 
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５） 分析のまとめ 

本項では、仮説として次の 3つの項目を立て、分析した。 

① さまざまな情報開示に取り組んでいる事業所ほど、利用者のサービス選択に役立っているの

ではないか 

② 第三者評価の受審回数が多い事業所ほど、利用者への情報開示（説明会を含む）に努力して

いるのではないか 

③ 第三者評価結果の公表に工夫している事業所ほど、利用者が情報にアクセスする機会（閲覧、

説明会など）が多いのではないか 

 結果として、仮説②については、少しの項目で有意差があったが、それほど際立つ取り組みの

違いはなかったと言える。 

 一方、仮説①と仮説③についてはかなりの項目で有意差が見られた。第三者評価の受審結果を

積極的に情報開示すること、また開示の内容を利用者・家族（利用希望者含む）にわかりやすい

ように伝える工夫が重要であることが判明した。 
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Ⅲ． ヒアリング調査の結果と分析 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  推進組織ヒアリング調査結果 

 推進組織については、全都道府県にアンケート調査を実施し、35 都道府県から回答を得た。そ

のうち、調査研究目的である「利用者のサービス選択に資するための第三者評価」の活用につい

て、特に特徴的な取り組みを行っている東京都、大阪府、京都府を選び、ヒアリングを行った。 

 

１） ヒアリング対象推進組織の特徴 

① 東京都 

 東京都の推進組織は、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営している。第三者評価も主要な

業務の一つと位置づけ、職員配置も厚くして、推進体制を整えている。東京都は、全社協版とは

かなり異なる独自の評価項目、評価基準で評価を行っていることが特徴である。評価基準は abc

基準ではなく、実施状況を〇×で判断することとなっている。 

また、受審費用補助もあり、かつ受審が事業所運営費補助金の要件ともなっていることから、

群を抜いて受審事業所が多いことが特徴である。平成 28 年度の受審事業所は 2,970 件で、全国が

4,664 件であるから、実に 63.7％が東京都となっている。 

東京都は、第三者評価の目的に、①「利用者のサービス選択」及び「事業の透明性の確保」の

ための情報提供、②事業者の皆さんのサービスの質の向上に向けた取り組みの支援を掲げていて

「利用者のサービス選択」に資することが第一の目的となっていることが、国が示している目的

（第 1 にサービスの質向上、第 2 に利用者のサービス選択に資する）との違いである。そのため、

利用者に情報が届きやすい仕組みづくりに心がけてきており、ホームページなどにも工夫を凝ら

している。 

② 京都府 

 京都府は、推進組織が任意団体により運営されていることが特徴である（全国で唯一）。「京都

介護・福祉サービス第三者評価等支援機構」は、公民協働で立ち上げられた団体で、学識経験者、

関係団体（施設・事業者）、利用者団体、関係職能団体、第三者団体、行政などによって構成され、
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現在、参画団体は 85 団体（個人含む）となっている。 

京都府は評価内容を独自の共通 39 項目とし、自己評価と第三者評価を abc 基準で比べる方式を

とっており、それにアドバイスレポートが加わる。共通 39 項目のみの評価であるから、他に比べ

受診（※）費用が安価である。かつ推進機構が評価料金を設定しているので、評価料金はどこの

評価機関でも同じとなる。そして、推進組織が受診希望事業所と評価機関をマッチングさせると

いうしくみを導入している。 

平成 28 年度の受診件数は 301 件と、東京都（2,970 件）、神奈川県（313 件）に次いで多い。 

※京都府は「受審」ではなく「受診」を採用している。 

③ 大阪府 

大阪府は、府が直営しており、地域福祉課が担当している。評価内容は全社協版に基づき府の

内容を定めており、評価基準は abc 評価で行う。その意味では、スタンダードな推進組織といえ、

東京都や京都府のような独自のしくみはない。参考までに、全国で行政が直営しているところは

36 府県で、委託しているのは 11 都道府県である。 

第三者評価の受審向上には力を入れており、平成 28 年度の受審件数は 100 件である。これは

東京都、神奈川県、京都府、愛知県（124 件）に次いで多い。 

 

２） ヒアリングの結果 

１ 東京都 

 

■基本情報 

 

■機構の体制について 

１ 人員体制 

東京都では、公益財団法人東京都福祉保健財団の「福祉情報部 評価支援室」に「東京

都福祉サービス推進機構」を設置して事業を推進している（専任職員数１０名：平成２９

年４月１日現在）。 

 

２ 具体的な業務内容（東京都と協力して取り組んでいるものを含む） 

（１） 評価機関の認証 

（２） 評価者の研修 

（３） 共通的な評価項目の策定、見直し 

（４） 評価結果の公表 

（５） 上記のほか、普及啓発等に関する主な取り組みみ 

① 平成２９年度の新規取り組みみ 

･ 都民向けパンフレット及びボールペン等の作成及び配布 

･ 区市町村の福祉関連イベントにおけるパネル展示、パンフレット等配布 

･ パネルを活用した第三者評価制度周知（都庁舎内） 

･ 東京都公式動画チャンネル「東京動画」における制度紹介 

都道府県名 東京都    推進機構体制 □都道府県が直営  ☑それ以外  

推進組織 東京都福祉サービス評価推進機構 
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･ 柱面デジタルサイネージ（※）（新宿駅）を活用した第三者評価ＰＲ画像掲出（※）「デ

ジタルサイネージ」とは液晶ディスプレイやプロジェクタ－などカラーの映像表示が可能な装置のこと） 
･ 介護職員キャリアパス導入促進事業補助金説明におけるパンフレット配布 

② 継続取り組みみ 

･ 第三者評価マスコットキャラクターを活用したパンフレット３種、ポスター、ボ

ールペンの作成、地域包括支援センター等への送付 

･ 大型デジタルサイネージ（新宿駅西口広場）による第三者評価ＰＲ画像掲出及び

都民向けポスター掲出（年１回） 

･ 区市町村事業者連絡会等における第三者評価制度の説明（毎年十数カ所） 

･ 区市町村向けの普及啓発（区市町村第三者評価担当者） 

 

■推進機構における第三者評価結果の公表の工夫について 

１．都推進機構ホームページ（とうきょう福祉ナビゲーション：福ナビ）の活用 

 福ナビは福祉サービスを利用するさいに必要とされる様々な情報を提供しているサイトで

あり、福祉サービス第三者評価に関するページもある。 

（１）都民向けの視点でのホームページのリニューアル 

･ 平成２８年度にホームページをリニューアルし、絵で説明したり、ピクトグラム（絵

文字）やボタン形式にしたりなど、都民のアクセスのしやすさの視点から改修した。 

･ これまでのトップページの情報量が多かったので、都民向け以外のコンテンツは「サ

ービス事業者の皆さんはこちら」などページを分けて整理をしたり、チェックボッ

クス式にしてサービスを見やすくしたりするなど、「検索のしやすさ」を意識して改

修した。 

（２）「高齢在宅系評価結果概要版」の掲載 

･ 全部の第三者評価受審事業者を掲載しており、膨大なデータから必要な情報を取り

出すことは難しいと思われるため、まずは事業所の特徴を知ってもらう趣旨で、受

審率の向上が課題である「訪問介護」「通所介護」「居宅介護支援」の事業所に関す

る「高齢在宅系評価結果概要版」を掲載している。 

･ 特徴をつかみやすいように、第三者の視点での評価の中枢である「全体の評価講評」、

事業者がＰＲしたい「事業者が特に力を入れている取り組みみ（事業者の理念、ビ

ジョン、使命など）」、利用者の視点である「利用者調査結果」を掲載している。 

･ 特に高齢居宅系事業所については区市町村の窓口で活用してもらう目的から、ＰＤ

Ｆ化したものを掲載している。 

（３）「改善取り組み事例集」の掲載 

･ 「事業者の取り組みを見る」の中に「改善取り組み事例集」を掲載している。 

･ 第三者評価を受審して改善に取り組んでいる事業所のうち好事例を選定している。 

（４）「連続受審事業所の紹介」の掲載（「区市町村別の事業所一覧」および「インタビュー」） 

受審が少ない高齢居宅系事業所の中で、定期的に受審している事業所はサービスの質
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の向上や透明性の確保についての意識が高いと考え、「区市町村別連続受審事業所一覧」

と「連続受審事業所インタビュー」を掲載している。 

･ 区市町村別連続受審事業所一覧 

前述のサービスの質向上や透明性の確保について意識が高い事業所としての周知

のほか、区市町村において他の自治体を意識していただくことを期待してのもの。 

･ 連続受審事業所インタビュー 

連続受審している事業所の中から指定管理制度等で第三者評価受審が義務となっ

ているところを除き、総合的に判断して熱心にサービスの改善に取り組んでいる

と思われる事業者にインタビューしたもの。 

第三者評価を受審したことがない事業所が、評価の実際やメリットをイメージし

やすいようにすることで、受審促進につなげるねらいで掲載。 

２ 区市町村、地域包括支援センターへの評価結果概要版印刷物による公表結果の配布 

区市町村および地域包括支援センターに以下の資料を印刷して配布し、窓口などでの結

果公表に活用していただいている。今後は、区市町村の希望に応じて、高齢居宅系以外の

サービスの概要版 PDFの配布も対応する予定。 

（１） 高齢居宅系サービス第三者評価受審事業所リスト（訪問介護、通所介護、居宅介護支

援事業所のみ） 

（２） 高齢在宅系評価結果概要版（同上） 

（３） 区市町村別連続受審事業所一覧（平成 29年度は小規模多機能型居宅介護、訪問介護、

居宅介護支援事業所） 

（４） 連続受審事業所インタビュー（同上） 

 

■評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいること 

１ 福ナビによる取り組みみ 

（１） 評価結果の検索方法の工夫 

･ 「サービスから探す」「所在地から探す」「事業所名から探す」「評価結果を比較する」

「キーワードから探す」などの検索方法の工夫。 

･ 「連続受審事業所の紹介」「高齢居宅系評価結果概要版」「保育系サービス受審事業

所リスト」などの概略的な理解につながるコンテンツ。 

（２） 「高齢居宅系事業所評価結果概要版」の掲載 

前述のとおり、ホームページおよび印刷物で公表。 

（３） 「区市町村別連続受審事業所一覧」の掲載 

前述のとおり、ホームページおよび印刷物で公表。 

２ 都や区市町村が行う事業でのブース出展など 

都の事業者向け会議（集団指導など）での制度説明や区市町村主催のイベントにおける
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ブース出展などでＰＲを行っている（パネル展示、リーフレット等の配布）。 

今後は特に区市町村主催のイベントでの出展に力を入れたいと考えている。 

３ 都民向けＰＲ 

（１） リーフレットの配布 

･ 平成２９年度の配布先 

区市町村（必要部数の要望に応じて配布）、地域包括支援センター（全箇所）、 

東京都社会福祉協議会、区市町村社会福祉協議会、 

評価機関（送付先件数７２８カ所） 

･ 平成３０年度は、都民のさらなる活用を目指し評価結果の見方や活用のポイントを

紹介する内容のリーフレットを発行することを検討中である。 

（２） ステッカーの配布 

評価結果が福ナビアップされてから受審事業所に直接送付している。 

（３） 東京都公式動画チャンネル（東京動画）における制度紹介。 

（４） 柱面デジタルサイネージ（新宿区）等を活用したＰＲ画像提出 

４ 区市町村に対するサポート 

以下の印刷資料を区市町村に配布（前述のとおり）。 

（１） 高齢居宅系サービス第三者評価受審事業所リスト（訪問介護、通所介護、居宅介護支

援事業所のみ） 

（２） 高齢在宅系評価結果概要版（同上） 

（３） 区市町村別連続受審事業所一覧（平成 29年度は小規模多機能型居宅介護、訪問介護、

居宅介護支援事業所） 

（４） 連続受審事業所インタビュー（同上） 

５ 区市町村による取り組みみの例（区市町村によって取り組みみに差異がある） 

（１） 都推進機構が配布したリーフレット等の配架 

（２） 事業所に対する受審費用補助金申請書の配布 

（３） 受審事業所のリストの掲示や配布 

 

■評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報 

以下のような事項が考えられるが、事業所の求める情報と都民の求める情報とは異なり、

そのバランスが難しいのではないかと考えている。 

なお、いわゆる「口コミ情報」のような情報が歓迎されるのかもしれないが、適切なサー

ビス選択という意味では疑問が残る。 

１ 職員の定着率、経験年数 

職員の「定着率」や「経験年数」はサービスの質に関係してくる事項ではないか。 

２ 利用者調査の結果 

複数年の利用者調査の結果の経過を見ることで、事業所のサービスに対する姿勢が読み

取れるのではないか。 
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３ 医療などとの連携 

医療など他のサービスとの連携の状況を把握することで、介護や障害で健康状態が変化

した際に円滑に対応してくれるかどうかの安心感につながるのではないか。 

 

■受審の推進に向けた努力 

１ 都の担当部署（指導監査部）との連携 

（１） 行政施策との連携 

･ サービスの質の向上を担保するツールは第三者評価以外にはあまりないことから、

事業所への新規の補助金や見直しの際に第三者評価の受審を交付要件（指標）にす

る場合がある。 

･ 都の政策方針により、質向上が求められるサービスに、第三者評価の導入が検討さ

れることがある。最近では、認可外保育施設への第三者評価の対象化（平成３０年

度評価開始）などが挙げられる。 

（２） 集団指導や実地指導での受審の奨励 

都では福祉サービス事業所に対する集団指導や施設での実地指導において受審を奨励

している。 

２ 都による補助金の交付 

（１） 事業所に対する受審費用の補助 

サービス種別により補助金の仕組みが異なる。全額補助（上限あり）や区市町村が補

助した額の二分の一補助など。 

（２） 受審を事業所に対する運営費補助の要件にしている（３年ごとの受審を促進） 

３ 都の会議や研修での事業者への説明 

介護職員キャリアパス導入促進事業補助金説明会、都市型軽費老人ホーム事業者説明会、

介護老人保健施設事業者説明会、高齢居宅サービス事業者等の集団指導、介護サービス新

規事業者向け研修会 など 

４ 区市町村事業者連絡会等における説明（要請に基づいて対応） 

都推進機構から区市町村に呼びかけ、要請に応じて障害・高齢・児童の事業者連絡会に

おいて説明を行っている（年間１０数カ所）。 

５ 区市町村によるＰＲ 

自治体によっては独自に受審事業所のリストを掲示し、また事業者向けに受審費用の補

助金の申請書類を送付する際に前年度の受審事業所リストを同封している。こういった取

り組みみを行っている地域の受審率は高い。 

６ 施設種別協議会との連携 

（１） 各種委員会への委員推薦 

（２） 東京都社会福祉協議会へのリーフレットの配布依頼 
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■第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサービス選択に役立つシステム 

１  福ナビによる情報公開  

「福祉サービス第三者評価事業」、「介護サービスの公表」、「事業所情報」な

どを一体的に情報提供  

２  高齢居宅系事業者の受審促進策の実施  

「働きやすい福祉・介護職場宣言情報公表事業（働きやすい職場づくりに取

り組むことを宣言する高齢・児童・障害分野の事業所の情報を学生や求職者に

広く公表することで、人材の確保と定着を応援する制度：東京都福祉保健財団

ホームページより）」と連携した受審事業所の公表を検討中。  

 

■その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策 

１ 東京都における福祉サービス第三者評価事業の目的 

  第三者評価制度は、介護保険制度の導入を機に検討された。介護保険制度は、利用者と

サービス提供事業者が対等な立場であることが前提で成り立つ制度であったことから、都

では第三者評価の制度設計の段階から利用者のサービス選択に資するものであることを重

要視していた経緯がある（以下は「東京都における福祉サービス第三者評価について（指

針）」）。 

（１） 第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することにより、サ

ービスの内容を利用者に見えるものとすること 

（２） サービス提供事業者の質の競い合いを促進させ、サービスの質の向上に向けた事業者

の取り組みを促すことにより、利用者本位のサービスシステムの構築を行うこと 

２ 諸課題など 

（１） 利用者のサービス選択に資することと受審率の向上は表裏一体であること 

（２） 適切なタイミングでどのような情報を都民に提供するかの明確化（都民に身近な区市

町村や地域包括支援センターなどの役割も含めて） 

 

〔ヒアリング担当者による所感〕 

東京都は受審費用の補助や運営費補助の要件に評価の受審を位置付けるなど、他道府県に

比べて手厚い財政支援による受審促進策が際立つが、ヒアリングでは利用者（都民）のサー

ビス選択に資するという視点での取り組みを重視していることに強い印象を受けた。 

東京都の取り組みの主な特徴は以下の点にある。 

１ 事業の一義的な目的に「利用者の視点」を位置付けていること 

東京都は事業の目的の第一に「サービスの内容を利用者に見えるものにする」ことを掲

げ、「利用者の視点」を事業開始当初から明確に位置付けている。 

そのため、東京都推進機構では、ホームページの掲載内容の工夫、都や区市町村が主催

するイベントへの出展、都民向けリーフレットの配布（毎年度）、区市町村への情報提供（受

審結果の概要版や受審事業所リストの配布など）などを行い、より都民が情報に接しやす

くすることに努めている。 
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２ 区市町村や地域包括支援センター等への情報提供を重視していること 

利用者（都民）が事業所情報に接しやすくするため、区市町村や地域包括支援センター

等に印刷物（高齢居宅系サービス第三者評価受審事業所リスト、高齢在宅系評価結果概要

版、区市町村別連続受審事業所一覧、連続受審事業所インタビュー）での情報提供を行っ

ている。 

区によってはそれらをカウンターに配置したり掲示したりするなど、都民がより情報を

把握できるように工夫しているという。 

３ 受審促進を図るために区市町村等に働きかけていること 

利用者のサービス選択に資することと「表裏一体」として、東京都でも特に在宅系事業

所の受審促進は大きな課題になっている。そのため、区市町村等への働きかけを強めるこ

とで受審促進を図ろうとしている。 

リーフレットの配布はもとより、都や区市町村の事業者向け説明会や研修会などで受審

を奨励している。福祉事業所に対する区市町村の役割が大きくなっている中で、区市町村

への働きかけは重要である。 

利用者に提供する情報をより分かりやすく工夫すること（インターネット、利用者向けリ

ーフレットなど）や、利用者に身近な機関や専門職（区市町村、地域包括支援センターなど）

が情報を適切に持っていることが重要であると認識させられた。 

そこをどう強化するかが、利用者がサービス選択のタイミングで適切に情報を入手するう

えでの大きな課題になるのではないだろうか。 

 

図１ 東京都の受審済ステッカー①：標準の評価の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 東京都の受審済ステッカー②：サービス項目中心の評価の場合 

 

 

 

 

【東京都の都民向けパンフレット】 
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２ 大阪府 

 

■基本情報 

 

■機構の体制について 

１ 人員体制 

地域福祉課の職員１名が事務的な専従で担っている。支援機構としての管理的な役割は

課として担っている。 

 

２ 具体的な業務内容 

・評価機関の認証 

２０１８年２月末現在の評価機関数は１３機関 

・評価者研修の企画開催 

①養成研修年１回（５４名程度定員で５日間・実習あり） 

②評価調査者継続研修（基礎編・スキルアップ編をそれぞれ年１回で１日・５０名定員） 

・評価結果の公表、その他 

 

■推進機構における第三者評価結果の公表の工夫について 

・大阪府のホームページにおいて、福祉分野ごとに評価結果を掲載し、受審件数の多い高齢・

児童福祉分野に関しては地域ごとに掲載している。 

・評価結果報告書においては、各評価基準・評価細目の「a、b、c」の評価だけでなく、評

価機関総合コメント、特に評価の高い点、改善を求められる点、さらに第三者評価結果に

対する施設・事業所のコメントを記入できるよう様式を定めている。  

 

■評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいること 

・紙ベースの受審証（1枚）及びマグネットステッカー（2枚）を交付している。（見本参照） 

・大阪府のホームページで評価結果を公表している。 

・大阪府社会福祉協議会の福祉人材センターの中に評価結果閲覧コーナーを設置しており、

府民や求職者が紙ベースの評価結果を見ることが出来るようにしている。 

 

■評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報 

・例示（注）に加え、各施設の費用、提供サービスの例、事業所のＰＲ等が考えられる。 

・また、これらの情報については、事業所ごとの情報を比較できるシステムにすることが必

要であると考えられる。 

 （注）ヒアリングをするにあたって、この質問では、以下の内容を例示している。 

・職員の定着率、空き情報、見学案内、設備などを画像で紹介、人員配置、送迎の有無、工賃規

程、他の事業所や企業との連携、利用者満足度の開示、職員自己評価の開示、評価後の改善へ

の取り組み等。 

都道府県名 大阪府    推進機構体制 ☑都道府県が直営 □それ以外  

推進組織 大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課 
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■受審の推進に向けた努力 

１）受審事業所へのインセンティブ 

・大阪府社会福祉協議会の中に評価結果閲覧コーナーを設置して、府民が閲覧できるように

している。 

・福祉関係のイベント「福祉の就職総合フェア」で受審結果を閲覧できるようＰＲしている。

具体的には、閲覧ブースの設置と事業所の紹介欄に、第三者評価を受審しているかどうか

のチェック欄を設けている。 

・高齢分野については、「施設整備補助金」の審査基準に第三者評価受審を盛り込んでおり、

大阪府老人福祉施設等整備補助金の整備における遵守事項として条件化している。（29年

度から） 

（参考）大阪市でも保育分野で受審費用について独自に補助金を上乗せすることとした（30

年度から） 

 

２）受審促進の取り組み 

・市町村地域福祉担当課長会議等で第三者評価制度を周知している。 

・受審結果の公表を 3年間としているので、公表が終了になる事業者へ受審促進の案内文送

付等の働きかけを行っている。 

・「福祉の就職総合フェア」で、出展事業者及び参加者に向けた第三者評価の事業説明を行っ

ている。 

・事業所を対象とした指導監査説明会等で受審をＰＲしている。 

・大阪府のホームページに受審事業者の感想を掲載している。 

・チラシを作成して、様々な機会に配布している。（見本参照） 

 

■第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサービス選択に役立つシステム 

・地域密着型サービスの外部評価（認知症対応型共同生活介護の事業者が、提供する介護サ

ービスの質について外部の評価機関から受けた評価の結果をワムネットホームページに掲

載するもの）を行っている。 

〔ヒアリング担当者による所感〕 

・「サービスを選ぶことに資する」ためには、まず受審が伸びることが前提であろう。そのた

めには受審促進の取り組みが大事である。この課題に対する取り組みとして、受審結果の

公表を３年間で区切っているので、公表が終了となる事業者への受審促進を案内するとい

うのも、受審促進につながる良い取り組みといえる。 

・福祉人材センター内に評価結果を閲覧できる工夫や「福祉の就職総合フェア」において説

明するなどの工夫は、人材確保が困難な状況の中で、良い取り組みといえる。第三者評価

が就職希望者にとって選択する材料となることは、受審へのインセンティブとなると思わ

れる。 

・「施設整備補助金」の審査基準に第三者評価受審を盛り込むという取り組みは、受審促進の

呼び水として大きいものがあると思うので、今後、どの程度の実効性があるか、検証でき
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ればよいと思う。 

・大阪府のホームページに「福祉サービス第三者評価受審事業者の声」を載せて、事業所に

とって受審することが質の向上につながるものであることをＰＲしていることも、地道で

はあるが良い取り組みである。 

・上記のように、限られた予算の中で受審促進の工夫をしていることは、他の推進機構にと

って参考となるのではないか。 

 

【大阪府受審証・マグネットステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府受審証】 
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３ 京都府 

 

■基本情報 

 

■機構の体制について 

１ 人員体制 

社会福祉協議会の職員３名が兼務で支援機構としての役割を担っている。そのため組織体

制としては極めて脆弱な状況の中で事業を行っており、評価実績が伸びないのもそこにも要

因があるのではないかと考えている。 

２ 具体的な業務内容 

・評価機関の認証 

２０１８年２月末現在の評価機関数は１７機関 

・評価者研修の企画開催 

①養成研修年１回（４０名定員で４日間） 

②評価調査者フォローアップ研修（年１～２回で１日） 

・評価機関と受診事業者のマッチング 

受診希望事業者は支援機構に「受診応募票」を提出、評価機関も可能評価件数や領域など

を支援機構に報告している。この両者の希望を調整して担当する評価機関を決定。 

・評価結果の公表 

・その他 

 

３ 第三者評価の流れ 

①受診希望事業者が「受診応募票」に、希望する評価機関３カ所記載して推進機構に提出

し、推進機構が評価機関を決定。 

②その後、受診希望事業者は「評価申込書」に、添付書類（自己評価の結果、事業所概要、

職員の勤務体制一覧、その他）を添えて評価機関に提出。 

③評価機関はヒアリング日を通知して、事業所を訪問し、評価調査。 

④その後、評価機関は「評価結果対比シート、アドバイス・レポート」を作成して受診事

業者に報告 

⑤これを受けた受診事業者は「評価結果意見書」を評価機関に提出 

京都府の特徴として、推進組織に受信の申し込みをし、評価機関の決定も推進組織が担当

していることである。 

 

■推進機構における第三者評価結果の公表の工夫について 

・評価結果はＰＤＦ加工を経て「福祉サービス等第三者評価結果」としてホームページにア

ップし、誰でも見られる状態になっている。 

・評価結果として、評価項目ごとに自己評価と第三者評価結果を比較できる「評価対比シー

ト」と「アドバイス・レポート」「総括コメント」が作成されている。 

この中でも「評価比較シート」は京都府の特徴と考える。 

都道府県名  京都府     推進機構体制 □都道府県が直営 ☑それ以外  

推進組織 京都府介護福祉サービス第三者評価等支援機構（京都府社会福祉協議会内） 
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・以前は評価結果を印刷して居宅介護支援事業所等に送付したこともあったが、労力とお金

もかかることから中止した。なお、評価結果を見やすくするためのグラフ化やチャート化

する等の取り組みは現在のところ行っていない。 

  

■評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいること 

・京都府では第三者評価の「受審」を、あえて「受診」としている。その理由として、第三

者評価は事業所を審判や格付けするものではなく、ありのままを診るという意味から「受

診」とした。 

・第三者評価受診事業所には、四葉のクローバーがマークされた「受診証」を発行している。

受診事業所は 

これを事業所の玄関など、人々の目に入りやすい場所に掲示している。また四葉のクロー

バーの受診マークはダウンロードもできるため、これを名刺に取り込んでいる事業所もあ

る（見本参照） 

 

【京都府の受診証】 

 

 

                 

 

 

・事業所及び関係者から一般府民等まで「どなたでもどうぞ」と、対象を絞らずに開催した

５周年、１０周年の記念シンポジウムで第三者評価も取り上げ、その周知を図った。 

・受診事業所の紹介は、社会福祉協議会が関係する事業所や府民対象のイベント会場に置く

ようにしている。 

 

■評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報 

・受診事業所に「事業所概要書」（事業所の基本情報や勤務状況等）を提出してもらっている

が、これを機構としては直接公表資料として扱っていない。ただし評価機関が受診事業所

の特徴として拾い出して講評に入れるかどうかは、評価機関が決定することである。 
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■受審の推進に向けた努力 

・行政の事業所管理担当課との協働としては、行政の担当課が障害と介護保険に関して事業

者を対象に年２回開催している集団指導の際の配布資料の中に、第三者評価受診を勧める

資料を入れて周知に努めている。 

・受診費用を行政が支出する運営補助金のメニューに入れていて、受診の促進を図っている。 

・第三者評価の受診が３年に１回以上である事業所は、介護保険の集中減算の対象としない。 

・社会福祉協議会の中に置かれている種別協議会とは、一体になって事業を進めている。そ

のため種別協を通して第三者評価受診のＰＲも行っている。 

 

■第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサービス選択に役立つシステム 

・「きょうと福祉人材育成認証制度」宣言事業所を募集し、認証事業所を公表し

ている。福祉人材の確保が急務とされている中で、人材育成に積極的に取り組

む事業所を認証する制度として京都府が先駆的に取り組んだ。そして認証要件

の中に第三者評価の受診を義務づけている。  

・保育所、社会的養護施設については、第三者評価の受審が準義務、義務となり評価費用も

国基準が示されたため、これに準じる形になっている。しかしその他の事業についてはあ

くまでも任意の中であり、京都市における介護サービス第三者評価は、「共通評価項目（３

９項目）」を活用している。内容評価項目は取り上げていない。なお、２０１７年４月に全

社協が高齢者福祉サービス版として高齢者福祉サービスのガイドラインを作成しているが、

認知症に関する部分が少ないと判断して、京都府としてはこれを使わず、３９項目の範囲

で行っている。 

 

■その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策 

・現在の評価結果そのものを、市民がサービスの選択に役立てることは難しい。その理由は、

専門的な知識がないとわかりにくい表現や情報量が多いこと等である。 

・市民の知りたいことは何か、それに絞り込んだ情報にする必要があると考える。 

・ただし現状は、受診事業者の割合が少ない状況にあるからこそ、受診した事業所の姿勢は

わかってもらえるのではないかとも考える。 

 

〔ヒアリング担当者による所感〕 

・評価機関１７カ所に評価受診申請事業所をマッチングする役割は、推進機構としての特徴

と感じた。この時、評価受診費用の年度予算と評価機関が実施可能とする事業の種類と件

数、さらに評価受診申請件数をにらんで調整している。 

 

・「京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構」として、「介護サービス第三者評価 受

診の手引き」Ａ４判・９７頁を毎年３００冊発行して配布、受診の促進に活用している。

この内容構成は、京都府の評価の手法がまとめられており、受診を希望する事業者が知り

たいことが要領よくまとめられている。  
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・限られた予算の範囲で、しかも担当する職員３名は兼務という状態の中で、様々な工夫をし

ながら第三者評価の受診拡大に向け活動している。受診拡大については、第三者評価に関す

る講演会開催時等際は、施設種別協議会協の協力を得ている。そして、受診の効果について

もＰＲをしてもらっている。一体的活動の側面を感じた。さらに、集団指導の際に行政への

働きかけも積極的に行っていることがわかった。 

 

 ・利用者に対するＰＲとしては、積極的な取組みは見られないが、第三者評価を紹介したリ

ーフレットには、「受審」ではなく「受診（ありのままに診る）」と紹介し、また、「サービス

の質の向上に向けた取り組みを図ってゆく内的効果と評価結果を公表することによる事業の

透明化で事業所が取り組んでいる内容をアピールする外的効果が期待できます。その情報は

利用者の皆さんがサービスを選択する際の有効な材料となります」と紹介している。 

 

 

２  推進組織ヒアリング調査結果の分析 

利用者が第三者評価結果を見られる機会を提供する取り組みとして、ヒアリング調査を行った

3 カ所の推進組織では、いずれでも、①都庁・府庁のホームページへの掲載、②パンフレット・

リーフレットの作成、③第三者評価の進め方や受審事業所の紹介を掲載した冊子の作成、④受審

済ステッカーの配布などの取り組みを共通して行っていた。 

一方、推進機構として掲げる第三者評価の目的、位置づけ、および推進組織の体制が利用者の

選択に資する取り組みには大きく影響していた。 

 

１） 東京都の場合 

まず、東京都では福祉サービス第三者評価の事業の目的の第一に「サービスの内容を利用者に

見えるものにする」ことを掲げ、「利用者の視点」ということについて事業の開始当初から明確に

位置づけてきている。 

利用者の選択に資する取り組みとしては、受審事業所への「受審済ステッカー」の配布などは

もとより、ホームページへの掲載内容についての工夫、都や区市町村が主催するイベント・行事

への出展、都民向けリーフレットの配布（毎年度）、区市町村への情報提供（評価受審結果の概要

版の作成や受審事業所リストの配布など）を行って、都民が福祉サービス第三者に関する情報に

より接しやすくすることに努めている。利用者が有効な情報を入手するためには、身近な機関や

専門職（区市町村、地域包括支援センターなど）が情報を適切に持っていることがいかに重要か、

改めて認識させられた。 

そして、このような活動実践には推進組織（正式名称「東京都福祉サービス評価推進機構」）の

組織体制が影響しているものと思われる。それは東京都の外郭団体である「公益財団法人東京都

福祉保健財団」の一事業として位置づけ、常勤の専任職員を配置して取り組む体制である。 

また、第三者評価の目的と位置づけについて考える場合には、東京都の地域性が、そのことに

影響しているとも思われる。東京都の場合は福祉サービスを担う事業所数が多く、新規開設者も

多いこと、そして多様な法人による事業実施がその特徴としてあげられ、いわゆる「口コミ」が
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機能しない地域であり、依存しにくい地域であるともいえよう。 

今回のヒアリングでも「都の政策方針により、質向上が求められるサービスに、第三者評価の

導入が検討されることがあり、最近では認可外保育施設の第三者評価の対象化（平成 30 年度から

評価開始）などがあげられる」といった内容が述べられていた。 

 

２） 大阪府の場合 

大阪府では、大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課が推進組織を担当している。現状の課題

として「サービスを選ぶことに資する」ためには、まずは受審数が伸びることが前提であろう。

そのためには「受審促進の取り組み」が大事であるとし、受審証およびマグネットステッカーを

交付している。 

また、大阪府のホームページで評価結果を公表するとともに、関連イベントや研修会などでも

紹介している。例えば、大阪府社会福祉協議会の「福祉の就職総合フェア」では、出展事業者や

参加者に向けて第三者評価の事業説明を行っている。また、福祉サービス事業所対象の指導監査

説明会などさまざまな機会を捉え、評価受審を PR するチラシを配布することなどに取り組んで

いる。さらに、大阪府社会福祉協議会の福祉人材センター内に「評価結果閲覧コーナー」を設置

しており、府民や求職者が紙ベースで第三者評価の結果を閲覧することができるようにしている。

しかし、それでも現状では「利用者がサービスを選択する際の情報」について課題を明確にした

取り組みは見られない。 

推進組織の体制を見ると地域福祉課の職員１名が事務的業務を専従で担い、支援機構としての

管理的な役割は担当課全体として担っている。東京都の場合と比較すると体制面においては弱い

といえる。 

 

２） 京都府の場合 

京都府の場合は、任意団体で運営しているのが特徴である（全国で唯一）。「京都介護・福祉

サービス第三者評価等支援機構」は、公民協働で立ち上げられた団体で、学識経験者、関係団体

（施設・事業者）、利用者団体、関係職能団体、第三者団体等、行政などから構成されている。

京都府では「受診促進と受診のしやすさ」を課題としていて、第三者評価の「受審」のことを、

あえて「受診」と表記している。その理由として「第三者評価は事業所を審判したり格付けする

ものではなく“ありのままを診る”という意味から「受診」とした」としている。 

また、評価基準についても、多くの自治体が全国共通の評価基準に基づき取り組みを実施して

いるなかで、京都府では共通評価項目のみ活用し、かつそれも 39 項目（全国的には 45 項目）に

絞り込んでいるなどの特徴がある。 

府ホームページで第三者評価の受診結果を公表するとともに、受診事業所にインセンティブを

与えること、および受診の促進を目的として、第三者評価受診事業所には四つ葉のクローバーが

マークされた「受診証」を発行している。また、第三者評価を説明するチラシなどを府社会福祉

協議会が関係する事業所や府民対象のイベント会場などに置くようにしている。研修会や講演会

でも第三者評価について紹介している。 

さらに「きょうと福祉人材育成認証制度」宣言事業所を募集する取り組みがあり、認証事業所

を公表している。この認証制度は、福祉人材の確保が急務とされているなかで、人材育成に積極
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的に取り組む事業所を認証する制度であり、京都府において、先駆的に取り組まれているもので

ある。その認証用件として「第三者評価の受診」を義務づけている。 

ただし、現状では「利用者サービスを選択する際の情報」のあり方についての課題を明確に

した取り組みは見られない。 

推進組織の体制を見ると、社会福祉協議会の職員 3 名が兼務で役割を担っている。そのため、

組織体制としては極めて脆弱な状況で事業を行っており、評価実績が伸びないことも「そこにも

要因があるのではないか」という見解があった。 
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３  受審事業所ヒアリング調査結果 

受審事業所については、アンケート調査に回答した 500 カ所の事業所のうち、そのアンケート

内容などから第三者評価の活用に意欲的と思われる事業所を 21 カ所選択してヒアリング調査を

実施した。 

そのうち、独自の取り組みを行っている事業所を 5 カ所選んで「活用事例」としてまとめ、本

研究報告書の別冊として「活用事例集」を作成している。 

 ここでは、21カ所のヒアリング調査結果の全体について報告する。 

 

１） ヒアリングを実施した事業所 

 

■ヒアリングを実施した事業所 （保育 10カ所・障害 6カ所・高齢 5カ所） 

 都道府県 事業所名（法人名） 種別 

１ 北海道 特別養護老人ホーム フルーツ・シャトーよいち 高 齢 

２ 北海道 愛和福祉会 エルム保育園 保 育 

３ 北海道 愛和福祉会 もみじ台北保育園 保 育 

４ 北海道 愛和福祉会 新穂保育園 保 育 

５ 北海道 特別養護老人ホーム 厚別栄和荘 高 齢 

６ 岩手県 森の子保育園 保 育 

７ 東京都 社会福祉法人 正夢の会 昭島生活実習所 障 害 

８ 東京都 障害者支援施設みずき 障 害 

９ 埼玉県 公益財団法人 鉄道弘済会 戸田駅前保育所 保 育 

10 神奈川県 神奈川後保護施設 悠悠 障 害 

11 新潟県 障害者サービス事業所 魚野の家 障 害 

12 新潟県 特別養護老人ホーム こしじの里 高 齢 

13 静岡県 社会福祉法人天竜厚生会 みのり 障 害 

14 静岡県 社会福祉法人天竜厚生会 子育てセンターしんぱら 保 育 

15 鳥取県 幼保連携型認定こども園 キッズタウンかみごとう 保 育 

16 鳥取県 社会福祉法人こうほうえん キッズタウン第 2保育園 保 育 

17 鳥取県 社会福祉法人こうほうえん キッズタウンさくら保育園 保 育 

18 岡山県 社会福祉法人クムレ 保 育 

19 岡山県 軽費老人ホーム ケアハウスこうのしま 高 齢 

20 岡山県 社会福祉法人天神会 こうのしま介護老人保健施設 高 齢 

21 鹿児島県 社会福祉法人 常磐会 障 害 
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■ヒアリング事業所の受審回数 

受審回数 事業所数 

1回 5 

2回 7 

3回 2 

4回 4 

11回 1 

12回 1 

※不明 1 

計 21 

※不明は法人への調査だったため。法人としては 11カ所ある事業所を3年に 1回受審させている。 

●コメント 

 おおむね 2回以上が多く、第三者評価を積極的に受審している状況がある。 

 

 

２） ヒアリングの結果 

 

ヒアリング項目１  

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、貴事業所として独自の公表をしてい

ますか（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

評価結果を事業所・法人のホームページに掲載している 13 61.9％ 

事業所・法人のホームページに、推進組織・ワムネットのホームページ

のリンクを貼って、閲覧できるようにしている 

6 28.6％ 

広報誌等に評価結果（概要などでも可）を掲載している 4 19.0％ 

評価結果（概要などでも可）を利用者・家族に配布している 8 38.1％ 

事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるように置いている 12 57.1％ 

地域の町内会等に評価結果（概要などでも可）を回覧している 0 0.0％ 

重要事項説明書に、受審したことを記載している 2 9.5％ 

独自公表：取り組んでいない 3 14.3％ 

独自公表：その他 10 47.6％ 

【その他の内容】 

・受審済証明書を掲示 （岩手県・保育） 

・受審したことを掲示で保護者に知らせた （埼玉県・保育） 

・法人役員会で評価結果を配布して説明している。 （新潟県・高齢） 

・情報開示と透明性の確保には法人として伝統的に重点を置いて取り組んできた。第三者評価に
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も当初より継続的に取り組み、法人のホームページから県の推進組織の評価結果の公表画面にリ

ンクを張るなど、関係者に対する周知に努めている。 （神奈川県・障害） 

・保護者の集いにて家族へ第三者評価の受審を報告 （静岡県・障害） 

・評価結果を職員会議で説明し、振り返りを行っている。 （東京都・障害） 

・公式な評価が 1年たっても届かないので公表できない （北海道・高齢） 

・園内に受審証明を掲示している （北海道・保育）※ 

・園内に受審証明を掲示している （北海道・保育）※ 

・園内に受審証明を掲示している （北海道・保育）※ 

※同一法人 

●コメント 

 事業所独自の公表方法は、「評価結果を事業所・法人のホームページに掲載している」61.9％、

「事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるように置いている」57.1％である。利用者がアク

セスしやすい方法としてホームページが考えられ、取り組みの推進を期待する。 

 

ヒアリング項目２  

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、利用者・家族や住民が理解しやすい

工夫を行っていますか（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

評価結果について、コメントをつけ解説して、ホームページなどで公

表している 

4 19.0％ 

評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるように工夫してい

る 

6 28.6％ 

特にしていない 11 52.4％ 

その他 4 19.0％ 

 

【工夫の内容】 

・家族会では評価結果の概要書を作成して説明会を実施。職員からもわかりやすい説明を実施し

た。広報誌で第三者評価結果の概要を記載して、利用者や家族等だけでなく、地域に回覧し周知

している（新潟県・高齢） 

・利用者の自治会において、評価結果を配布して職員から概要説明を実施した。家族会では、評

価機関の評価者に説明を依頼した。この説明会には、法人役員も参加している（新潟県・障害） 

【その他の内容】 

・保護者・家族に報告会参加を呼びかけ公開している（岡山県・保育・障害） 

・評価結果を見て不明な点があった場合は、園に質問できる体制を整えていた （埼玉県・保育） 

・受審件数を増やすことで、住民の理解も深まると考える（鹿児島県・障害） 

・法人のホームページに県推進組織による第三者評価の定義と目的を抜粋して掲載しているほか、

当法人の第三者評価に対する姿勢と取り組みの経緯を載せている。初期段階（10年以上前）では、
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法人のホームページで評価結果を公表したこともあった（神奈川県・障害） 

・法人全体として公表しているが、特に工夫はしていない （北海道・保育） ※ 

・法人全体として公表しているが、特に工夫はしていない （北海道・保育） ※ 

・法人全体として公表しているが、特に工夫はしていない （北海道・保育） ※ 

※同一法人 

■コメント 

事業所独自の公表の際に工夫していることは評価結果のわかりやすさであるが、課題は「特に

していない」52.4％であり、取り組みが求められる。 

 

 

ヒアリング項目３  

 評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか 

          頻度 

誰が 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

無回答 

 

１ 利用者・家族 1（4.8％） 5（23.8％） 10

（47,6％） 

5（23.8％） 0（0,0％） 

２  利用を希望する

人・家族 

0（0,0％） 6（28,6％） 9（42.9％） 5（23.8％） 1（4.8％） 

３ その他の住民 0（0,0％） 0（0,0％） 5（23.8％） 14（66.7％） 2（9.5％） 

４ サービス事業者 2（9.5％） 7（33.3％） 8（38.1％） 2（9.5％） 2（9.5％） 

５ 行政職員 4（19.0％） 4（19.0％） 11（52.4％） 1（4.8％） 1（4.8％） 

６ 評価機関関係者 4（19.0％） 8（38.1％） 6（28,6％） 1（4.8％） 2（9.5％） 

７ 学識関係者 3（14.3％） 2（9.5％） 11（52.4％） 3（14.3％） 2（9.5％） 

 

●コメント 

公表された評価結果は「よく見ている」「たまに見ている」の割合から評価機関関係者に次いで、

サービス事業者、行政関係者である。利用者・家族および利用を希望する人・家族の割合は低く、

またその他の住民においては低率であり、取り組みが求められる。 
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ヒアリング項目４ 

貴事業所が受審した第三者評価の結果について、利用者または家族向けに説明会（報

告会）を開催していますか 

選択肢 選択数 取組割合 

開催している 10 47.6 

開催していない 8 38.1 

その他 3 14.3 

【その他の内容】 

・11月開催予定の施設と家族の交流会で報告予定 （岡山県・高齢） 

・受審結果が出た際に、園だよりで文章として開示した（北海道・保育） ※同一法人 

・受審結果が出た際に、園だよりで文章として開示した（北海道・保育） ※同一法人 

●コメント 

 評価結果の説明会（報告会）開催は 47.6％で、「開催していない」が 38.1％である。報告会の

開催は、評価プロセスにおける基本的な実施事項であると確認したい。 

 

ヒアリング項目５ 

質問４で「説明会を開催している」とお答えした方にお聞きします。説明会の開催方法、

説明者および対象者をお教えください 

 

■【開催方法】（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

事業所単独で評価結果の説明会として開催している 2 18.2％ 

法人として、いくつかの事業所の評価結果の説明会として

開催している 
5 45.5％ 

事業所・法人の利用者会や家族会などの定例会で報告して

いる 
5 45.5％ 

 

■説明会の説明者（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

説明者：法人経営層 1 9.1％ 

説明者：事業所経営層 8 72.7％ 

説明者：事業所職員 5 45.5％ 

説明者：評価機関 6 54.5％ 
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■説明会の対象者（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

対象：利用者 4 36.4％ 

対象：家族 11 100.0％ 

対象：住民 2 18.2％ 

対象：行政機関 2 18.2％ 

対象：事業所職員 6 54.5％ 

対象：評価機関 3 27.3％ 

【説明会の対象者（その他）】  

法人経営層 （新潟県・障害） 

●コメント 

評価結果の説明会（報告会）の対象を誰にするのかは、第三評価の目的を達成するために重要

である。説明会（報告会）の対象者は、管理者層に留まらず全職員はじめ関係者の参加が望まれ

る。また、利用者・家族をはじめ、住民にも公開することは、第三者評価の周知の機会ともなる。

評価機関として第三者評価の目的を確認し、受審事業所に説明会（報告会）の開催方法などにつ

いての情報提供が求められる。 

 

ヒアリング項目６ 

第三者評価の目的のひとつに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことがあ

りますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか 

 

選択肢 選択数 選択割合 

大いに役立っている 1 4.8 

まぁまぁ役立っている 5 23.8 

あまり役立っていない 12 57.1 

ほとんど役立っていない 3 14.3 

 

●コメント 

第三者評価結果が利用者のサービスの選択にあまり役立っていない、という結果である。 
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ヒアリング項目７ 

質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と

回答された方にお聞きします。その原因として考えられるものはなんでしょうか（複数回答） 

 

選択肢 選択数 選択割合 

第三者評価そのものが住民に知られていない 14 93.3％ 

評価結果が住民にはわかりづらい 9 60.0％ 

評価結果への信頼感がない 2 13.3％ 

受審件数が少ないので比較できない 6 40.0％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らな

い 
6 40.0％ 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 2 13.3％ 

その他 2 13.3％ 

【その他の内容】 

・人口の少ない地域に唯一の保育園であり、選びようがない。（岩手県・保育） 

・情報量が多すぎて、全てを閲覧することが困難。内容自体が高度でもあり、理解が困難な当事

者も多い。文字情報のみであり、視覚情報が少ない。障害者福祉サービスの就労移行や A 型、B

型、自立訓練などの区分ごとの評価項目が少なく、内容も薄く入所施設の評価項目が多い。利用

者への工賃（給与）や就職率などを明記してもよいのではないか。（新潟県・障害） 

 

●コメント 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立っていない理由として、「第三者評価そのものが住民

に知られていない」93.3％、「評価結果が住民にはわかりづらい」60.0％である。まさに周知とわ

かりやすさが課題である。 
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ヒアリング項目８ 

評価項目の内容からみて、利用者のサービス選択に役立っていると思われる評価項目

について、当てはまる欄に○を付けてください。 

（都道府県独自の評価項目を採用している場合は類似の項目でお答えください） 

      役立ち度 

 

評価項目（中項目） 

役立ってい

る 

まあまあ役

立っている 

あまり役立

っていない 

ほとんど役 

立っていな

い 

無回答 

 

１ 事業所の基本情報 8（38.1％） 4（19.0％） 4（19.0％） 2（9.5％） 3（14.3％） 

２ 事業所の理念・基

本方針 

5（23.8％） 8（38.1％） 3（14.3％） 2（9.5％） 3（14.3％） 

３ 経営状況の把握 2（9.5％） 9（42.9％） 4（19.0％） 4（19.0％） 2（9.5％） 

４ 事業計画の策定 2（9.5％） 11

（52.4％） 

2（9.5％） 5（23.8％） 1（4.8％） 

５ 福祉サービスの質

の向上への組織的・計

画的な取り組み 

5（23.8％） 9（42.9％） 3（14.3％） 2（9.5％） 2（9.5％） 

６ 管理者の責任とリ

ーダーシップ 

4（19.0％） 8（38.1％） 2（9.5％） 5（23.8％） 2（9.5％） 

７ 福祉人材の確保・

育成 

5（23.8％） 6（28.6％） 3（14.3％） 4（19.0％） 3（14.3％） 

８ 運営の透明性の確

保 

6（28.6％） 11

（52.4％） 

3（14.3％） 1（4.8％） 0（0.0％） 

９ 地域との交流・地

域貢献 

5（23.8％） 9（42.9％） 4（19.0％） 2（9.5％） 1（4.8％） 

10 利用者本位の福祉

サービス 

6（28.6％） 9（42.9％） 3（14.3％） 2（9.5％） 1（4.8％） 

11 福祉サービスの質

の確保 

6（28.6％） 9（42.9％） 3（14.3％） 1（4.8％） 2（9.5％） 

12 各サービスごとの

内容評価基準 

6（28.6％） 6（28.6％） 5（23.8％） 2（9.5％） 2（9.5％） 

 

●コメント 

利用者がサービス選択時に役立つと思われる評価項目は「役立っている」「まあまあ役立ってい

る」で見ると「運営の透明性」そして「利用者本位の福祉サービス」「福祉サービスの質の確保」

である。 

社会福祉制度の事業をしている法人・事業所に求められる基本的な項目である。 
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ヒアリング項目９ 

評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えくだ

さい（自由記載） 

・保育士の評判（人格、人柄、人間性）。狭い地域ゆえ、保育士の評判はすぐに広がる。口コミ、

保護者から保護者、利用を検討している人に伝わる（岩手県・保育） 

・上記の項目に含まれるかもしれないが、地域における子育て支援事業の情報があるとよいかと

思う。本園では、在宅子育て家庭を対象にした、子育て支援センター、一時保育利用者、子育て

講座参加者が選択の際に参考にしている方が多くいると感じている（埼玉県・保育） 

・工賃、施設外活動、行事、食事、写真（鹿児島県・障害） 

・施設の福祉活動や施設開放。居宅の介護支援専門員からの情報や広報誌 （新潟県・高齢） 

・利用者への工賃（給与）や就職率など利用者が知りたい情報。評価項目に応じた、利用者や家

族の意見や感想（新潟県・障害） 

・これまで 4 回の評価はすべて「県社協版」で受けてきた。その特徴の一つに「発展的サービス

評価」がある。これは、事業所の自己申告に基づくサービスの質向上のためのシステムに関する

評価である。事業所自らがサービスの質の向上のためのテーマを設定し、PDCA サイクルに沿い

取り組みを進めたプロセスと結果を自己評価する。それぞれの回において異なるテーマを設定し、

現場の職員を巻き込んで組織的な取り組みを進めた結果、目に見える形で成果を生み出すことに

成功してきた。自己申告とは言え、その概略を評価機関が確認し、コメントを付して取り組みの

概略とともに公表することがよい意味でのプレッシャーとなって推進力につながっている。その

内容を利用希望者に見てもらえれば、施設の特徴を知ってもらう機会になるのではないかと思う 

（神奈川県・障害） 

・概要や写真が掲載されているため、施設の雰囲気や立地等の情報がわかる（東京都・障害） 

●コメント 

 利用者がサービスを選択する際に役立つ情報については、サービスの種別、地域性が影響を与

えること、また公表の内容や方法が課題であるという結果である。 
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ヒアリング項目１０ 

福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービス

を選んでいることが多いと思いますか 

           

 

よくある まあまあ 

ある 

あまりない ほとんど 

ない 

無回答 

１ 利用者間などの口

コミを聞いて 
12（57.1％） 7（33.3％） 1（4.8％） 1（4.8％） 0（0.0％） 

２ ケアマネジャーな

どの専門職に聞いて 
9（42.9％） 3（14.3％） 2（9.5％） 2（9.5％） 5（23.8％） 

３ 民生委員などの地

域の関係者に聞いて 
1（4.8％） 9（42.9％） 6（28.6％） 5（23.8％） 0（0.0％） 

４ インターネットで

事業所の評判を見たり

して 

5（23.8％） 9（42.9％） 5（23.8％） 1（4.8％） 1（4.8％） 

５ 福祉サービス第三

者評価の結果を見て 
0（0.0％） 3（14.3％） 10（47.6％） 7（33.3％） 1（4.8％） 

６ 介護サービス情報

の公表制度を見て 
0（0.0％） 1（4.8％） 1（4.8％） 8（38.1％） 11（52.4％） 

７ 役所が作っている

事業所一覧などを見て 
7（33.3％） 9（42.9％） 2（9.5％） 2（9.5％） 1（4.8％） 

８ 自ら見学に行って 15（71.4％） 5（23.8％） 1（4.8％） 0（0.0％） 0（0.0％） 

９ 事業者の営業に接

して（説明会や見学会

など含む） 

2（9.5％） 10（47.6％） 4（19.0％） 4（19.0％） 1（4.8％） 

【その他の内容】 

・いつでも見学が可能。受け入れる。友人同士の情報 （岩手県・保育） 

・大半の方が口コミや評判などを参考にして選択していると思われるが、なかには、サービス重

視ではなく「自宅近いから」「駅から近く利便性がよいから」という理由で選択している利用者も

いる（埼玉県・保育） 

・居宅の介護支援専門員からのアドバイス（新潟県・高齢） 

・精神科病院の医師や PSW、役所の窓口、相談支援専門員、各種関係機関のソーシャルワーカー 

（新潟県・障害） 

・入所している家族からの紹介や口コミ、以前入所していた家族からの紹介や口コミ、家族から

の口コミ、デイサービス利用者がそのまま特養へなどの流れがある（北海道・高齢） 

・①住居もしくは職場所在地区の近隣などの利便性、②対象年齢児の受け入れ保育園の選択肢が

限られているため（北海道・保育） 

・①住居や職場などに近いところを選ぶ傾向が強い、②対象年齢児の受け入れ園の選択肢が限ら

れている（北海道・保育） 
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●コメント 

 利用者は、サービス・事業者の選択に当たり、「自ら見学に行って」「利用者間などの口コミを

聞いて」「役所が作成している事業所一覧などを見て」が高率である。 

「福祉サービス第三者評価」および「介護サービス情報の公表制度」は、ほとんど活用されて

いないという結果である。 

 

 

ヒアリング項目１１ 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と

思われますか （複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを与え

るなど） 
8 38.1％ 

推進組織が、住民向けの様々な PRをすべき 10 47.6％ 

受審した事業所が、地域住民向けに様々な PRをすべき 7 33.3％ 

第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 8 38.1％ 

その他 5 23.8％ 

【その他の内容】 

・第三者評価そのものを知らない方が多いと思われる。知ってもらうための取り組みを考えたら

どうか（埼玉県・保育） 

・ISOのような権威あるマークの使用、ウェブ検索のトップにくる特典 （鹿児島県・障害） 

・事業所の特徴的な取り組みと、本来業務の主だった点のみ A4 判 2 枚程度でピックアップして

明示すべきである。また、評価の項目数をもう少し少なくする必要がある（組織運営分野Ⅰ・Ⅱ

は特に）（新潟県・障害） 

・推進組織が、市町村等の自治体に向けて第三者評価制度の PR を積極的に進めてほしい。市が

この制度に対する理解を深め、受審費用を助成するようになれば、第三者評価を受審するという

事業所も少しは増えてくるのではないか。個人的には、ISO 基準に比べれば第三者評価の費用は

極めて安く、コストパフォーマンスがよいと思っている（神奈川県・障害） 

・行政の PRが最も大きいと思います（東京都・障害） 

 

●コメント 

 第三者評価の公表結果が利用者のサービス選択に役立つための取組み・工夫は、

推進組織の取り組み、受審件数の増加、受審事業所が地域住民に向けた取り組みで

あり、それぞれの立場で取り組みを促進する事である。  

一方、第三者評価の結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しいという

回答も 38.1％であった。  
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ヒアリング項目１２ 

その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方

策について、ご意見を （自由記載） 

 

・利用者主体のサービスを目指して行くため、受審結果を真摯に受け止め、施設の現状をよく理

解し、改善目標、改善計画のもとサービスの改善を行い、定期的な受審を繰り返し行うこと（岡

山県・高齢） 

・評価項目をグラフ化して一目で強み・弱みがわかれば利用者にわかりやすくなる。文字だけだ

と読むのが面倒な人もいるし、文字が苦手な人には図やグラフを使えばわかりやすくなる（岡山

県・保育・障害） 

・第三者評価の結果公表は、利用者が選択する際に非常に役に立つと思うが、残念ながらあまり

活用されていないのではないか。今後、本園が第三者評価受審の際には受審と結果の報告をより

丁寧に保護者（利用者）に説明し、先ずは保護者（利用者）に関心を持ってもらえるように努め

たいと思う。入園希望の見学者、入園内定者への説明会などでも説明をしたりリーフレットに掲

載したりするなど、園から発信できることも考えたていきたいと思う（埼玉県・保育） 

・件数を多くしないと選択には繋がらない。継続的に第三者評価を受けてサービスの質を確認し

ている事業所には☆☆☆のようなプレミアム感のある称号があるとよい （鹿児島県・障害） 

・第三者評価でも数値化や利用者の欲しい情報を一覧で示すことができれば、有効かもしれない。

第三者評価を利用者等によりわかりやすく示す方法について検討してはどうか。利用する高齢者

では、見ないし見ても理解できない人がほとんどであり、家族等の代理人や介護支援専門員、包

括支援センターなどをターゲットにして、第三者評価結果を確認してもらう取り組みも重要と考

える。認知症ケア、重度ケア、どの分野もそれなりなど、施設の得意分野がわかるようにまとめ

た概要書を作成しても有効（新潟県・高齢） 

・誰が見てもわかるような簡易的にまとめた公表資料の作成。評価データのホームページ等のア

クセスが簡単になる、工夫が期待される。受審していること自体が、東京以外では優れた取り組

みなので、推進機関は受審した施設名等を積極的に公表してほしい。評価項目に、事業所種別の

項目がより多くあったほうが、目的をもってサービス選択する利用者にとってはよいと考える（新

潟県・障害） 

・第三者評価は、利用者のサービス選択のための情報提供よりも、外部の目が入ることの緊張感

をある意味「てこ」にして、職員自身の手によるサービス向上につなげることにこそ意味がある

と考えている。当法人では、その点に意義を感じて、これまで第三者評価の受審を重ねてきた。

また、評価を受けると市の指導検査が５年に１回に緩和されることは有り難いことではある。外

部の目を活用しようとする姿勢を評価してもらっているのかとも思うが、本来的にはおかしいと

感じている（神奈川県・障害） 

・現状、ホームページの公表と、その公表を見た保育関係者など保育を専門とする人たちが、そ

の情報を利用者へ伝えていくこと以外、方策は思い当たりません（静岡県・保育） 

・第三者評価が利用者のサービス選択に直接役立っているとは言えない。しかし、受審をするこ

とで「振り返り」ができ、改善につながる。受審を節目として園が滞留せず、活性化し、口コミ

や見学者等によるサービス利用選択につながっていると思う（鳥取県・保育） 
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・福ナビに掲載するだけでなく、行政や相談支援の事業所案内に評価結果を載せる等すればさら

にわかりやすくなると思います（東京都・障害） 

・①第三者評価を受審したおかげで実地指導が楽になった、②推進組織が実施していた自己評価

研修会が現在は中止されているが、必要であると思う、③インセンティブがないので受審意欲は

わかない（北海道・高齢） 

・受審をすることで事業所に対してなんらかのインセンティブが付与されることを期待したい。

（例：公的監査の一部省略など） （北海道・高齢） 

 

 ■コメント 

 事業所の主体的な取組みとして、①定期的な継続受審、②積極的な公表、③公表内容のわかり

やすさ、また、受審促進の一つとしてのインセンティブの検討、必要性をあげている。 
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４  評価機関ヒアリング調査結果 

評価機関については、「利用者のサービス選択に資する」ということがどの程度意識されている

のかについて、ヒアリング調査することとした。全国で活躍している評価機関を 17 ヶ所抽出し、

ヒアリングを行った（地域と評価件数を考慮した）。 

そのうち、優れた取り組みを行っている評価機関を 3 カ所選んで「活用事例」（3 カ所に加え、

委員会で検討し 2カ所を追加し 5カ所とした）としてまとめ、別冊「活用事例集」としている。 

 ここでは、17カ所のヒアリング結果について、報告する。 

 

１） ヒアリングを実施した評価機関 

 

■ヒアリングを実施した評価機関 （保育１７カ所） 

 
都道府県名 評価機関名 

１ 北海道 サード・アイ 合同会社 

２ 北海道 北海道社会福祉協議会 

３ 岩手県 岩手県社会福祉協議会 

４ 宮城県 特定非営利活動法人 一万人市民委員会宮城県民の会 

５ 福島県 福島県社会福祉協議会 

６ 栃木県 特定非営利活動法人 アスク 

７ 千葉県 特定非営利活動法人 ライフサポート樂樂 

８ 東京都 特定非営利活動法人 人材開発機構 

９ 東京都 特定非営利活動法人 ほいくオーアルジー 

10 神奈川県 株式会社 フィールズ 

11 新潟県 新潟県社会福祉士会 

12 新潟県 新潟県介護福祉士会 

13 長野県 株式会社 マスネットワーク 

14 鳥取県 有限会社 保健情報サービス 

15 福岡県 福岡県社会福祉士会 

16 熊本県 特定非営利活動法人 ワークショップ いふ 

17 鹿児島県 特定非営利活動法人 福祉 21かごしま 
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■ヒアリング対象評価機関の評価件数 （平成２８年度） 

評価件数 事業所数 

2回 1 

3回 1 

4回 1 

6回 2 

8回 1 

11回 1 

12回 1 

15回 3 

16回 1 

19回 1 

20回 1 

50回 1 

54回 1 

59回 1 

計 17 

 

 

ヒアリング項目１ 

貴評価機関で実施した評価結果の公表は、どのような方法で行われていますか 

（複数回答） 

選択肢 選択数 取組割合 

推進組織のホームページに掲載するとともに、ワムネット（福祉医療

機構）のホームページに掲載している 
10 58.8％ 

推進組織のホームページにのみ掲載し、ワムネットのホームページに

は掲載していない 
2 11.8％ 

自評価機関のホームページに、推進組織、ワムネットなど評価結果を

載せているページにリンクを貼っている 
6 35.3％ 

その他 2 11.8％ 

【WAMで公開しない理由】 

・非公表の事業所を掲載したところ、受審事業所が非公開事業所に問い合わせ様子があったため。

（北海道） 

【その他の内容】 

・推進組織には書面で報告し、自評価機関・ワムネットのホームページに掲載している（岩手県） 

・ホームページは開設していない。その理由はインターネットでの問い合わせに対応しきれない

から（東京都） 
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●コメント 

 公表結果は、推進組織のホームページやワムネットで公開されているが、さらに自評価機関の

ホームページに、推進組織やワムネット等にページリンクを貼るなどによる活用しやすさが課題

である。 

 

ヒアリング項目２ 

評価機関として、第三者評価結果の公表に関し、受審事業所におすすめしていることは

ありますか（自由記載） 

・具体的な公表の対象までおすすめしていないが、研修（受審にあたっての説明）の中では、利

用者や家族、地域住民といった幅広い方々の情報源となることを説明している。・法人のホームペ

ージで公表している施設もあり、他施設に対して公表方法の例として紹介している。（岩手県） 

・事業所に調査員が出向いて、第三者評価の実施方法について説明している。説明時間は２時間。

説明を受ける職員は、施設長と担当者 1～3名程度のことが多く。利用者や家族等には説明してい

ない。（宮城県） 

・施設の広報誌とホームページで紹介することは効果的とアドバイスしている。（福島県） 

・利用者・家族に公表するようには勧めている。公表方法は特に指示していない。（栃木県） 

・「ホームページに載ります」と説明し、それによって一般の人が見られる、特に保育所には利用

希望者が見る可能性がある、と伝えている。施設のホームページに載せることは自由ですと説明

する。施設は「箱」なので、垣根が低い方がよいと考える。（千葉県） 

・家族会などで公表するよう勧め、その場合は評価機関が直接評価結果を説明している。知的障

害者家族が対象である。身体障害者の場合は、直接、利用者に説明。広報誌等に報告の一部を掲

載している事業所もある。何らかの形で利用者或いは家族に公表しているのは約３割の事業所で

ある。ホームページで公表は現状は皆無である。また事業計画・報告の中で触れるよう勧めてい

る。（東京都） 

・利用者調査の結果を分析しデータ化（図表）したものを保護者に配付するよう受審事業所に薦

め、その際は評価機関が配付部数を用意して読み取るポイントをガイドしている。・できるだけ保

護者へ公表するよう勧めているが、玄関や掲示板に報告書を置くなど３割程度の事業所が実施し

ている程度である。（東京都） 

・①評価機関オリジナルの「受審証明書」を額に入れて事業所に送り届けている。多くの施設で

玄関ロビーの人目につくところに掲示し、アピールに活用している。それは県の認証を受けた当

初（平成 17年）から継続して行っている。②介護保険の地域密着型サービス（認知症高齢者グル

ープホーム）では家族会に参加し、第三者評価の趣旨やメリット等を事前に説明しているほか、

運営推進会議において評価結果を説明する機会を提案している。（利用者家族は評価機関に対し、

専門的な立場からのチェックや具体的な改善提案を期待している様子が感じられる）（神奈川県） 

・事前説明会のときに、広く公表することによって、施設の地域からの信頼度向上や怪しい施設

ではないとのイメージにつながるので取り組んでほしいと伝えている。（新潟県） 

・受審事業所のホームページに掲載、また利用者（家族）アンケート結果の公表はおすすめして

います。島根県は受審証明書を発行している（マグネットの A2 ぐらいの大きさ）が、鳥取県は

特にない。（鳥取県） 
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・利用者、家族に対する公表と説明。一部施設ではされている。家族会、保護者の際に公表と説

明がされる。広報誌に示されることもある。（福岡県） 

・受審後、利用者・家族・保護者への報告会が実施される場合、要望があれば、評価機関として

出席し、評価結果について説明することができることを伝えている（過去２回実績あり）（熊本県） 

・全社協の調査員マニュアルを一部コピーして渡し、評価結果の活かし方を説明しているが軽く

触れる程度（鹿児島県） 

●コメント 

 受審事業者が評価結果の公表に取り組みことを後押しする役割が評価機関にはある。その取り

組みとして、受審契約時の説明で公表の重要性に触れていること、公表方法などに関する情報提

供、公表内容のわかりやすさを課題とした提案などについて、勧めている。 

 

ヒアリング項目３ 

評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか。 

          頻度 

誰が 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

無回答 

 

１ 利用者・家族 

 

1（5.9％） 5（29.4％） 7（41.2％） 4（23.5％） 0（0.0％） 

２ 利用を希望する 

人・家族 

1（5.9％） 4（23.5％） 7（41.2％） 5（29.4％） 0（0.0％） 

３ その他の住民 

 

0（0.0％） 0（0.0％） 3（17.6％） 14（82.4％） 0（0.0％） 

４ サービス事業者 

 

2（11.8％） 11（64.7％） 2（11.8％） 2（11.8％） 0（0.0％） 

５ 行政職員 

 

2（11.8％） 8（17.6％） 5（29.4％） 2（11.8％） 0（0.0％） 

６ 評価機関関係者 

 

5（29.4％） 10（58.8％） 2（11.8％） 0（0.0％） 0（0.0％） 

７ 学識関係者 

 

1（5.9％） 4（23.5％） 8（17.6％） 3（17.6％） 1（5.9％） 

 

●コメント 

 評価結果の公表を見ているのは「評価機関関係者」「サービス事業者」「行政職員」である。 
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ヒアリング項目４ 

評価結果が住民のサービスの選択に役立つようになるためには、推進組織にどのような

取り組みを期待しますか （複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

受審マークまたは受審証を発行する 9 52.9％ 

評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫する 11 64.7％ 

第三者評価について、住民向けのシンポジウムを開催する 9 52.9％ 

特に期待していない 2 11.8％ 

その他 6 35.3％ 

【その他の内容】 

・制度やしくみを周知すること（千葉県） 

・市町村別の実施率を表示して県内の各自治体に関心を持ってもらうなど、第三者評価に対する

モチベーションを高めていくことで、まずは評価件数を増やすことが重要と考える。神奈川の場

合、昨年度の評価実績の 6 割が横浜市で、その大半が受審費用の補助制度のある保育所。障害や

高齢分野では広がっていない。県推進組織は事業者に対する説明会を実施し、評価を受けた事業

所の話を聞く機会などを設けているが、それだけでは不十分。評価の質を上げろと言うが、その

前に受審件数を増やすことのほうが先で、区市町村別の受審率の一覧を公表して自治体間の競争

を促すなど、費用の助成以外でも工夫の余地はある。川崎市では事業者が保育園を新設する場合

に第三者評価の受審を要件としている例もある。県推進組織は、評価機関に対して新たなルール

を課すなど、むしろブレーキを掛けている側に回っているようにすら感じられる。（神奈川県） 

・義務化して各施設の特徴を比べて見えるようにする（新潟県） 

・インセンティブをつける（新潟県） 

・第三者評価担当課に限らず、行政の保育・高齢・障がい等福祉に関する窓口の職員が第三者評

価についての知識を持ち、利用者等に対して公表制度をわかりやすく伝える努力を行う。また地

域包括支援センターやケアマネ等にも知ってもらう努力をすることが必要と思われる。また保育

園は入園のしおり等にわかりやすく第三者評価について知らせる（熊本県） 

●コメント 

推進組織への期待として、「評価結果に内容を住民にわかりやすいように工夫」「受審マーク・

受審証の発行」「第三者評価結果の住民向けシンポジウム」である。また意見として、地域包括支

援センターやケアマネジャーなどへの周知もあげられている。これら全ての取り組みを期待する。 
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ヒアリング項目５ 

質問４で 「推進組織が、評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫する」 と回答

した方にどのような工夫を行っているか、伺います 

 

選択肢 選択数 取組割合 

評価結果の見方をホームページなどで解説する 6 50.0％ 

評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるように工夫する 9 75.0％ 

【工夫の内容】 

・受審している施設が、質の向上に前向きに取り組んでいる施設であること（福島県） 

・評価結果のｂ評価が標準値であることを公表の際に、重点的に伝えてほしい（福島県） 

・第三者評価のことを知らない市民が大多数で、推進組織のできることはほとんどない（栃木県） 

・よい点、改善点を簡潔に示す。報告書の読み取りのポイントをガイドラインで示す（東京都） 

・報告書は分量が多過ぎるのでダイジェスト版を作り手軽に読めるようにする（東京都） 

・現在の公表情報はボリュームがあり過ぎる。情報の量を絞ったダイジェスト版の工夫が望まれ

る。東京都版の全体講評のようなイメージ。評価結果を点数化するとわかりやすいというメリッ

トがある反面、第三者評価の趣旨が損なわれる恐れもある（神奈川県） 

・生活支援等、利用者に直結するサービス項目を抜粋して明示する（新潟県） 

・評価の意味や意義を硬い表現ではなくわかりやすい言葉・絵・チャート等を使用した表現に工

夫する（熊本県） 

●コメント 

推進組織へは、評価結果内容は住民にわかりやすいような公表が期待されている。 

 

ヒアリング項目６ 

第三者評価の目的のひとつに 「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」 ことが

ありますが、実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか 

選択肢 選択数 選択割合 

役立っている 5 29.4 

まあまあ役立っている 9 52.9 

あまり役立っていない 1 5.9 

ほとんど役立っていない 1 5.9 

無回答 1 5.9 

 

●コメント 

「役立っている」29.4％、「まあまあ役立っている」52.9％であり、役立っていると思っている

割合が高い。 
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ヒアリング項目７ 

評価項目の内容からみて、利用者のサービス選択に役立っていると思われる評価項目に

ついて、当てはまる欄に○を付けてください。 

（都道府県独自の評価項目を採用している場合は類似の項目でお答えください） 

        役立ち度 

 

評価項目（中項目） 

役立って 

いる 

まあまあ 

役立って 

いる 

あまり 

役立って 

いない 

ほとんど 

役立って 

いない 

無回答 

 

１ 事業所の基本情報 5（29.4％） 9（52.9％） 1（5.9％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

２ 事業所の理念・基本

方針 

2（11.8％） 9（52.9％） 3（17.6％） 2（11.8％） 1（5.9％） 

３ 経営状況の把握 2（11.8％） 3（17.6％） 9（52.9％） 2（11.8％） 1（5.9％） 

４ 事業計画の策定 3（17.6％） 5（29.4％） 7（41.2％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

５ 福祉サービスの質の

向上への組織的・計画的

な取り組み 

3（17.6％） 8（47.1％） 5（29.4％） 1（5.9％）  

６ 管理者の責任とリー

ダーシップ 

2（11.8％） 5（29.4％） 5（29.4％） 4（23.5％） 1（5.9％） 

７ 福祉人材の確保・育

成 

3（17.6％） 8（47.1％） 4（23.5％） 2（11.8％）  

８ 運営の透明性の確保 2（11.8％） 10

（58.8％） 

4（23.5％） 1（5.9％）  

９ 地域との交流・地域

貢献 

1（5.9％） 8（47.1％） 4（23.5％） 3（17.6％） 1（5.9％） 

１０ 利用者本位の福祉

サービス 

3（17.6％） 9（52.9％） 3（17.6％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

１１ 福祉サービスの質

の確保 

3（17.6％） 9（52.9％） 3（17.6％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

１２ 各サービスごとの

内容評価基準 

5（29.4％） 7（41.2％） 3（17.6％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

 

●コメント 

利用者の選択に役立っていると思われる評価項目は全般にわたる。そのなかで「事業所の基本

情報」「運営の透明性の確保」「利用者本位の福祉サービス」「福祉サービスの質の確保」が高い。 
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ヒアリング項目８ 

評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えくだ

さい （自由記載） 

・利用者アンケート・インタビューを公開してはどうか。（北海道） 

・賛否あるかと思いますが利用者およびご家族の声（岩手県） 

・第三者評価の利用者調査の結果を、グラフにして事業所に渡している資料。施設や設備の写真

（設備が新しいか、古いかというだけでは福祉サービスの正しい選択につながらないこともある

ので注意）（宮城県） 

・複数の施設と比べて閲覧できるとよい（福島県） 

・自治体が作成している事業者一覧に、評価受審年度を記載するとよいと思う。保育園の場合、

入園してから、第三者評価受審の際に、アンケートの要請で、第三者評価の存在を知ることとな

る。そのため園選びの段階で評価内容を知ることができれば、選ぶ側の参考になると思われる。

（東京都） 

・①利用者調査の結果：コメント（利用者の意見）は必ずしも客観的な情報とは言えない。サー

ビス選択に役に立つと思われるのは集計結果の方。②利用者の待ち状況：利用待機の状況。あと

どれくらい待てば入れるのかという情報がわかれば、選択の目安となる。こんなに待つのであれ

ば他を当たろうなど。③自己評価の結果：介護保険の地域密着型サービスにおける外部評価の公

表画面のようなイメージ。自己評価と外部評価の結果が対比されて表示されており、コンパクト

でわかりやすい。（神奈川県） 

・職員の離職率、専門職の配置状況、利用料金、施設設備についての評価、医療への対応、終末

期の対応（新潟県） 

・職員の定着率、基本情報（鳥取県） 

・職員の異動情報（評価機関の受審施設から提出してもらう基本情報には含めている）（福岡県） 

・利用者や家族の声、保育園は卒園時の声（熊本県） 

・入浴回数、外出の機会や場所、地域との交流実績など利用者が直接かかわる項目について、評

価機関がと言うよりも事業所が明らかにする必要があると考える。おむつ使用率など数値化でき

るデータ（鹿児島県） 

●コメント 

評価項目以外で、利用者サービス選択に役立つ情報として、利用者調査（アンケート、面接な

ど）の公開があげられている。第三者評価では、この利用者調査の実施やその方法は推進組織、

あるいは評価機関と事業者の合意に任され、また公表も同様であり、検討課題といえる。さらに、

利用者のサービス選択に資する情報として、事業所の基本情報に関する内容、また、とにかくわ

かりやすいことがあげられている。 
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ヒアリング項目９ 

質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と

回答された方にお聞きします。その原因として考えられるものはなんでしょうか（複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

第三者評価そのものが住民に知られていない 13 100.0％ 

評価結果が住民にはわかりづらい 10 76.9％ 

評価結果への信頼感がない 1 7.7％ 

受審件数が少ないので比較できない 9 69.2％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 4 30.8％ 

利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 5 38.5％ 

その他 5 38.5％ 

【その他の内容】 

・項目をもっと減らして、わかりやすく見られるといい（福島県） 

・行政も取り立てて PR をしない。介護保険等のガイドブックにも第三者評価があることが掲載

されていない（栃木県） 

・受審事業所の職員さえ関心をもって報告書を見ていない（東京都） 

・園の選択は何より保護者間の口コミが多い（東京都） 

・第三者評価という名前が一般の人々の興味を引きそうにない（熊本県） 

●コメント 

第三者評価の結果、公表が役立っていない原因として、「住民に知られていない」「評価結果が

わかりにくい：「受審件数が少ないので比較できない」があげられている。 

 

 

ヒアリング項目１０ 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と

思われますか（複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを与

えるなど） 

12 70.6％ 

推進組織が、住民向けの様々な PRをすべき 11 64.7％ 

受審した事業所が、地域住民向けに様々な PRをすべき 9 52.9％ 

第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 5 29.4％ 

その他 6 35.3％ 
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【その他の内容】 

・評価機関もわかりやすいコメントを書く。専門用語を多用しない。住民にしてみれば評価項目

が多すぎてうんざりするので、項目の減少や精査をする。（栃木県） 

・受審の義務化が必要ではないか。受審しなければ見えない。先ずは受審して情報を公開されな

ければ、住民に情報が届かない（千葉県） 

・第三者評価の運営・管理が各区に移行している状況の中、先ずは自治体の担当窓口となる職員

が評価についての知見を深める必要がある（東京都） 

・事業所自身が質の向上に向けて取り組むためのもの、として事業所も評価機関も取り組んでき

た経緯があるので、サービス選択に資するとの視点で再検討が求められる。（新潟県） 

・県内を営業で回ったり、介護サービス情報の公表で 800カ所以上の事業所と関わったが、第三

者評価の PRは難しいと感じている。特に行政は担当者が頻繁に変わり、難しい（長野県） 

・第三者評価の大きなメリットは、受審事業所が健全な運営をするための手法を入手できること

と思う。評価報告書に示される施設の特徴・頑張っている点、受審事業所のコメントを、利用者・

家族に伝えることが第一段階で、さらに興味がある方は、評価の詳細が読めるような二段階にし

たらよいと思う。（熊本県） 

●コメント 

第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるための工夫として「受審件数の増加」

「推進組織による住民向けの様々な PR」「受審事業者による地域住民向けの PR」である。 

 

ヒアリング項目１１ 

第三者評価の目的は国が次のように示しています。 質問６では 「お役立ち度」 を聞き

ましたが、評価機関として、この目的自体、どのように考えていますか （自由記載） 

 

 

 

 

 

 

・①事業所が自己評価で問題点を把握するほど評価基準を理解するのは難しい。②公表されるこ

とで事業所に緊張感が生まれて、質の恒常的担保が図られるのではないか（北海道） 

・評価機関として、上記に記載されているとおり妥当と思っているが、受審事業所数が少なく、

利用者がサービス選択時に比較できない現状がある。評価を受審することによって、個々の事業

所が自らの問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけていくことは、有益なことと思う。

今後、国として第三者評価をどのような位置づけにするのか、現状維持で行くのか。このままで

は、受審する事業所、評価機関の減少が懸念される（北海道） 

・①問題点の把握とサービスの質の向上に結びつけることについては評価機関として受審施設に

対して特に説明している点でもあり、各調査者も、調査にあたっては、特に意識しているところ

だと考えられる。②上記①を踏まえた結果なので、その結果が利用者等の目に触れやすくなれば、

さらによいものとなるのではないかと感じている（岩手県） 

＜福祉サービス第三者評価事業の本来の目的＞ 

 ①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 

 ②福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切な

サービス選択に資する情報となること 

（※厚生労働省「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」より抜粋） 
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・①今後もこの点は大切であるということを踏まえている、②読んでもらえれば、理解してもら

えると考えているが、なかなか読むことも量や見せ方など大変であるので、例えば数値化やグラ

フなどのさらなる工夫が求められる（宮城県） 

・第三者評価の効果としては、サービスの質の向上が 8 割で、サービスの選択については 2 割程

度と思われ、そもそもサービス選択には不向きとも思われる。（福島県） 

・①の「事業所のサービスや運営の質の向上」には、多少なりとも役立っていると思う。任意で

受審する場合は、事業所がそれなりの目的をもって第三者評価に取り組むので成果は得られる。

評価機関が担当すると改善の足跡を確認することができる。ただ近年、福祉人材の不足、人材が

定着しないという現状があり、事業所の努力だけではいかんともし難く、評価者として歯がゆい

思いをすることがある。福祉業界の抜本的な課題を解決することが国の政策を含め、強く求めら

れる（栃木県） 

・多くの施設が受審しなければ利用者は気づかない。よい取り組みも、そうでないものもまずは

気づいてもらわなければだめなのではないか。どこを見たら理解できるかということを、わかり

やすく公開することが大事である。県推進組織にしても、あるいはワムネットにしても、わかり

やすく公開すべきである。現状では、検索もしにくく、全社協も各都道府県推進組織も、工夫が

必要である（千葉県） 

・この目的を達成するためには、評価機関の質の向上が不可欠。評価結果がサービス選択の資に

なり得るためには、評価結果を比べる物差しが必要。評価結果の信頼性については、評価委員な

ど第三者の介入が必要と考える（東京都） 

・①に関しては、受審事業所の受審動機にもよるが、目的はある程度達成されているのではと感

じる。しかし②については、第三者評価の存在、そのものが一般的に認知されていない現状は無

理がある。公表を読みサービスを選択するには、読むポイント、ガイドラインのようなものが必

要ではないか。（東京都） 

・福祉サービス第三者評価の役立ち度は、①質の向上：90％、②選択支援：10％、当機関は「事

業所がそれぞれに持つ特徴や独自性を理解し、優れている点や期待される点に着目して総合的・

客観的に評価することで、サービスの質の向上に貢献する」ことを方針に掲げ、職員に対する事

前説明から始まる評価のプロセスにおいて、職員の主体的な参画を重視している。特に、自己評

価においては、合議を通じて一人ひとりの思いを顕在化し、業務に対する目標の確認を促してい

る。それを抜きにして、本当の気づきや改善意欲は生まれないと考えている。第三者評価を受審

した事業所にあっては、その多くから「受けてよかった」という感想が聞かれるものの、一般的

には、専門家がチェックする、あるいは何かしら問題があるから入る、といった監査的な印象が

いまだに強い。実際の評価を通じて、そうしたイメージを払拭していきたい。一方、利用者の適

切なサービス選択の支援と言っても、実際には特に保育所などは行政が決定する要素が強いので、

その点に関して効果は限定的と言わざるを得ない。利用者がサービスを選べる環境をまずは整え

ることが重要である（神奈川県） 

・サービス選択の資料の一つとして、評価結果は使えるものだと思うが、やはり事業所の質の向

上に向けた取り組みのためであり、サービス選択のためとするのであれば、アパートのように建

物が築何年、間取り、広さ、食事の内容、入浴内容、排泄支援、プラスして職員の専門性や事業

所の支援方針などの情報や元利用者のコメントなどが有効であるように考える（新潟県） 
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・本来の目的通りのことが実現できれば、非常によいと思います。このようにできるよう心がけ

ながら、評価にあたるようにしています（鳥取県） 

・①事業者も関心を持ち、施設運営や人事管理にも関心を持つようになった、②事業者や職員に

とって励みになっている。（福岡県） 

・保育園園長は保育のプロであっても組織運営は、経験に頼っているケースが多いと思われます。

よい保育を提供するために、健全な組織運営を行うことの大切さが受審して初めて理解されます。

受審を繰り返すことによって、課題を継続的に改善する体制が構築され、組織的なしくみが機能

し、よい保育の提供につながると思われます。受審を継続し、質の向上を目指している姿勢を利

用者・関係者にアピールすることが大切だと思います。第三者評価受審の目的は健全なよい保育

を提供するために、利用者・事業所・外部の専門家が一緒に事業所全体の現状を見直すことだと

思います（熊本県） 

・現状としては、①の目的がメインで、②利用者家族等の視点に立った評価報告書は意識してい

ない（鹿児島県） 

●コメント 

 第三者評価の目的の①から、福祉サービス事業所は、質の向上に向かい、第三者評価・自己評

価は振り返りの重要な機会になっているが、このことは受審目的も影響していると思われること

である。 

一方、利用者のサービスの選択に資するという目的からはまだ不十分であること、したがって

公表内容の工夫が求められ、評価機関としては、評価結果報告書の書き方、内容から検討が必要

ではないか等の提案があった。 

 

 

 

 

 

ヒアリング項目１２ 

「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標

として位置づけられていますが、  実際に利用者 （利用を考えている予定者を含む） の

サービス選択の役に立っていると思われますか。 

 

選択肢 選択数 選択割合 

大いに役立っている 1 5.9 

まあまあ役立っている 2 11.8 

あまり役立っていない 4 23.5 

ほとんど役立っていない 7 41.2 

その他 3 17.6 

※以下、 ヒアリング項目１２～１４は、 福祉サービス第三者評価事業の課題を検討して

いく上での参考とするため「介護サービス情報の公表制度」に関して尋ねたものです 
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【その他の内容】 

・介護サービス情報の公表制度がわからない（福島県） 

・調査を実施していない（長野県） 

 

 

ヒアリング項目１３ 

質問１２で「介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立っていない」

と答えた方へ。その原因として考えられるものはなんでしょうか （複数回答） 

 

選択肢 選択数 選択割合 

介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない 12 85.7％ 

介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 5 35.7％ 

介護サービス情報の公表への信頼感がない 6 42.9％ 

利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 3 21.4％ 

インターネットアクセスできない 5 35.7％ 

その他 7 50.0％ 

 

【その他の内容】 

・介護サービス情報の公表制度がわからないとのこと（福島県） 

・各自治体が利用を呼びかけていない。介護保険のガイドブックにも、この制度について掲載さ

れていない。栃木では公表されているのは、事業所の申告に基づく情報だけで、外部機関の調査

結果は公表されていない（栃木県） 

・介護サービスの場合は、介護支援専門員からの情報に基づいて、利用者がサービスを選択する

ことの方が多い。また、例えば、高齢者世帯の IT環境などは、どの場合にも必ず整備されている

とは考えにくい（東京都） 

・あるかないかだけの確認で選択の材料とならない（鳥取県） 

・情報の正確性が保障されていない（熊本県） 

・マニュアルでも、規程でも「実態は見ないでいればよい」として、判断基準だから、出てきた

情報公表結果がみんな同じ結果であまり意味がないように感じられる。どの施設も、みんな同じ

顔で、正しいサービス選択にはつながらない（鹿児島県） 
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ヒアリング項目１４ 

介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どの

ような工夫が必要と思われますか （複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

公表機関が、住民向けの様々な PRをすべき 6 35.3％ 

公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を掲載 

すべき  
13 76.5％ 

住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 9 52.9％ 

事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に文書で配布

するなど PRすべき 
2 11.8％ 

情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を達して 

いないので見直すべき 
8 47.1％ 

その他 5 29.4％ 

【その他の内容】 

・ある、なしを中心としたチェックおよび公表であり、サービスの質を判断するまでには至って

いない（岩手県） 

・介護サービス情報の公表制度がわからないとのこと（福島県） 

・利用者が本当に必要としている情報は何か、情報を整理することが必要と思われる。また情報

の正確さを担保するために、第三者による確認が必要である。（熊本県） 

・今のような事業所の実態はともかく、マニュアルがあればよいといったスタイルでは、たとえ

工夫しても正しい情報ではなく、利用者のサービス選択には役立たない（鹿児島県） 

 

ヒアリング項目１５ 

貴評価機関の属する都道府県では、第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利

用者のサービス選択に役立つシステムを用意していますか （複数回答） 

選択肢 選択数 選択割合 

公表システム以外にある 7 43.8％ 

公表システム以外ない 9 56.3％ 

その他 1 6.3％ 

【「ある」と答えた内容】 

・札幌市の障がい福祉サービス事業所の紹介ホームページ（北海道） 

・グループホームなどの外部評価（岩手県） 

・東京都では福ナビにおいて、第三者評価の改善提案を受け、改善計画を公表。しかし、公表し

ている事業所と全く公表していない事業所があるのはなぜか。都の指導不足なのか徹底していな

い。（東京都） 
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・第三者評価の結果を受け、改善計画を都に提出（東京都） 

・①横浜市では、指定管理者第三者評価制度を 5 年に１回の義務化。同じ評価機関での連続受審

は禁止されている。②相模原市では地域包括支援センター第三者評価を実施。22の事業所を一つ

の評価機関が評価する。③南足柄市では、市営管理者第三者評価を実施。（神奈川県） 

・保育所に関する評価について、特定の市では、独自の評価を行っている。必ずしも、推進組織

の評価を受ける必要を感じていない市もある。（福岡県） 

【その他の内容】 

・システムとは言えないが、自治体でサービス情報の一覧、またはホームページで区内の事業所

について情報提供している（東京都） 

●コメント 

 公表システム以外にあると回答した 43.8％を見ると、推進組織としての取組み、自治体として

の取り組みが理解できる。 

 

 

ヒアリング項目１６ 

福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービス

を選んでいることが多いと思いますか。 

           

 

よくある まあまあ 

ある 

あまり 

ない 

ほとんど 

ない 

無回答 

 

１ 利用者間などの口コ

ミを聞いて 

9（52.9％） 6（29.4％） 1（5.9％） 0（0.0％） 1（5.9％） 

２ ケアマネジャーなど

の専門職に聞いて 

17（100％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 

３ 民生委員などの地域

の関係者に聞いて 

2（11.3％） 9（52.9％） 5（29.4％） 1（5.9％） 0（0.0％） 

４ インターネットで事

業所の評判を見たりして 

1（5.9％） 7（41.2％） 7（41.2％） 1（5.9％） 1（5.9％） 

５ 福祉サービス第三者

評価の結果を見て 

0（0.0％） 3（17.6％） 9（52.9％） 5（29.4％） 0（0.0％） 

６ 介護サービス情報の

公表制度を見て 

0（0.0％） 2（11.3％） 8（47.1％） 6（35.3％） 1（5.9％） 

７ 役所が作っている事

業所一覧などを見て 

4（23.5％） 12（70.6％） 1（5.9％） 0（0.0％） 0（0.0％） 

８ 自ら見学に行って 

 

2（11.3％） 13（76.5％） 2（11.3％） 0（0.0％） 0（0.0％） 

９ 事業者の営業に接し

て（説明会や見学会など含む） 

2（11.3％） 5（29.4％） 6（35.3％） 3（17.6％） 1（5.9％） 
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【その他の内容】 

・利用者や家族がインターネット環境を使いこなせる方が少ない（福島県） 

・保育園の場合は、通園や送り迎えに都合がよいから、兄弟が通園しているから、環境や建物が

よいから、という理由が多い。その次は「ここしかない」から（アスクの民間保育園の「保護者

アンケート結果」から）、保育の内容そのものが、選択の基準とはなっていない様子がうかがえる

（栃木県） 

・介護保険の地域密着型サービス（認知超高齢者グループホーム）では、入所時点で利用者家族

が外部評価を見たという件数が 250 ホーム中 5～6 件だったというデータがある。また、ケアマ

ネジャーは評価や調査の結果を見ているという話は聞く。いずれにしても、公表情報を読み解く

のはケアマネジャーのような専門職でないと難しい（神奈川県） 

・サービスの選択は、ほとんどが介護支援専門員、包括支援センターのケアマネジメントによる

ものだと思う。（新潟県） 

●コメント 

 利用者がサービスを選択する際の手段として、「ケアネジャーなどの専門職に聞いて」「役所が

作成している事業所一覧」「利用者などの口コミ」「自ら見学に行って」である。また「民生委員

など地域の関係者に聞いて」「インターネットで事業所の評判を見たりして」と続く。いずれにし

ても、第三者評価と情報の講評は低率である。 

 

 

ヒアリング項目１７ 

その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方

策について、ご意見をお聞かせください （自由回答） 

・多くの事業所の受審と推進機関、評価機関、受審事業所が積極的に結果を公表する取り組みが

必要。・マスコミや広報誌（県社協）に第三者評価の記事を定期的に掲載することが必要。福祉系

大学、専門学校において、授業の一環で第三者評価を学ぶ機会が必要。民生児童委員協議会や老

人クラブ連合会、女性団体、商工会など幅広い分野への周知が必要（岩手県） 

・第三者評価結果を他関係機関で積極的に使うようにしてはどうか、求職者に向けて養成機関や

ハローワーク、相談機関職員（介護支援専門員、相談支援専門員、児童相談所職員、行政）に向

けて利用者支援に役立ててもらう。受審数が上がらないとサービス選択には使いにくいので、第

三者評価を義務化すべき。第三者評価を受けた事業所には、権威があるマークの使用等を 3 年間

許可したりとしてはどうか（宮城県） 

・第三者評価がサービス選択のためにある意義を、あまり理解していなかった。事業所に第三者

評価の説明に行った際にも「サービス選択に資する」との説明は行っていないので、今後は説明

内容に加えたいと思った（福島県） 

・昨年度の評価受審件数が全県で 18件という状況では「評価結果をサービス選択に活用する」と

言っても、その効果は極めて限定的なものにならざるを得ない。県では、高齢・障害分野の入所

施設に対して受審費用を補助する制度を時限的に設けたが、受審実績は、年間 20件の予算枠の半

分にも届いていない。つまり受審が進まない理由は費用の問題だけではないということであり、

原因を分析した上で、受審率向上の対策を講じる必要がある（栃木県） 
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・評価調査者の質を上げる取組みが重要ではないか。質が上がれば施設も第三者評価事業の価値

（有難み）がわかるし、施設側のいろいろな「気づき」にもつながるはずである（千葉県） 

・第三者評価のしくみがそもそも理解されていない。自治体等の所轄の職員がまずしくみを理解

し、相談に来る利用者等へサービスを選ぶ際の参考にこのしくみの存在を説明する。また、アク

セスの方法を指導、もしくはアクセスが簡単にできるよう改良する。介護支援専門員や特定相談

事業所の第三者評価システムの理解の促進を図る。報告書を要約版にする、読むポイントがわか

るようにする。自治体が作成しているサービス一覧へ、評価の受審年度を示し、サービスを選択

する際は参考にするような指導体制。報告書の「力を入れている取り組み」を本来の姿にする。

そのことにより事業所の特長が捉えやすくなる。また事業所の特色、例えば工賃アップに注力し

ている、居場所として、作業種目などを明確にすることで、利用者は自分の状況に合う事業所を

選びやすくなる。報告書の信頼性を高めるため、評価委員が評価内容の点検をして、特に優れて

いる事業所を表彰する（東京都） 

・評価結果の信頼度を上げるとともに、受審事業所の特色が明確になる報告書作成の工夫。それ

により利用者（保護者）は、求めている育児観、教員観に近い事業所を選択することができる。

利用者調査アンケート項目には、利用者が知りたい事業所の情報をオプションとして付け加える

（例：登降園時の対応、保育時間の柔軟さ、英語・体操・音楽等の活動の幅等）（東京都） 

・①評価結果の公表情報については「概要」と「詳細」に分け、まずは簡単でわかりやすいこと

が必要である。②推進組織が評価の質の担保をしようとして評価を難しくしている。県の第三者

評価推進組織には、まずは受審の推進を期待したい。しかし「苦情があると困る」との立場で、

施策が消極的になっている。評価の質の担保の前に、評価を広めることだと思う。推進するため

には、行政、事業所にプレッシャーをかけることも必要である（他市町村、他分野等の進捗状況

など）（神奈川県） 

・第三者評価は、現在のサービスの状況がなぜでそうなっているのか、理想と現実のギャップや

課題を見つめ直すもので、少し視点が違うように思う。サービス選択のツールとして使うために

は、利用者の求めている支援内容の情報を、具体的に数値化する別の評価基準が必要と思う（例

えば、入浴回数何回、浴室：個室、特浴いずれかなど）。利用者がサービスの選択をするにあたっ

て活用するには、第三者評価は内容が難しい。専門用語が多く使われているので理解できない項

目も多いと思われる。現在の調査票をもとに集約した、利用者が選択しやすい数値的なものや、

図案化したものを加えた「利用者向け」版の結果表があるとよいかもしれない。インターネット

上の公表にも工夫がほしい。（新潟県） 

・県の監査の回数緩和等、第三者評価受審へのインセンティブがあがってきていると思います。

まずは普及してすべての事業所が第三者評価を受審しなければ、選んだり、比較することができ

ないと思いますので、普及が優先事項だと思います（長野県） 

・福祉サービスの第三者評価の制度自体を、理解してもらえるような広報活動を推進する事で、

受審事業所も増え、事業の質の向上にも繋がるものと考えます。事業所側にとっては宣伝費と考

えてもよいと思う（鳥取県） 

・利用者や家族が求めている情報を伝える機関や人との連携が重要。多くの人にとって身近な相

談者がいない場合が多い。高齢者、障害者、児童などのサービス提供施設の情報を親身になって、

相談できる人は少ない。ケアマネジャーや行政だけでは少ないと感じる（福岡県） 
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・福祉を担当する行政のあらゆる窓口の職員が第三者評価の意義・目的を理解し、利用者に伝え

ることが大切と思われる。（熊本県） 

・ランチェスターの法則（※脚注を参照）により、第三者評価の実施率は 5％を超えないと認知

されない。26％以上の実施率で権威を増すと言われている。従って評価件数をより増やすことが

目的の達成には不可欠と考える。やはり、サービス選択のためには比較が重要である。市町村が

作成している福祉サービスの一覧にも「第三者評価の受審状況」を掲載するなど、ワムネットや

県レベルではなく、より身近な情報においても第三者評価の実施状況を「見える化」することが

有効ではないか（鹿児島県） 

 

（※） ランチェスターの法則 

市場経済の中でシェアを 26％以上とることで安定的にトップとなり得る可能性を持ち、市場に

認知されるためには、26％×26％≒6.8％以上のシェアをとる必要があるとしたモデル 

 

●コメント 

 利用者の選択に役立つための方策として、①利用者や利用希望者に留まらず、インターネット、

マスコミや広報誌の活用、関係諸団体への広報、大学や専門学校での紹介など、関係すると思わ

れる人たちへの積極的な広報活動、②広報内容のわかりやすい工夫、そして、評価調査者の質の

向上があげられている。 
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シンポジウム 
 

利用者のサービス選択を広げる福祉サービス第三者評価に！ 

― 平成２９年度社会福祉推進事業（厚生労働省補助事業）― 

 

期  日：２０１８年２月４日 

会  場：弘済会館（東京都千代田区） 

参加者数：５８名 
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（以下は、山崎美貴子氏の講演の要旨を主催者である一般社団法人「全国福祉サービス第三者評価調査者

連絡会」がまとめたものです） 

 

はじめに 

全国的に雪が本当にひどく降っている中を、今日は新潟県南魚沼市からも北海道からも

雪の深い所からお見えいただいて。先ほどのお話によりますと、隠岐の島からは飛行機が

一日に１便だけ飛んでいますということで…（笑）。本日は時間を作っておいでくださり、

また第三者評価事業に関係する皆様と一緒に学ぶ機会をいただき有難うございます。 

会長の新津ふみ子先生とはずいぶんと長いお付き合いなのですが、一緒にシンポジウム

に出る機会はそれほどあった訳ではないので、今日は学ぶ機会をいただき、楽しみにして

まいりました。どうぞよろしくお願いします。 

 

記念講演 

 

福祉サービスを必要とする人におけるサービス選択の意義 

 

講師 山崎美貴子さん 

神奈川県立保健福祉大学顧問 

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委員長 
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先日、ある社会福祉法人の会議に行ったところ、「指導監査で指摘を受けた」というこ

とでした。しかも文書指摘です。内容は評議員会や監事のことなどです。指導監査では最

低基準に適切に達しているかどうか、定めにしたがって組織が運営されているかどうか、

ということを監査されます。 

 指導監査はある意味で土台であって必ず受けなければなりません。一方で、第三者評価

は受審が義務化されているのは児童養護施設などの「社会的養護施設」の領域で、それ以

外は努力義務です。将来は必須の要件になってもいいかなと思っています。 

 特に保育所の受審率は非常に低い。受審した効果やどう生かせるのかが分からないとい

うことがあるようです。第三者評価の目指すことは「サービスの質の評価」です。私は保

育士の養成校の責任者でもありますし、保育士試験の委員長でもあるので本当に忸怩たる

思いがあります。 

 ここのところ、保育士の資格試験の実施回数や受験科目の免除、あるいは介護福祉士資

格の取得方法などが大きく変わりつつあり、また社会福祉士などの専門職のあり様も変え

ていこうとする動きになっています。保育士のカリキュラムも大きく変わります。 

評価調査者には、そうした改正やその背景を学びながら第三者評価をしていただくこと

になるのではないかなと思います。 

 

1. 福祉サービス第三者評価事業がめざすこと 

福祉サービス第三者評価事業とは「社会福祉法人等が提供する福祉サービスの質を事業

者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長ほか通知）であって、「公正・中立な第三者機関」と

は皆様ですが、そこでは「専門的かつ客観的とは何か」が問われます。 

「客観的」ということでは評価の指標や項目は定められています。しかし、それを行う

のは「評価調査者」です。評価項目をなぞるようにして評価すれば良いのか、ということ

ではない。評価項目を生かし、評価項目を使って評価を進めていく、その評価調査者の質

が問われます。ここが実は難しいところです。 

 

2. 福祉サービスの利用者は 

 事例を紹介します。 

一つ目。一人の男性のハルオさんが、地域の介護施設を利用しようかなと思い始めたが、
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施設の内容が分からない。 

 二つ目。徹子さんは長女の保育所を探し始めている。特に大都市中心に保育所が足りな

い。本当にお母さんたちは血眼になって保育所探しをしています。「近くで伸び伸びと創造

性を育む子どもになるように育児をしてくれるところはないかなあ」というテーマを持っ

て探しているお母さんたちは多いです。園庭のない保育所も結構あります。 

 三つ目。次郎さんは子どもが障害を抱えているが機能訓練を受けさせたい。でも、訓練

の内容がいろいろあるので、そこを見せてもらってから適切に進められたら良いと思って

います。最近、障害のある子どもたちの放課後の学童保育も非常に全国的に広がっていま

すが、そういうところには問題も発生しています。 

 小規模多機能型の保育所や企業型の保育所など設置基準を緩和し、ガイドラインを作っ

て自治体と繋げていこうという流れに変わってきています。 

 そういう状況の中で、第三者評価の情報をどのように出しているか、が課題なのです。

利用者にとって見やすい、分かりやすい、利用しやすい情報になっているかどうかが問わ

れる訳です。 

 

3. 福祉サービス事業者の質の向上を図るためのとりくみ

を目指している 

全国社会福祉協議会（全社協）では福祉サービス第三者評価事業を推進するにあたって、

「サービスの質の向上推進委員会」を設置しています。「第三者評価委員会」としていない

のは福祉サービス事業所の質の向上を図るための取り組みを目指しているからで、そこは

非常に明確です。 

 保育所や特別養護老人ホームなどの方々と話していると、サービスを評価してもらうの

は良いけれど、あまり制度や現場をよく知っていない評価調査者がいると言います。 

例えば、母子生活支援施設の利用者の約８割はドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

の被害者です。利用者はいろいろな意味でその施設の中に入っていることを夫に知られた

くない。夫は必死で探します。非常に緊急性が高い利用者が多いことや地域からも自分の

匿名性が確保されるように方針が整っています。そういうことを知らないままに施設の評

価に入ってしまうと、利用者を傷つけるだけではなく本当に大変な問題になってしまう。

施設のことを事前に良く知り、信頼を得るための備えが必要で、評価調査者の質が非常に

問われます。 
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 評価には「量の評価」と「質の評価」がありますが、第三者評価事業を作るときに「質

の評価とは何か」が問われ、議論しました。 

「量」ではなく、個別の一つひとつの施設・事業所・機関の質の評価を行うために「福

祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成し、改正してきています。特に基本にな

る部分としてそれぞれの種別領域に関わりなく共通的に取り組む事項を提示し、第三者評

価事業に関する指針を定めています。 

 そして、その目的は「利用者のサービス選択を支援するために情報提供を行う」という

ことで、つまり「利用者の選択」です。利用者のサービスの選択に資するかどうかが問わ

れます。情報提供にあまり力を入れていない施設があれば、そこを非常に重視しないと利

用者のサービス選択に資する情報提供につながっていないことになり、コンプライアンス

が非常に大事なところとなります。 

 第三者評価が信頼できることが前提ですが、評価されたものが使われなければもっと意

味がない。使われるにはどうしたら良いのか、ということが一番大きなテーマになるのか

もしれません。 

 

福祉サービスの質の評価 

 これはよく私が出す例です。 

保育所の待機児童のリストから「ああ、ここでは待機児童はこれだけなのね」と「数」

だけを見ているのでは「量の評価」であって「質の評価」につながらない。 

 リストがどのように作成されたのか、どのように管理されて活用されているのか、それ

は改善につながっているのかなど、「その数の持つ意味」に踏み込んで、そのリストを作成

した人に直接会って聞いてみるなどの工夫が必要です。さらには自治体によっても基準が

異なります。 

 保育所に入るために何度も何度も保育所に足しげく行った人がいます。母子家庭、同居

する祖母の年齢などの様々な情報をどのように聞いているでしょうか。皆さんが必死なだ

けにいろいろな情報が重要だと思います。 

 量より質で見るというのは、それを作成した人から情報を得たり地域の情報を得たりし

ながら、待機者リストを単にプールしているだけなのか、緊急性を持つ親子に対応してい

るのか。そこに様々なプロセスがあり、そのことが実は質の評価の入り口になると思いま

す。 
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4. そこに様々なプロセスがある 

皆さんが面接をするときに「出生時の体重は何ｇでしたか？」と聞き、「２,３５０ｇで

した。ちょっと小さかったですけども、大丈夫でした」とお母さんが答えます。皆さんは

そのままノートに「２,３５０ｇ」と書きますね。 

しかし、子どもを出産するのは一つのドラマで、そこに様々な事実関係があります。お

母さんにもお腹の中で子どもを育てるというプロセス、そしてその間でちょっと妊娠中毒

症になったり出産が早まってしまったりといった事実の後ろ側にいろいろなドラマがあり

ます。それを聞き込む力があるかどうかは質の評価を行う際の非常に重要なベースライン

になってきます。 

 質を捉えるというのは、ある意味ではその施設のミッションや本当に大切にしているこ

とを受け取りながら評価をしているかどうかということにつながっていきます。一つひと

つの事実を大切にするということは、質の評価をするときの評価調査者の姿勢として非常

に重要な要素になります。 

 そして、結果の後ろ側にあるいろいろな物語やプロセスを聞き取っていく、見ていく力

が重要です。施設に行くといろいろな臭いがしますよね。これも、入った時の印象の中の

一つの重要な要素になっていくのではないかと思います。非常に衛生環境や臭いに敏感に

対応している施設と、入った途端に尿臭がプーンとしてくる施設とでは違いがあるなと、

皆さんお感じになられるものがあると思います。 

 評価調査者は、「臭い」、「見る目」、「聞く言葉の奥行き」などという自分の五感を使い切

って評価をしていくことになると思います。しかし、どうしてもばらつきが生じます。自

分の関心があるところは丁寧に聞けるが、そうでないところは大事なものを見逃したり見

落としたりすることも多いでしょう。施設の運営や福祉サービスの構造に非常に長けてい

る方とそうでない方の場合では、質問のしかたやポイントなども違ってくると思います。 
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5. 質の評価を行う意義 

評価の視点 

サービスの質の向こう側にあるものは、安心できるかどうか、信頼できるかどうかです。 

多くの救護施設に伺いますが、救護施設は人生のある意味では「終の棲家」で、精神疾

患の方、刑期を終えた方、路上から入ってこられた方など、人生の最後のステージを迎え

ている方が多い施設です。 

例えば食事の出し方や食事のメニューに利用者をどう参加させているか、それをどう改

善の方向につなげているかなど、いろいろなポイントがあります。薬の管理や渡し方、飲

んだかどうかの確認を対話の時間に使っている救護施設もあります。１００人以上の方々

一人ひとり、薬を一日３回飲む方も多い中で、それを非常に大事な時間として使っている。

大手の薬局だと複数の薬を単にポケットに入れているだけというところがありますが、「一

包化」できちんと薬局とつながって対応しているところもあります。 

 そこに流れている空気、利用者と職員との関係性、第三者評価を受けたいというモチベ

ーションの有無など、今までが閉じた世界であった中で、知らない第三者が入ってきて分

かってくれるはずがないという受け止め方があって、モチベーションが必ずしも上がって

いない施設もあります。仕方がないから受けようかなというところもあります。 

 ある救護施設では、救護施設はずっと第三者から指摘される機会が少なかったのでモチ
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ベーションはすごく重要な要素であると言っておられました。そこは、ミッションを非常

にきちんと持っている施設で、建物は建てかえが必要な箇所がたくさんありますが、職員

の方々と施設のミッションが「ああ、このようにつながっているんだな」と思われるとこ

ろが施設の中にいくつもありました。 

 そんなことを大事にしながら見ていくと、やはりばらつきがないということと適切に評

価できるしくみづくりが重要であり、評価項目を見直しながら考えています。評価項目が

たくさんあっても、皆さんいろいろと感じるところが多くあると思いますが。 

 

評価結果の活用 

 そして、一番大事なことは評価の結果です。評価結果を実際の質の向上に活用できてい

るかどうかが問われます。点数が何点だから良かったということが意義ではない。その結

果をどう生かして工夫しているかだと思います。 

 職員全員に伝えているのか、評価受審後にそのための研修会を行っているのか、プロジ

ェクトを作って改善に取り組んでいる施設もあります。いろいろな施設がいろいろな工夫

していますが、「もう疲れた。これで一件落着。終わり」と棚上げしているところも全くな

い訳ではない。利用者やこれからサービスを利用される方にとっては、「どう生かしている

か」を見れば、その施設にとっての第三者評価の位置付けが分かってしまいます。 

 

職員参加の重要性 

 ある施設に行った時、たまたま第三者評価の評価調査者が来ている日でした。「今日はど

んなことやっているか、知っていますか？」と通りかかった職員の方に聞いても、「えっ？」

という施設もあるし、「はい、今日は大事な日なんです」とおっしゃる施設もあります。職

員にどう伝え、職員の参加の基に議論されているのかどうかも実は大事なことになってく

るのかもしれません。 

評価結果を実際にどう質の向上に活用できているかにおいて、評価の際に一部の職員だ

けで対応するのではなく、職員に伝えて「資料を出してください」「記録を出してください」

などと言いながら議論をしているかどうかは、とても大事なことです。 

そうすることで「結果どうでしたか」「どのように活用できるでしょうか」「それは改善

につなげられますか」のような議論にできたら最高であると思います。そこまでにはなか

なか至らないのですが…。 
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利用者や地域への公表は施設の公益性の視点で重要 

さらにです。私はちょっと厳しいことをレジュメに書きましたが、評価結果を利用者や

地域の人に公表しているかどうかです。厚生労働省の「我が事・丸ごと」ではありません

が、これから地域共生社会を作っていくときに、施設と地域がどうつながっているのかは

とても大事なことになります。 

私は東京都社会福祉協議会の一翼の仕事をしています。広域的な活動をしていくために

も施設は地域の大きな財産で、地域の中で専門職としての力やストックを持っています。

そこで、東京都内の各区市町村に「協議体」を作ってほしいとお願いしています。その協

議体には施設と地域の社協やいろいろな機関が集まり、施設に地域福祉へ参加していただ

けるような検討に入っています。今 90％ぐらいの自治体で取り組まれています。 

できるだけ第三者評価の結果を利用者や地域の人に公表していくことは、これから先の

施設づくりとしては施設の公益性を考えると非常に重要です。透明性を担保できているか

は、これからの第三者評価の生かし方の一つとして大きな意味を持つことになります。生

かし方の工夫なのです。どのようにそれを生かしていくのかです。 

 

「子ども食堂」の取り組みにおける地域での施設の役割 

現在、私は、全国各地で「子ども食堂」についての連絡会づくりに取り組んでいます。

子ども食堂というのは、これまでは子どものためだけの食堂でした。農林水産省が全国の

子ども食堂の調査をしていますが、最近では 8 割ぐらいが子どもに限定しなくなってきて

います。「高齢者や障害者の方もどうぞ」、そして「ご家族もどうぞ」というようになって

いて、ドアが開き始めています。 

特別養護老人ホームなどは厨房がしっかりしていたりホールのような場所を持ってい

たりするので、そこで子ども食堂を、と協力してくれる施設も多くなってきています。ま

た、食事サービスの提供団体は、これまで主に高齢者や障害者でしたが、そこが子どもの

ためのものになってきています。 

 フードトラックやフードバンクなど、いろいろなところが参加して食堂をやり出してい

ます。山形県に伺いましたら県を挙げてやろうということで副知事以下、子育て関係の福

祉の方が十数人その会合に出てきておられました。国では厚労省、文部科学省、国土交通

省、内閣府、農林水産省など、いろいろなところが食は接着剤になるということで、プロ

グラムを出し始めてくださっています。 
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香川県では、地域の方々が子どもを守ろうということで、「食材は、私たち買ったこと

ありません」と言っておられるほど、完全に施設と地域がつながっています。 

お米も野菜ももらえます。魚屋に交渉したらどうやらいただけそうです。地方ではそう

いうところが多くなってきています。施設と地域がつながる工夫がある施設では、おそら

く評価の結果を地域に公表していて、あの施設ならば大丈夫、などという信頼の絆がどこ

かであるのではないかと思います。 

 

施設の本質が問われる「透明性の確保」 

できる限り評価結果を利用者や地域の方々に公表して透明性を担保する。やさしいこと

ではありませんし、お祭りや行事はやっていますが、これまで施設が一番やってこなかっ

たことなのかもしれません。 

第三者評価の結果をどう地域に公表していくのか、透明性をどう向上させていくのかは

施設の本質が問われます。難しい課題ではありますが。 
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6. そのために、評価機関はどうするか 

そのために評価機関には、評価機関として必要な条件を満たしているかどうかが問われ

ます。当然のことです。 

評価調査者あるいは評価機関としての役割を考えると、その信頼に足る機関としての役

割や果たせる条件を一生懸命に考える必要があり、評価の信頼性や公平性を担保している

かどうかが問われてきます。 

ここが非常に重要な要素で、新津先生のこの組織（全国福祉サービス第三者評価調査者

連絡会）などが、そういうことに大きな力を発揮されるのではないかなと思います。 

 

7. どのような評価が利用者利益につながるか 

もう一つ重要なことは、評価が利用者の利益にどうつながるか、です。 

利用者がどのように評価に関心を持っているのかを考えてみる必要があります。利用者

の視点に立てば、どんな支援が受けられるのだろうかをたぶん知りたいと思うのです。 

 権利保障はされているか。障害者施設で１９人の方が亡くなってしまったという事件が

ありました。老人ホームでは利用者を突き落としたとして容疑者が逮捕された。身体拘束

はかけないと言いながら、ほとんど拘束なしではやれなかった施設などがありました。そ

のような不適切な扱いはないか。 

 利用者のニーズに応じたプログラムの工夫があるだろうか。これは一番難しいところだ

と思います。公平性や平等性と、個別性はときどき対立します。 

 この時間だけは点滴を続けなければいけないときに、そこに職員は付いていられなけれ

ば固定せざるを得ない。家族に見守りをしてもらう方法もあるかもしれないけれど、一人

暮らしではできない。どうしても命のほうが優先せざるを得ないことはありますよね。 

 プライバシーを守るとか、質の向上のための研修を受ける権利があるかどうかとか、そ

れらが全部利用者の利益につながっているかどうかを考えると、レジュメの４点目にある

「地域との交流がしっかりできているか」がやはり問われてくる。そこの相互理解があれ

ば、施設の持っている質の評価につながっていく可能性があると思います。 

 

8. 第三者評価の結果の公表のしかたの工夫 

そういう意味では、第三者評価の結果の公表のしかたの工夫なのです。これが今日お話

した一番大きなテーマかもしれません。 
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第三者評価の結果がどのように公表されるかが問われているのだと思います。施設・事

業所の了解を得て、どのようにそれが公表されるかということをぜひ一緒に工夫していた

だければと思います。 

ホームページで公表する例が多いと思いますが、それだけでいいのかどうか。職員に参

加してもらいながら理事や評議員などみんなに共有されることも大事ですし、どう生かさ

れたのか、優しい言葉でどのように内容を表示にしているか、も大事です。 

施設の玄関などに受審したというマークを掲示している施設も多いですが、その中身で

すね。特に共通評価項目の内容は、どこまで伝えられているのかなと思うこともあります。 

 

9. はじめの一歩は 

それぞれの施設が第三者評価を受審するしくみを地域に伝えていくことが大切で、もう

身に付いているところもあると思いますが、これからのところも多くあると思います。 

地域の財産としてのそれぞれの事業所・機関・施設が、その受審の効果を生かして改善

し、地域がどのようにその施設とつながっているかを考えると、利用者と共に地域に生か

される施設づくり、というところに結局は行き着くと思います。 

そういう意味では、第三者評価事業を生かした施設づくりを地域とともに、つまり地域

と別物ではなく一緒にということを願って第三者評価が生かされ、情報提供をする。そし

て、地域の財産として共有されるということを願いたいと思います。 

 どうもありがとうございました（拍手）。 
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シンポジウム 

 

『サービス利用者の選択』に福祉サービス第三者評価はどう

役割を果たせるか－福祉施設、評価機関の取組みから－ 

 

〔シンポジスト〕 

久木元 司さん 

社会福祉法人常盤会理事長 

中澤 富之さん 

社会福祉法人南魚沼福祉会 魚野の家 サービス管理責任者 

財前 亘さん 

社会福祉法人クムレ副理事長 

右京 昌久さん 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会事務局次長 

 

〔助言者〕 

山崎美貴子さん 

神奈川県立保健福祉大学顧問 

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委員長 

 

〔コーディネーター〕 

 新津 ふみ子 

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 
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〔コーディネーター：新津〕 

今日は、評価機関から一人、受審事業所から３人の方に参加していただいています。 

今回は受審事業所の方々が受審した結果を利用者に公開することについてどのように

考えているのか。そしてどのように情報を公開しているのか。一方で、事業所にそのよう

な活動をしていただくために評価機関はどのような後押しができるのか、というところに

焦点をあててシンポジウムを進めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

シンポジストの皆さん 

助言者の山崎美貴子さんとコーディネーターの新津ふみ子会長 
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福祉サービス第三者評価はどのような役割を果たせるか 

 

社会福祉法人常盤会理事長 久木元 司さん 

 

 

久木元 司さん 
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『サービス利用者の選択』に福祉サービス第三者評価はどう

役割を果たせるか ～ 「魚野の家」の取り組みから考察する 

～  

 

社会福祉法人 南魚沼福祉会 魚野の家 主任サービス管理責任者 

（社会福祉士 精神保健福祉士） 

 

中澤富之さん 

 

 

中澤富之さん 
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１．自己紹介 所属組織や地域の紹介 

･ 新潟県南魚沼地域（人口７万人弱）を拠点 

･ 社会福祉法人南魚沼福祉会（職員約 300 人、高齢福祉事業部・障がい福

祉事業部） 

･ 障害福祉サービス事業所（就労移行・就労継続支援 B 型）魚野の家 従

たる事業所「魚野の家うらさ」 

※昭和 55 年、家族会の運営による「作業所 魚野の家」誕生 

平成５年「精神障害者社会復帰施設（通所授産施設）魚野の家」へ移転、

設立 

現在、魚野の家のご利用者はおよそ 70 名（7 割が精神障害者）  

 ２. 第三者評価を受審した理由、経緯 

･ 個人的な理由：法人幹部や組織の風土風潮に対する反骨心から 

高齢＞障害 

○ 平成 20 年、県主催の「第三者評価事業者研修会」に参加 

○ 以降、毎年の職員調書で第三者評価受審を要望し続ける 

○ 平成 25 年度に「魚野の家」設立 20 周年を機に受審を決断 

３. 受審プロセス（ご利用者、保護者への説明会） 

･ 平成２５年度と平成２８年度、計２回受審実績あり。 

･ 新潟県社会福祉士会（あいエイド新潟）の調査員から複数回施設へお越

しいただき、ご利用者・保護者・職員へ「説明会」と「報告会」をして

いただく。 

○ 利用者自治会（すみれ会）… 調査員３名から利用者へ説明をいただく。 

○ 職員向け説明会     … 同日、別途職員向けの説明もいただく。 

○ 保護者向け説明会    … 別日、保護者会総会で保護者向けの説明をい 

ただく。 調査員１名、事務局員１名。 

○ 結果報告会 … 施設職員、保護者、法人幹部等が参集し、調査員３名か 

ら第三者評価の結果について説明をいただく。 

※ご利用者には職員が噛み砕いて説明。（利用者自治会）  
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４. 第三者評価が「サービスの選択」に役立つことについて（所見） 

･ 第三者評価を受け「暗黙知」が「形式知」に 

･ 受審プロセスの過程でサービス選択に役立つ資料が生まれる。（評価し

ていただいた特徴や総評からも施設のウリ・課題が明確に。） 

 例）「法人理念と基本方針の説明書」「パンフレット」「ホームページ」

「各種マニュ アル（標準的なサービスの説明と画）」他 
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保育所・認定こども園の利用者にとって 

第三者評価はどのような役割を果たせるか 

 

社会福祉法人クムレ 

幼保連携型認定こども園 

小ざくら保育園 

 

副理事長 財前 亘さん 

 

 

財前 亘さん 
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サービス利用者の選択に福祉サービス第三者評価はどう役割

を果たせるか～福祉施設、評価機関の取組から～ 

 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

 

事務局次長 右京 昌久さん 

 

 

右京昌久さん 
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１ 福祉サービスの選択について 

 

(1) 利用者に与えられている選択肢 

(2) 「良質の中からの選択」と「悪質を選択しない選択」 

(3) 地域限定の選択では、ライバルの存在はすでに明らか 

(4) 地域独占の福祉サービスでは、「選択」より「信頼の担保」 

 

２ 評価機関の特質 

 

(1) 中立公正な第三者機関 

(2) 専門性をもって福祉サービスの現在の状況を記述する真実性の付与 

(3) 受審する事業者の健全な、真摯な姿勢を応援するパートナー 

(4) 社会福祉の価値を信じ、その価値を高めることに意欲を持つ評価調査者が

協働する機関 

 

３ 第三者評価が理解され、信頼を得るために 

 

(1) 第三者評価の受審済みの「信頼」をもって、安心して「選択」できる機能 

(2) 選択に資する詳細の情報の提供には別途仕組みが必要ではないか 

(3) 受審していない事業所に利用希望者が何を感じるのか 

(4) 評価機関の努力は、受審数を十分に拡大できるだけの体制の充実 
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－以下、シンポジストとのやりとり― 

 

評価結果の公開と受審促進をどう考えるか 

〔コーディネーター：新津ふみ子〕（以下「コーディネーター」） 

評価結果の公開と受審促進が良い関係になれば良いですが、公開したので受審が促進さ

れたというようなデータはまだありません。ただ、少なくとも、どのような公開をしてい

るのかはいろいろな取組みがありますが、そのことが受審促進につながるという点が一点。 

それから、公開することで質の向上により一層取り組むという側面があり、この二つの

点から考えていかなければいけないと思います。 

山崎先生、公開と受審促進をどう考えたら良いでしょうか？ 

 

〔助言者：山崎美貴子さん〕（以下「助言者」） 

公開することが前提になるということがまず担保できるかどうかという課題があると

思います。ホームページに出すという程度のことではありません。 

ご発言の中で、ゼミナールをするという取組み、利用者の感想をとっているという取組

み、それから利用者とやりとりをしている、という取組みのお話しがありました。第三者

評価を受けていることの信頼が教育されるということが大事だと思います。 

それから、利用者がそれぞれの持っている特徴をどう出すのかという点では、良質なる

サービスを受けられるというだけではなく、利用者が「私はこれがやりたい」「これが好き」

ということになってくると現在の評価項目では十分ではありません。 

例えば、右京さんから「記述を入れる」というお話しがありました。そこはもう少し工

夫がいるなと思いました。そうしないと選択する主体になったときの「幅」が足りない。

そこの工夫がこれから必要ではないかと思います。 

 

〔コーディネーター〕 

内閣府の議論では「食べログ」のような情報提供をしたらどうだろう、という意見もあ

り、びっくりしたのですが、山崎先生のお話しや右京さんのお話しを聞いていて、公開す

るときに、適切なサービスを提供するための体制という側面での評価はしますが、利用者

が関心を持つようなものに焦点化しつつ分かりやすくする、ということが一つの課題にな

るのではないかと思いました。そのことが選択しやすい情報になるのかではないかという
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意味においてです。 

 

評価結果の公開を人材確保につなげる 

〔コーディネーター〕 

そのほか、木久元理事長は人材確保に活用しているということですが。そのあたりをも

う少し。 

 

〔久木元さん〕 

地域差や種別によっても違うのでしょうが、今求められている地域の公益的な取組みを

しっかりやっているところを学生は見ています 

例えば「子ども食堂」の取組みや「生活困窮者への支援」であるとか、制度にのらなく

ても社会福祉法人がどういう姿勢でその地域に向き合っているのか、というところは確実

に見ていると思います。 

そういう意味では第三者評価も一つのツールですし、ホームページも含めてあらゆるも

のを通じて、学生の皆さんに対しても情報発信の努力をしていかなければならないと思い

ます。 

 

質の向上のために評価機関とサービス提供者とが一緒に議

論を 

〔久木元さん〕 

それから、サービスの質をどう見ていくかという観点で申し上げますと、その施設がど

ういう施設であるのかということは、利用者も見ていますし、地域で暮らしている、働い

ているスタッフの皆さんも当然に地域の一員として見ています。そういう意味では、質の

議論は、経営協としてこれから議論していこうと思っていますが、評価機関とサービス提

供者が一緒になって議論したいなと思っています。 

今の報酬基準を見ていますと、外形的な部分でしか見ていない。職員が何人いるか、資

格取得者が何人いるかなど、そこだけで質の評価ができるものではないと思います。われ

われ事業者と評価機関とがディスカッションする機会を設けて欲しいなと思います。 
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第三者評価事業が人材確保に資する 

〔コーディネーター〕 

 右京さん、どうですか？ 

 

〔右京さん〕 

第三者評価が職員の確保に資するか、という点で言えば、資すると思います。 

法人が高い志があることが、チャレンジが学生を得るためには極めて重要な要素だと思

います。学生は第三者評価事業について教育を受けていますし、評価基準の勉強も少しし

ていますので、必ず効果があると思います。 

 

評価結果をパンフレットなどの記述に活用する 

〔右京さん〕 

もう一つは、評価結果の記述が各事業所のパンフレットなどに引用できるという意味で、

評価機関は施設に対して「使ってください」と働きかける必要があるのかなと思います。 

東京都内の評価者の加藤さん（株式会社ふくし・ファーム）が来ていますが、園のパン

フレットに評価結果の記述をほぼ転用してもらうくらいの「応用」をしています。これで

園のＰＲのパンフレットになりますよ、と働きかけています。評価結果の記述をそのまま

転用するだけでも効果があるのだ、という実例があって大きな示唆を得たのですが、園や

法人の特徴や志の高みを評価機関が「翻訳」して利用者に通じる橋渡しをしてあげる、意

味や意義を理解して「良い点」であると記述してあげれば、施設としては助かるのかなと

思います。 

 

評価調査者も一緒に第三者評価事業を改善する風土と機会

を 

〔コーディネーター〕 

ありがとうございます。 

山崎先生は全社協の「福祉サービスの質の向上推進委員会」の委員長で、第三者評価事

業の体制整備そのものに携わっておられます。先生、１０年もたって、これではダメです

よね？（笑） 

委員長として何か、いかがでしょうか。 
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〔助言者〕 

目標がどこにあるかというと、評価項目を簡素化し、利用していただいて受審率を上げ

ることです。評価項目を検討する際に、保育所の分野では保育関係者が熱心なあまり評価

項目の数が多くなってしまいました。 

今でも、保育の質を担保するために丹念で丁寧で評価項目が多くても構わないから、と

いう保育所もあるのですが、でもそれでは広がらない。普遍化しなければ意味がありませ

ん。普遍化するには使いやすくて効果が視覚化できる、ということがあります。 

ただ、簡素化すると「エッセンス」みたいなものを評価項目の中で寄せてしまっていて、

制度改正などの大事なものを見落とす可能性がないとは言えないので、各部会で絶えず評

価項目の見直しには取り組んでいますが十分ではないと思います。その声を評価機関の皆

さま方が是非出していただき、評価機関の皆さま方と一緒に改善していく「風土」になら

なければダメだと思います。評価機関の質が問われると同時に評価調査者の質が問われる

と思います。 

また、各都道府県に推進組織がありますが、いろいろなパンフレットを作ってミッショ

ンを伝えている県もありますし、厚い手引き書を作っている県もあります。独自の評価項

目を加えている県もあります。それらを寄せて検討することも必要になります。 

そのような都道府県推進組織の取組みと各評価機関からの意見も反映するような機会

があれば良いなと思っています。 

パイプが太くないので少し辛いと思うのと、評価調査者がもっと増えないといけないと

思います。増えていくことによって切磋琢磨が生まれます。評価調査者の質を問うために

はそこに厚みが出てくることが必要だと思います。 

 

〔コーディネーター〕 

私ども全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会に対する非常に具体的で「しっかりや

れ」という問題提起を山崎先生からいただいたと思います。しっかりと取り組む覚悟が改

めて本日の講演とシンポジウムでできました。 

経営協ともこれまで話したことがないので、どこかの機会で話をさせていただきながら、

関連している人たちが協力して一丸となって取り組むことが大事なのだと確認する機会と

なりました。 

皆さま、ありがとうございました。（拍手） 
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（各記述は原文のままです） 

 

１ シンポジウムについて感じたこと、疑問など 

【公表・公開】 

･ ありがとうございました。評価を受けてその評価を公開するわけですが、単に評

価結果だけを公開すればよいのか、改善点などもどう乗せればよいのか、評価を

受けた事業所はどうされているのか。ＨＰでは結果のみと思うが。 

･ 情報公開のメリットは理解できましたが、まだまだ勉強不足だと感じました。 

･ 第三者評価を掲示板に貼り、利用者や外部に向けて発信はしていますが、個々に

配布するには内容が混み合っているので、簡素化もしくは専門用語とかがない一

般の方にとてもわかりやすいものを別に作成してくれるとありがたい。 

･ 地域情報公表 

 

【受審の意味・意義】 

･ 本日はありがとうございました。昨年受審し、今後の課題を少しずつ職員全員で

話し合い検討を続けています。今回参加させて頂き、共感することがたくさんあ

りました。まだまだ途中ですが改善に向けていきたいと思います。 

･ 評価を受けることの意味について更に知ることができました。 

･ 地域とのつながりをあらためて考えさせられた。ありがとうございました。 

･ 評価を受けた施設の方の発表で受ける側の心構えなどを知れて分かりやすかった。

行政監査とは違った施設側の努力・大切にしている部分も大切に評価していただ

くことを願っています。 

･ 行っている方々のお話をお聞きして行政の監査とは違い、受審する事業者にとっ

ては大変なだけでなく受けていることで信頼して頂き、選択していただけるとい

うことの大切さ、取り組みの見える化、見せる化の大切さを感じた。 

･ 本日は有難うございました。多方面にわたり勉強になりました。その中で、現在

 

参加者アンケート 
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人材確保が難しい中、繋がりがあるという所に驚きがありました。人材確保だけ

でなく、法人の質の向上を上げる為にも第三者評価を受け職員全体で改善し、そ

して地域にひらかれた法人でありたいと感じました。 

･ 本日聞かせていただいたことで、評価者側の視点や受審後の活用法がわかり、良

かったです。第三者評価を学生が学び法人の取組みに目を向けていることも驚き

ました。今後に役立てていきたいと思います。 

･ 参加させて頂きありがとうございました。第三者評価について知ることができて

良かったです。今後受審する際に参考にしていきたいと感じました。 

･ 受審事業所の取り組み、評価結果の活かし方参考になりました。 

･ 勤務先ではＩＳＯには取り組んでいますが、第三者評価を受審する動きは見られ

ません。本日は受審のメリットをいくつも学ばせていただきました。ありがとう

ございます。 

･ 評価調査者としては、事業所の取り組みをどう汲み取り、表現するか、評価機関

としてはどう事業所や利用者の役に立つのか、事業者としては第三者評価の受審

をどう活用するのかを考えていきたいと思いました。 

･ 社会福祉法人の職員として第三者評価を受ける立場です。行政監査も第三者評価

も自分たちの仕事が正しいか、適切か、十分か見直す意味でも大事な取り組みだ

と思っています。さらに大事なのは、一部の職員だけでなく全員が一丸となって

とりくみ、利用者の方のご意見を丁寧に聴き進め、また結果を真摯に受け止め、

改善していくことでしょうか。公表、公開が「やっています、やっています」ア

ピールにならないようにはしていきたいです。 

 

【受審率向上】 

･ これから保育園が増える時、保育所の受審増が課題と感じた。 

･ 第三者評価のあり方や必要性、位置づけなど地域差又は業種別においてかなり開き

があると改めて感じた。都における条件付き受審の是非はともかく、受審するとい

うことの“経験”を増やすことがまずは大切になるようにも感じた。 

 

【評価機関の質】 

･ 評価機関の信頼性は何によって担保されるのかを考えるきっかけとなりました。評
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価機関は利用者に直接訴えられるものではないので、まず事業所から選択される必

要性があり、その上で利用者に選択される評価ができるか否かは、事業者の姿勢に

かかると思いました。その点で、信頼性は事業者利用者双方によるものと感じまし

た。 

･ 参加させて頂き、第三者評価者として関わってみたいと感じました。山崎先生の資

料、お話で、待機者のリストの件、数を見るのではないという数の意味、とても感

銘を受けました。ありがとうございました。 

･ 今日は評価機関と調査員の「信頼」という言葉が大切だとふりかえり、今後頑張り

たいと思います。 

･ 受審事業者の種別や事業者各々の違い、特徴を知ることができた。又、県や各調査

機関の違いが（この事業に対する温度差）あることも痛感した。人材確保のため第

三者評価の利用は、事業所の体制を表すものとして注目されていると実感している。 

･ 改めて評価者としての心構えを確認できた。 

･ 評価者として反省させられる点や評価の視点が得られました。 

 

【その他】 

･ 受審する側と評価する側に加えて、評価情報を利用する立場の人の話も聞きたいと

思いました。 

･ 初めて参加しましたが参加して良かったです（勉強になりました） 

･ 時代は動いている。実感しました。 

 

２ 全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会に対する意見、要望など 

･ これから保育園が増える時、保育所の受審増が課題と感じた。 

･ シンポジウムなど分かりやすく聞けました。ありがとうございました。 

･ 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

･ 認知度がより高まる良いと思います。 

･ 県に対して体制づくりをプッシュしていただく研修を望みます。 

･ 評価項目の事業計画と見直しが別項目を一緒にしたほうが良いと思う。他にも一緒

にして良い項目を見直し項目数を減らしてほしい。 

･ 受審率を上げるには補助金など経済的援助が不可欠だと思うのと、都道府県別のバ
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ラバラな評価項目を何とかしていただきたい。 

･ 評価機関の傾向や機関へのオファー件数なども考慮した評価機関の”評価“も公開し

ていただけると受審者側も選択の幅が広がるのではと思う。 

･ 地方の現状 

･ いくつもタイムリーな話題をご提供いただきありがとうございました。 
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研修会 
 

〔基調講演〕 

「福祉サービス第三者評価事業をめぐる動向と課題」 

全国社会福祉協議会政策企画部 

部 長 笹尾 勝さん（大阪会場） 

副部長 吉村尚也さん（東京会場） 

 

〔報告〕 

「利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する調査

研究」報告（平成２９年度社会福祉推進事業・厚生労働省補助事業） 

全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 副会長 奥田 龍人 

 

〔グループ討議〕 

①  福祉サービス利用者に対する情報公開のあり方 

②  福祉サービス第三者評価事業の受審促進 

 

〔期日など〕 

期  日：２０１８年２月  ４日：弘済会館（東京都千代田区） 

２０１８年２月２５日：國民會舘（大阪府大阪市） 

参加者数：６８人（東京会場３３人、大阪会場３５人） 
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基調講演 

「福祉サービス第三者評価事業をめぐる動向と課題」 

全国社会福祉協議会政策企画部 

部 長 笹尾 勝さん（大阪会場） 

副部長 吉村尚也さん（東京会場） 

 

笹尾 勝さん（大阪会場） 

 
吉村尚也さん（東京会場） 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者

評価のあり方に関する調査研究」報告 

（平成２９年度社会福祉推進事業・厚生労働省補助事業）              

 

全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 

副会長 奥田 龍人 

 

奥田龍人 副会長 
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（以下、レジュメの内容は中間報告のため省略します） 
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〔グループ討議〕 

①  福祉サービス利用者に対する情報公開のあり方 

②  福祉サービス第三者評価事業の受審促進 

 

 

 

東京会場でのグループ討議 

東京会場でのグループ討議 

大阪会場でのグループ討議 
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〔主に「情報公開」に関する参加者からの意見〕 

 

（東京会場より） 

○ 利用者に理解してもらうには、ａｂｃの評価は問題。イラストやマークなど分かりや

すく示すことが大切。評定に固執してしまう。ｂの幅が広い。 

○ サービス選択に資することと評価結果の内容にはギャップがある。入浴の時間等々、

利用者が知りたい情報を考えると組織運営に関する部分は不要ではないか 

○ 評価機関の特徴を載せたり、イラストなどによる表示をしたりするなどの工夫が必要

ではないか 

○ 情報公表は都道府県推進組織が中心に実施してほしい。 

○ 誰が読むことをイメージして評価結果を書くのかを考えると、事業者中心にならざる

を得ない。 

○ 講評に字数制限があると自ずと提示できるものに限界があり、ジレンマがある。 

○ 利用者の定義は何だろうか？将来的な利用者も含まれるし、納税者も意識する必要が

あるのではないか。 

○ 実務的にはサービス（内容評価）について詳しく記述することが大事だが、より詳し

く書いてしまうと利用者には読みづらいものになってしまう。分かりやすさを考える

必要がある。 

○ 報告会の開催方法として民生委員や第三者委員も巻き込む例が報告された。 

○ 結果の公表後に３か月程度で報告会を開催して改善計画を発表している事例がある。 

○ 一般職員が読んで理解できないのではないかという内容の評価結果もある。 

○ 第三者評価事業は知られていない。どうしたら良いか？サービス内容を中心に伝えて

いる例がある。利用者が知りたいのは、料理に例えると「知りたいのは味だけ」では

ないか。絵などによる表記も必要ではないか。 

○ 評価機関が事業所に働きかけるには限界がある。都道府県推進組織や障害分野の自立

支援協議会もなどの力が必要である。 

○ 社会資源マップに評価結果を載せるという方法はどうか。 

 

 

〔大阪会場から〕 

○ 利用者向けに報告会を開催する。 

○ 一般向けに評価結果を編集して配布する。複数の事業所の結果を項目別に整理して提

示する方法もある。 

○ 事業所の自動車にステッカーを貼る。 

○ 評価結果をリクルート戦略として大学などに提供する。 
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○ 利用者や家族に対して地域包括支援センターなどを通じて公開する。 

○ 利用者向けの公表であるならば「利用料金」を示す。 

○ 介護事業所に知らしめる 

○ 単独のホームページを作成する。 

○ 名称を親しみのあるものにしていく。 

○ 市町村の窓口に情報があると良い。（一覧表なども） 

○ 重要事項説明書の明示は保育所でも行い、第三者評価の受審を知らせていく。 

○ 施設の「ウリ」にすることが重要。 

○ テレビのコマーシャルで放映する。 

○ 情報が伝わりにくい現実もある。 

○ 受審促進策としては、認証マークの作成、助成金の交付、ステッカーの作成など。 
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（各記述は原文のままです） 

 

１ 研修会について感じたこと、疑問など 

【動向と課題への理解】 

･ 第三者評価の現状をわかりやすく説明していただいて第三者評価のますますの必要

性を感じました。アンケートで評価の公表に工夫している事業所は利用者のサービ

スの選択に役立っているのがわかりました。 

･ 参考にさせていただきたい。 

･ とてもわかりやすい内容で参加させていただいてよかったと思います。 

･ 勉強、参考になりました。 

･ 大きな流れ、厚労省の動きを説明していただいてより理解できました。 

･ 社会福祉の動向及び現状・課題について理解できて有難く思います。調査員として

正しく理解して調査に臨みたいと思います。 

･ 第三者評価事業の動向、課題等について理解を深めることができました。来月の調

査にあたり本日の内容を活かし実態を表す評価、施設側と課題等を共有出来るよう

努めます。 

･ 全社協、笹尾氏の講義 里親の現状、乳児院・児童養護施設の現状など情報に触れ

ることがないのでよい講義でした。 

･ 日々全国社会福祉協議会様が上記事業の推進、ガイドラインの内容等について尽力

いただいていますことに心より感謝申し上げます。一調査員としてその志を汲み取

りながら調査を行ってまいります。 

･ 制度の変化が激しいので、動向を注意深く認識する必要があると思いました。この

研修に参加していないとそのことに気づけないと思うと有りがたい限りです。 

･ 動向と課題など具体的現状が理解できありがとうございます。 

･ 行政の動き、制度改正などの情報が得られた。 

 

【受審促進】 

･ 第三者評価を一般に知ってもらうためには、又活用してもらうためには、の２点に

ついて考える機会になりました。 

･ 施設種別や入所等においても一般のかたの認知度を考えるとまだまだといった状態

と思います。必要な状況になってあたふたすることがないように見やすい情報公開

参加者アンケート 
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が必要だと改めて考える機会になりました。 

･ 事業者にとって第三者評価を受けるメリットは何であるのか。 

･ Ｈ３０に受審促進研修をされる予定とのことで楽しみにしています。 

･ 今後の受審数が伸びることを期待できるお話を聞けてよかったと思いました。 

 

【公表・公開】 

･ 最後の新津様のまとめのお話の中で「食べログ」の案がありましたが、ミシュラン

「三つ星レストラン」ならぬ「三つ星施設」評価のように楽しいものになれば、利

用者の興味アップにつながるのではないでしょうか。 

･ 全国の取り組みがよくわかりました。県内の市町の福祉の窓口では福祉サービス第

三者評価事業に係るファイルが置かれていて、今まで受審した施設名や評価結果が

掲載されていて誰でも見ることができます。 

 

【評価者姿勢】 

･ 「利用者の権利」としての第三者評価の視点について認識を新たにしました。 

･ 福祉サービス全体に対する動向と課題が俯瞰的に捉えられてあらためて第三者評価

者としての役割が認識できた。 

･ 実態を表す＝厳密との間にいつも悩んでいます。 

 

【情報共有】 

･ グループ討議の時間があることで自分の意見をまとめられて良かった 

･ グループ内の福岡県、大阪府の取組みをお聞き出来良かったです。 

･ グループ討議が有意義だった 

 

【その他】 

･ 欠席者が多くいるような…何故に。 

･ 資料が多く説明が伴わなかった。 

･ 利用者に活用できる評価内容とは？県消費者団体よりサービスの選択のしかたにつ

いて研修会で説明依頼あり説明する予定なので資料をどうつくるか検討中。 

 

２ 評価調査者の研修会でとりあげてほしいテーマ 

･ とてもタイムリーなテーマを上げていただいているように思います。これからもよ

ろしくお願いします。 

･ 部門別 
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３ 全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会に対する意見、要望など 

･ 質問になりますがしただいた資料は所属する評価機関内で共有してもいいのでしょ

うか？ 

･ 推進率と評価の標準化の普及。 

･ 評価の書き方（利用者選択に役立たつ）等具体的に検討できる研修。 
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Ⅴ． 調査研究結果のまとめと今後の課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス第三者評価の目的の一つである「福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表さ

れることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資する情報となること」を研究課題

とした初めての調査研究である。 

本調査研究のテーマに取り組むきっかけは、平成 28年度の内閣府「規制改革推進会議」で第三

者評価の受審率向上が検討事項にあがり、そのなかで「利用者がサービスを選べるようにする」

ための具体的な方策が課題となったことである。 

本調査研究に取り組む前、また本研究の結果を見ても、第三者評価の主たる目的は第一義的に

第三者評価の受審・活用を通し「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

質の向上に結び付けること」に意義があるという意見がある。 

しかし、その一方で「我が事・丸ごと」の地域共生社会づくりが推進されるなかで、利用者・

地域住民の主体的な関わりが着目されるようになってきており、福祉サービスの評価においても

「利用者の選択に資すること」が普及しているのかが問われている。 

第三者評価を推進する都道府県推進組織、受審事業所、そして評価機関は当然のこととして、

評価結果を利用者のサービス選択に資する情報にするための活動を進めることの当り前さが理解

できた。今後の課題として認識し、取り組みを推進したい。 

本調査研究から得られた内容を再度ここに提案し、研究報告のまとめとする。 

 

１  本調査研究の対象 

本調査研究では、第三者評価を構成する 3 つの分野（各都道府県推進組織・受審事業所・評価

機関）を対象に、アンケート調査もしくはヒアリング調査を実施した。 

 

・第三者評価を推進する役割を持つ都道府県の推進組織へのアンケート調査および 3 カ所への

ヒアリング調査、 

・受審事業所（平成 28年度受審）へのアンケート調査と 17カ所へのヒアリング調査、そして

5カ所の事例紹介 
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・21カ所の評価機関へのヒアリング調査、そして 5カ所の事例紹介 

上記のうち、5 カ所の受審事業所と評価機関については別冊「利用者のサービス選択に資する

第三者評価の活用事例集」にまとめ、本調査研究成果の活用の促進を図ることにした。 

 

２  本調査研究結果のまとめ 

3分野において、「利用者のサービスの選択に資する情報」に関し、同様の結果であった。 

 

＜現状と課題＞ 

① 公表された評価結果は、 活用されていない。 第三者評価の周知と公表内容のわかりやすさが

求められる 

「よく見ている」「たまに見ている」には、評価機関関係者、サービス事業者、行政関係者であ

る。利用者・家族、および利用を希望する人・家族の割合は低く、またその他の住民に於いては

特に知られていない。その理由として、「第三者評価そのものが住民に知られていない」「評価結

果が住民にはわかりづらい」ことである。 

では、利用者はどのようにしてサービス・事業者情報を入手しているか。利用者は、サービス・

事業者の選択に当たり、「自ら見学に行って」「利用者間などの口コミを聞いて」「役所が作ってい

る事業所一覧などを見て」選択している。「福祉サービス第三者評価」および「介護サービス情報

の公表制度」はほとんど活用されていない。まさに周知とわかりやすさが課題である。 

一方、利用者の選択に役立つための方策として、現状では、さまざまな情報開示に取り組んで

いる事業者ほど、利用者のサービスの選択に役立っている。また、評価結果の公表に工夫をして

いる事業者ほど、利用者がアクセスする機会（閲覧、説明会・報告会など）が多いと考えている

ことがわかった。 

さらに、①利用者や利用希望者等にとどまらず、インターネット、マスコミ、広報誌の活用、

関係諸団体への広報、大学や専門学校での紹介など関係すると思われる人たちに対する積極的な

広報活動、②広報内容のわかりやすい工夫、そして評価調査者の個々の質の向上が、課題として

あげられている。 

 

 ② 事業所は独自にどのような方法で評価結果を公表しているか、 そして評価機関は公表の押しを

することが必要である 

公表として、事業所独自の方法は、「評価結果を事業所・法人のホームページに掲載している」、

「事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるように置いている」である。利用者がアクセスし

やすい方法としてホームページが考えられ、取り組みの推進を期待する。公表結果は、推進組織

のホームページやワムネットで公開されているが、さらに自評価機関のホームページに、推進組

織やワムネット等にページリンクを張ることなどによる活用しやすさが課題である。 

また、評価結果の説明会（報告会）などを開催し直接、利用者・家族、関係者に伝えている。

しかし、この説明会（報告会）の開催をしていない事業所も 4 割ほどと多数であり、報告会の開

催は、評価プロセスにおける基本的な実施事項であると確認したい。 

評価結果の説明会（報告会）の対象を誰にするのかは、第三評価の目的を達成するために重要
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である。説明会（報告会）の対象者は、管理者層に留まらず全職員はじめ関係者の参加が望まれ

る。また、利用者・家族をはじめ、住民にも公開することは、第三者評価の周知の機会ともなる。

評価機関として第三者評価の目的を確認し、受審事業所に説明会（報告会）の開催方法などにつ

いての情報提供が求められる。  

さらに、受審事業者が評価結果の公表に取り組むことを後押しする役割が評価機関にはある。

その取り組みとして、受審契約時の説明で公表の重要性に触れていること、公表方法などに関す

る情報提供、公表内容のわかりやすさを課題とした提案などについても説明し、推進することが

求められる。 

 

③ 利用者にとって必要と思われる情報、評価項目は何か、またわかりやすさに配慮した公表内容で

あること 

利用者の選択に役立っていると思われる評価項目は、全般にわたるが、「事業所の基本情報」「運

営の透明性の確保」「利用者本位の福祉サービス」「福祉サービスの質の確保」が高い。 

評価項目以外で、利用者サービス選択に役立つ情報として、利用者調査（アンケート、面接など）

の公開があげられている。第三者評価では、この利用者調査の実施やその方法は推進組織、ある

いは評価機関と事業者の合意に任され、また公表も同様であり、検討課題といえる。 

さらに、現状の公表内容は、事業者を対象に記載されている。言いかえれば専門職向けであり、

一般の人たちにはわかりづらい。公表内容の工夫が求められ、評価機関としては、評価結果報告

書の書き方の検討、また、利用者向けの特別な公表内容が必要ではないか等の提案があった。 

 

④ 都道府県推進組織への期待 

推進機構への期待として、「評価結果に内容を住民にわかりやすいように工夫」「受審マーク・

受審証の発行」「第三者評価結果の住民向けシンポジウム」などがある。また、地域包括支援セン

ターやケアマネジャーなどへの周知もあげられている。これら全ての取り組みを期待する。 
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FAX送付先：03-3494-9032 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 

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する評価推進機構へのアンケート 

         
■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

※ユニークアクセス数というのは、一定期間に何人がサイトに訪れたかを表す数字です。 

 

質問１ 貴推進機構における第三者評価結果のインターネットにおける公表は、どのような方法で行われて

いますか？当てはまる番号に○を付けてください。（※ＨＰとは「ホームページ」のことです） 

１．推進機構のＨＰに掲載するとともに、ワムネット（福祉医療機構）のＨＰに掲載している 

２．推進機構のＨＰにのみ掲載し、ワムネットのＨＰには掲載していない 

 ※ワムネットに掲載しない理由をお教えください：                  

 

３．その他（                                        ） 

質問２ 第三者評価の結果の公表についてＨＰへの掲載以外に工夫している取り組みがありますか？当て

はまる番号に○を付けてください。 

１．ＨＰへの掲載のみである 

２．ＨＰへの掲載以外にも他の工夫をしている→※工夫の内容をご記入ください。 

例）評価結果をプリントアウトして、住民が見ることができるように備えている、など 

 

 

 

質問３ 評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか。当てはまる欄に○を付けてください。 

          頻度 

誰が 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

１ 利用者・家族     

２ 利用を希望する人・家族     

３ その他の住民     

４ サービス事業者     

５ 行政職員     

６ 評価機関関係者     

７ 学識関係者     

 

都道府県名       推進機構体制 □都道府県が直営  □それ以外  

担当部署名（連絡先）                   電話またはメール： 

担当者数 専任  名（うち常勤  名・非常勤  名） ・ 兼務  名（うち常勤  名・非常勤 

推進機構の 

ホームページの有無  
有 ・ 無 

ホームページの 

2016年度のユニークアクセス数 
    件 

2016年度の受審件数

（社会的養護を除く）   
      件 評価機関数     カ所  

資料１ 
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質問４ 推進機構として、評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいることについて、

あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．受審マークまたは受審証を発行している 

２．評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫している（→質問５へ） 

３．第三者評価について、住民向けのシンポジウムを開催している 

４．特にしていない 

５．その他（                                       ） 

 

質問５ 質問４で「評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫している」と回答した方に伺います。

工夫の内容について、あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．評価結果の見方をＨＰなどで解説している 

２．評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるように工夫している 

※どのような工夫をしているか、お教えください：                            

 

３．その他（                                       ） 

 

質問６ 第三者評価の目的のひとつに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことがありますが、

実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

大いに役立っている まあまあ役立っている あまり役立っていない ほとんど役立っていない 

    

 

質問７ 質問６では全体的な印象を聞きましたが、評価項目の内容からみて、利用者のサービス選択に役立

っていると思われる評価項目（全社協版）について、当てはまる欄に○を付けてください。 

（都道府県独自の評価項目を採用している場合は類似の項目でお答えください） 

          役立ち度 

評価項目（中項目） 

役立っている まあまあ 

役立っている 

あまり役 

立っていない 

ほとんど役 

立っていない 

１  事業所の基本情報     

２  事業所の理念・基本方針     

３  経営状況の把握     

４  事業計画の策定     

５  福祉サービスの質の向上への組

織的・計画的な取り組み 

    

６  管理者の責任とリーダーシップ     

７  福祉人材の確保・育成     

８  運営の透明性の確保     

９  地域との交流・地域貢献     

１０  利用者本位の福祉サービス     

１１  福祉サービスの質の確保     

１２  各サービスごとの内容評価基準     
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質問８ 評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えください。 

（自由記載） 

 

 

質問９ 質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と回答さ

れた方にお聞きします。その原因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付

けてください。 

１．第三者評価そのものが住民に知られていない 

２．評価結果が住民にはわかりづらい 

３．評価結果への信頼感がない 

４．受審件数が少ないので比較できない 

５．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

６．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

７．その他（                                       ） 

質問１０ 第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と思われま

すか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを与えるなど） 

２．推進機構が、住民向けの様々なＰＲをすべき 

３．受審した事業所が、地域住民向けに様々なＰＲをすべき 

４．第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 

５．その他（                                        ） 

 

 

 

質問１１ 「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標として位

置づけられていますが、実際に利用者（利用を考えている予定者を含む）のサービス選択の役に立っている

と思われますか？あてはまる番号に〇を付けてください。 

１．大いに役立っている  

２．まあまあ役立っている 

３．あまり役立っていない→質問１２へ 

４．ほとんど役立っていない→質問１２へ 

５．その他（                                       ） 

質問１２ 質問１１で「介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立っていない」と答えた

方へ。その原因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない 

２．介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 

３．介護サービス情報の公表への信頼感がない 

４．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

５．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

６．その他（                                       ） 

 

 

以下、質問１１から１３は、福祉サービス第三者評価事業の課題を検討していくうえでの参考とするため、

「介護サービス情報の公表制度」に関して伺うものです。 
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質問１３ 介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫

が必要と思われますか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．公表機関が、住民向けの様々なＰＲをすべき 

２．公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を掲載すべき  

３．住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 

４．事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に文書で配布するなどＰＲすべき 

５．情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を達していないので見直すべき 

６．その他（                                        ） 

 

質問１４ 貴都道府県では、第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサービス選択に役立つ

システムを用意していますが？当てはまる番号に○を付けてください。 

１．ある 

※それはどのようなシステムでしょうか？お教えください：                            

 

２．ない 

３．その他（                                    ） 

 

質問１５ 福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービスを選んで

いることが多いと思いますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

           

 

よくある まあまあ

ある 

あまり 

ない 

ほとんど 

ない 

１ 利用者間などの口コミを聞いて     

２ ケアマネジャーなどの専門職に聞いて     

３ 民生委員などの地域の関係者に聞いて     

４ インターネットで事業所の評判を見たりして     

５ 福祉サービス第三者評価の結果を見て     

６ 介護サービス情報の公表制度を見て     

７ 役所が作っている事業所一覧などを見て     

８ 自ら見学に行って     

９ 事業者の営業に接して（説明会や見学会など含

む） 

    

１０ その他：他にあれば記載してください。 

質問１６  その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策につい

て、ご意見をお聞かせください。（自由回答） 
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FAX送付先：03-3494-9032 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 

 

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関するサービス事業所へのアンケート 

 

■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

※ユニークアクセス数というのは、一定期間に何人がサイトに訪れたかを表す数字です。 

 

質問１ 貴事業所が受審した第三者評価の結果について、貴事業所として独自の公表をしていますか？当て

はまる番号すべてに○を付けてください。（※ＨＰとは「ホームページ」のことです） 

１．評価結果を事業所・法人のＨＰに掲載している 

２．事業所・法人のＨＰに、推進機構・ワムネットのＨＰのリンクを貼って、閲覧できるようにしている 

３．広報誌等に評価結果（概要などでも可）を掲載している 

４．評価結果（概要などでも可）を利用者・家族に配布している 

５．事業所内に評価結果を冊子として閲覧できるように置いている 

６．地域の町内会等に評価結果（概要などでも可）を回覧している 

７．重要事項説明書に、受審したことを記載している 

８．独自の公表には取り組んでいない 

９．その他（                                       ） 

 

質問２ 貴事業所が受審した第三者評価の結果について、利用者・家族や住民が理解しやすい工夫を行って

いますか。当てはまる番号すべてに○を付けてください。 

１．評価結果について、コメントをつけ解説して、ＨＰなどで公表している 

２．評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるように工夫している 

※どのような工夫をしているか、ご記入ください：                            

 

３．特にしていない 

４．その他（                                       ） 

 

質問３ 評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか。当てはまる欄に○を付けてください。 

          頻度 

誰が 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

１ 利用者・家族     

２ 利用を希望する人・家族     

３ その他の住民     

４ サービス事業者     

５ 行政職員     

６ 評価機関関係者     

７ 学識関係者     

 

都道府県名       受審事業所名        

直近の 

受審年 
 平成  年 第三者評価受審回数     回 

2016年度のホームページの 

ユニークアクセス数 
   件 

施設種別 
□高齢者施設・事業所   □障害者施設・事業所（種別）： 

□保育所         □その他の施設・事業所（種別）： 

資料２ 
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質問４ 貴事業所が受審した第三者評価の結果について、利用者または家族向けに説明会（報告会）を開催

していますが？当てはまる番号に○を付けてください。 

１．開催している（自治会、家族会などの例会などでの報告も可） （→質問５へ） 

２．開催していない 

３．かって開催していたがやめた（その理由：                         ） 

４．その他（                                        ） 

 

質問５ 質問４で「説明会を開催している」とお答えした方にお聞きします。 説明会の開催方法、説明者

及び対象者をお教えください。 

質問５－１ 開催方法（当てはまる番号すべてに○を付けてください） 

 １．事業所単独で評価結果の説明会として開催している 

 ２．法人として、いくつかの事業所の評価結果の説明会として開催している 

 ３．事業所・法人の利用者会や家族会などの定例会で報告している 

 ４．その他（                                      ） 

 

 質問５－２ 説明会の説明者（該当する下欄に〇を付けてください  

法人経営層 事業所経営層 事業所職員 評価機関担当者 その他 

    所 属： 

  

質問５－３ 説明会の対象者（該当する下欄に〇を付けてください  

利用者 家 族 住 民 行政機関 事業所職員 評価機関 その他 

      所 属： 

 

質問６ 第三者評価の目的のひとつに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことがありますが、

実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

大いに役立っている まあまあ役立っている あまり役立っていない ほとんど役立っていない 

    

 

質問７ 質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と回答さ

れた方にお聞きします。その原因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付

けてください。 

１．第三者評価そのものが住民に知られていない 

２．評価結果が住民にはわかりづらい 

３．評価結果への信頼感がない 

４．受審件数が少ないので比較できない 

５．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

６．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

７．その他（                                      ） 
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質問８ 質問６では全体的な印象を聞きましたが、評価項目の内容からみて、 利用者のサービス選択に役

立っていると思われる評価項目（全社協版）について、当てはまる欄に○を付けてください。 

（都道府県独自の評価項目を採用している場合は類似の項目でお答えください） 

          役立ち度 

評価項目（中項目） 

役立っている まあまあ役立

っている 

あまり役立っ

ていない 

ほとんど役立

っていない 

１  事業所の基本情報     

２  事業所の理念・基本方針     

３  経営状況の把握     

４  事業計画の策定     

５  福祉サービスの質の向上への

組織的・計画的な取り組み 

    

６ 管理者の責任とリーダーシップ     

７  福祉人材の確保・育成     

８  運営の透明性の確保     

９  地域との交流・地域貢献     

１０  利用者本位の福祉サービス     

１１  福祉サービスの質の確保     

１２ 各サービスごとの内容評価基準     

 

質問９ 評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えください。 

（自由記載） 

 

 

 

 

質問１０ 福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービスを選んで

いることが多いと思いますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

           

 

よくある まあまあ

ある 

あまり 

ない 

ほとんど 

ない 

１ 利用者間などの口コミを聞いて     

２ ケアマネジャーなどの専門職に聞いて     

３ 民生委員などの地域の関係者に聞いて     

４ インターネットで事業所の評判を見たりして     

５ 福祉サービス第三者評価の結果を見て     

６ 介護サービス情報の公表制度を見て     

７ 役所が作っている事業所一覧などを見て     

８ 自ら見学に行って     

９ 事業者の営業に接して（説明会や見学会など含む）     

１０ その他：他にあれば記載してください。 
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質問１１ 第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と思われま

すか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを与えるなど） 

２．推進機構が、住民向けの様々なＰＲをすべき  

３．受審した事業所が、地域住民向けに様々なＰＲをすべき 

４．第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 

５．その他（                                        ） 

 

 

 

質問１２ 「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標として位

置づけられていますが、実際に利用者（利用を考えている予定者を含む）のサービス選択の役に立っている

と思われますか？あてはまる番号に〇を付けてください。 

１．大いに役立っている  

２．まあまあ役立っている 

３．あまり役立っていない 

４．ほとんど役立っていない 

５．その他（                                       ） 

質問１３ 介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立っていないと思われる場合、その原

因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない 

２．介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 

３．介護サービス情報の公表への信頼感がない 

４．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

５．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

６．その他（                                       ） 

質問１４ 介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫

が必要と思われますか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．公表機関が、住民向けの様々なＰＲをすべき 

２．公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を掲載すべき  

３．住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 

４．事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に文書で配布するなどＰＲすべき 

５．情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を達していないので見直すべき 

６．その他（                                        ） 

 

質問１５  その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策につい

て、ご意見をお聞かせください。（自由回答） 

 

 

 

 

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました 

以下、質問１２から１４は、福祉サービス第三者評価事業の課題を検討していくうえでの参考とするため、「介

護サービス情報の公表制度」に関して伺うものです。同制度で情報を公表している事業所のみお答えください 
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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 

 

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する評価機関へのヒアリングシート 

 
■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

※ユニークアクセス数というのは、一定期間に何人がサイトに訪れたかを表す数字です。 

 

質問１ 貴評価機関で実施した評価結果の公表は、どのような方法で行われていますか？  

１．推進機構のＨＰに掲載するとともに、ワムネット（福祉医療機構）のＨＰに掲載している 

２．推進機構のＨＰにのみ掲載し、ワムネットのＨＰには掲載していない 

 ※ワムネットに掲載しない理由をお教えください：                  

 

３．自評価機関のＨＰに、推進機構、ワムネットなど評価結果を載せているページにリンクを貼っている 

４．その他（                                      ） 

質問２ 評価機関として、第三者評価結果の公表に関し、受審事業所におすすめしていることはありますか。 

 たとえば公表の対象は？（利用者・家族、潜在的な利用者、その他）   

公表の方法は？（報告会、広報、HP、その他） 

 

 

 

 

質問３ 評価結果の公表は誰がどの程度見ていると思われますか。当てはまる欄に○を付けてください。 

          頻度 

誰が 

よく 

見ている 

たまに 

見ている 

あまり 

見ていない 

ほとんど 

見ていない 

１ 利用者・家族     

２ 利用を希望する人・家族     

３ その他の住民     

４ サービス事業者     

５ 行政職員     

６ 評価機関関係者     

７ 学識関係者     

都道府県名       評価機関名   

担当部署名（連絡先）                   電話またはメール： 

主な対象分野・事業  

評価機関の 

ホームページの有無  
有 ・ 無 

ホームページの 

2016年度のユニークアクセス数 
    件 

2016年度の評価件数         件 
県内の 

評価機関数 
カ所 

県内の評価件数 

（2016年度） 
件  

資料３ 
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質問４ 評価結果が住民のサービスの選択に役立つようになるためには、推進機構にどのような取り組みを

期待しますか。あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．受審マークまたは受審証を発行する 

２．評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫する 

３．第三者評価について、住民向けのシンポジウムを開催する 

４．特に期待していない 

５．その他（                                       ） 

 

質問５ 質問４で「推進機構が、評価結果の内容を住民にわかりやすいように工夫する」と回答した方に伺

います。工夫の内容について、あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．評価結果の見方をＨＰなどで解説する 

２．評価結果や事業所の自己評価結果が一目でわかるように工夫する 

※どのような工夫がいいのか、お教えください：                            

 

３．その他（                                       ） 

 

質問６ 第三者評価の目的のひとつに「評価結果が利用者のサービスの選択に資する」ことがありますが、

実際に利用者のサービス選択に役立っていると思われますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

大いに役立っている まあまあ役立っている あまり役立っていない ほとんど役立っていない 

    

 

質問７ 質問６では全体的な印象を聞きましたが、評価項目の内容からみて、利用者のサービス選択に役立

っていると思われる評価項目について、当てはまる欄に○を付けてください。 

（都道府県独自の評価項目を採用している場合は類似の項目でお答えください） 

          役立ち度 

評価項目（中項目） 

役立っている まあまあ役立

っている 

あまり役立っ

ていない 

ほとんど

役立って

いない 

１  事業所の基本情報     

２  事業所の理念・基本方針     

３  経営状況の把握     

４  事業計画の策定     

５  福祉サービスの質の向上への組

織的・計画的な取り組み 

    

６  管理者の責任とリーダーシップ     

７  福祉人材の確保・育成     

８  運営の透明性の確保     

９  地域との交流・地域貢献     

１０  利用者本位の福祉サービス     

１１  福祉サービスの質の確保     

１２  各サービスごとの内容評価基準     
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質問８ 評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報があればお教えください。 

（自由記載） 

 

 

質問９ 質問６で「第三者評価が利用者のサービス選択に（あまり・ほとんど）役立っていない」と回答さ

れた方にお聞きします。その原因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付

けてください。 

１．第三者評価そのものが住民に知られていない 

２．評価結果が住民にはわかりづらい 

３．評価結果への信頼感がない 

４．受審件数が少ないので比較できない 

５．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

６．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

７．その他（                                       ） 

 

質問１０ 第三者評価が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫が必要と思われま

すか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．受審件数を増やすように取り組むべき（受審のインセンティブを与えるなど） 

２．推進機構が、住民向けの様々なＰＲをすべき 

３．受審した事業所が、地域住民向けに様々なＰＲをすべき 

４．第三者評価結果に、サービスの選択を期待すること自体が難しい 

５．その他（                                        ） 

 

質問１１ 第三者評価の目的は国が次のように示しています。質問６では「お役立ち度」を聞きましたが、

評価機関として、この目的自体、どのように考えていますか？ 

 

 

 

 

 

 

（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福祉サービス第三者評価事業の本来の目的＞ 

 ①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 

 ②福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービ

ス選択に資する情報となること（「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」・厚労省） 
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質問１２ 「介護サービス情報の公表制度」は、利用者のサービス選択に役立つことが一番の目標として位

置づけられていますが、実際に利用者（利用を考えている予定者を含む）のサービス選択の役に立っている

と思われますか？あてはまる番号に〇を付けてください。 

１．大いに役立っている  

２．まあまあ役立っている 

３．あまり役立っていない 

４．ほとんど役立っていない 

５．その他（                                       ） 

 

質問１３ 質問１２で「介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立っていない」と答えた

方へ。その原因として考えられるものはなんでしょうか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．介護サービス情報の公表制度そのものが住民に知られていない 

２．介護サービス情報の公表内容が住民にはわかりづらい 

３．介護サービス情報の公表への信頼感がない 

４．利用待機者が多いサービスなのでサービスの選択に至らない 

５．利用希望者はインターネットアクセスできない人が多い 

６．その他（                                       ） 

 

質問１４ 介護サービス情報の公表制度が利用者のサービス選択に役立つようになるには、どのような工夫

が必要と思われますか？あてはまる番号すべてに〇を付けてください。 

１．公表機関が、住民向けの様々なＰＲをすべき 

２．公表されている情報内容を見直し、住民が知りたい情報を掲載すべき  

３．住民が見やすいように、開示方法を検討すべき 

４．事業所が自らの公表内容を利用者（利用希望者含む）に文書で配布するなどＰＲすべき 

５．情報の公表制度は、サービスの選択に資するという目的を達していないので見直すべき 

６．その他（                                        ） 

 

質問１５ 貴評価機関の属する都道府県では、第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサー

ビス選択に役立つシステムを用意していますが？当てはまる番号に○を付けてください。 

１．ある 

※それはどのようなシステムでしょうか？お教えください：                            

 

 

 

２．ない 

３．その他（                                    ） 

  

以下、質問１２から１４は、福祉サービス第三者評価事業の課題を検討していくうえでの参考とするため、

「介護サービス情報の公表制度」に関して伺うものです。 
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質問１６ 福祉サービスの利用を考えている本人・家族が、実際にどのような手段で福祉サービスを選んで

いることが多いと思いますか？当てはまる欄に○を付けてください。 

           

 

よくある まあまあ

ある 

あまり 

ない 

ほとんど 

ない 

１ 利用者間などの口コミを聞いて     

２ ケアマネジャーなどの専門職に聞いて     

３ 民生委員などの地域の関係者に聞いて     

４ インターネットで事業所の評判を見たりして     

５ 福祉サービス第三者評価の結果を見て     

６ 介護サービス情報の公表制度を見て     

７ 役所が作っている事業所一覧などを見て     

８ 自ら見学に行って     

９ 事業者の営業に接して（説明会や見学会など含む）     

１０ その他：他にあれば記載してください。 

 

質問１７  その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策につい

て、ご意見をお聞かせください。（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました 
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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 

  

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する推進機構へのヒアリング 

ヒアリング調査者名            

 
■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

 

 

質問１ 貴推進機構における第三者評価結果の公表の工夫について 

（例） 

・アクセスのしやすさの工夫 

・評価結果の概要版などの作成 

・abc以外の評点の工夫 

・インターネット以外での公表の工夫 

・紙ベースの場合の設置先・配布先、 

・自己評価の開示 

・グラフ化、チャート化など視覚に訴える工夫 

  

 

 

質問２ 評価結果が住民のサービスの選択に役立つように取り組んでいること（直接実施しているもののほ

か、市区町村に対するサポートによるものなどがある場合は区分してお聞かせください） 

（例） 

・受審マークまたは受審証の発行 

・住民向けのシンポジウム等の開催 

・受審事業所の紹介（何らかの方法で） 

 

 

 

質問３ 評価項目以外で、利用者のサービス選択に役立つと思われる情報 

・例えば、職員の定着率、空き情報、見学案内、設備などを画像で紹介、人員配置、送迎の有無、工賃規程、

他の事業所や企業との連携、利用者満足度の開示、職員自己評価の開示、評価後の改善への取り組み 等 

 

 

 

 

 

 

都道府県名       推進機構体制 □都道府県が直営  □それ以外  

担当部署名（連絡先）                   電話またはメール： 

都道府県推進組織用 

資料４ 
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質問４ 受審の推進に向けた努力 

（例） 

・都道府県の事業所管理担当課との協働 

・シンポジウムや研修会の開催 

・受審事業者へのインセンティブ（実地指導の緩和、受審事業者の紹介 等） 

・関係団体への働きかけ（種別協議会など） 

・ＰＲ 

・実地指導などで受審をチェック 

  

 

 

 

質問５ 第三者評価や介護サービスの情報公表以外に、利用者のサービス選択に役立つシステムを用意して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問６  その他、福祉サービスの第三者評価結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策について、

ご意見をお聞かせください。（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ヒヤリング調査者の所感記入欄〕 
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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 

  

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する受審事業所へのヒアリング 

 

ヒアリング日時   平成  年  月  日（ ）   時 ～   時 

ヒアリング調査者氏名  

事業所の対応者氏名  

事業所の連絡先 ℡ メール 

 

 

■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

（※）「ユニークアクセス数」とは一定期間に何人がサイトに訪れたかを表す数字です。 

 

 

質問１ 第三者評価事業の目的の一つと位置づけられている、同事業が「利用者のサービス選択に資する」

ことについて基本的にどうお考えか（基本的な考え方） 

 

 

 

 

 

質問２ 「利用者のサービス選択に資する」ことに繋がるものとして、第三者評価事業に関して貴事業所が

独自に行っている、あるいは提供していること 

･ 広報、営業、研修、講演なども含め広い意味でとらえていただいて結構です 

･ 広報誌など媒体や成果物としてご提供いただけるものがあればご協力をお願いします 

 

 

 

 

 

質問３  その他、第三者評価の結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策について、ご意見をお

聞かせください。（自由回答） 

 

 

 

 

  

都道府県名       受審事業所名        

直近の受審

年 
 平成  年 

第三者評価受審回

数 
    回 

2016 年度のホームペー

ジのユニークアクセス数

（※） 

   件 

運営施設種

別 

□高齢者施設・事業所   □障害者施設・事業所 

□保育所         □その他の施設・事業所 

受審事業所用 

〔ヒヤリング調査者の所感記入欄〕 

 

資料５ 
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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 

  

利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する評価機関へのヒアリング 

 

ヒアリング日時   平成  年  月  日（ ）   時 ～   時 

ヒアリング調査者 

氏名 
 

評価機関の対応者 

氏名 
 

評価機関の連絡先 ℡ メール 

 

■基本情報（フェイスシート）  □の欄については当てはまる項目に☑してください。 

（※）「ユニークアクセス数」とは一定期間に何人がサイトに訪れたかを表す数字です。 

質問１ 第三者評価事業の目的の一つと位置づけられている、同事業が「利用者のサービス選択に資する」ことについて基本的に

どうお考えか（基本的な考え方） 

都道府県名       評価機関名   

法人種別（〇印） 
社会福祉協議会・社会福祉法人（社協を除く）・社団法人・財団法人・株式会社・

有限会社・ＮＰＯ法人・その他（            ） 

法人設立の趣旨  

法人の理念  

第三者評価事業の開

始時期 
平成  年  月  日 

主な評価対象分野 □保育  □障害  □高齢  □社会的養護  □その他（     ） 

平成２４年度～２９

年度の評価実績 

平成２４年度   件（うち他の都道府県での実績   件） 

平成２５年度   件（    同上         件） 

平成２６年度   件（    同上         件） 

平成２７年度   件（    同上         件） 

平成２８年度   件（    同上         件） 

所属している評価調

査者数・担当職員数 

 評価調査者数     名 ・ 担当職員数    名（うち専任  名） 

組織、職員体制（ヒアリング調査者が聞き取りのうえ記入） 

 

第三者評価事業以外

に実施している事業 

以下のいずれかが主たる事業である場合には、☑に加えて○印をつけてください 

□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 

□社協事業  □コンサルティング  □シンクタンク 

□その他（                       ） 

事業規模 
貴組織の２０１６（平成２８）年度収入総額         円（１００．０％） 

上記のうち第三者評価事業による収入額           円（      ．  ％） 

評価機関のホームペ

ージのアクセス件数 
２０１６年度ユニークアクセス件数（※）    件 

評価機関用 
資料６ 
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質問２ 「利用者のサービス選択に資する」ことに繋がるものとして、第三者評価事業に関して評価機関が

独自に行っている、あるいは提供していること 

･ 広報、営業、研修、講演なども含め広い意味でとらえていただいて結構です 

･ 広報誌など媒体や成果物としてご提供いただけるものがあればご協力をお願いします 

 

 

 

 

 

 

質問３  その他、第三者評価の結果が利用者のサービスの選択に役立つための方策について、ご意見をお

聞かせください。（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ヒヤリング調査者の所感記入欄〕 
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“利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること” 

それは福祉サービス第三者評価事業の大切な目的の一つです。では、その現状はどうか、

関係者はどう取り組んでいるのか、課題は何か、それを皆様と一緒に考えたいと思います。 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用者のサービス選択を広げる福祉サービス第三者評価に！ 

 シンポジウムのご案内 

 
－平成２９年度社会福祉推進事業（厚生労働省補助事業）－ 

 

 

記念講演 

シンポ 

ジウム 

「福祉サービスを必要とする人におけるサービス選択の意義」〔仮〕 

久木元 司さん 

講師 山崎美貴子さん 
神奈川県立保健福祉大学 顧問 

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委員長 

社会福祉法人南魚沼福祉会 魚野の家 

サービス管理責任者 

財前 亘さん 

右京 昌久さん 

社会福祉法人常盤会理事長 

「『サービス利用者の選択』に福祉サービス第三者評価はどう 

役割を果たせるか」－福祉施設、評価機関の取組みから－ 

社会福祉法人クムレ副理事長 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会事務局次長 

〔コーディネーター〕 

新津 ふみ子 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 

〔会場・期日〕弘済会館４階 蘭 東京都千代田区麹町５丁目１ 

201８年２月４日（日）午前１０時から１２時３０分 

中澤 富之さん 

〔主催者・お問合せ先〕 

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 

東京都品川区西五反田 2-31-9 シーバード五反田 401 

Tel:０３－６４１７－３５０１ Fax:０３－３４９４－９０３２ Mail contact@dai3ren.org 

〔お申込み方法〕 

裏面の申込書をファクシリミか同様の記述事項をＥメールで上記にお送りください。 

参加対象 どなたでもご参加いただけます。 

mailto:contact@dai3ren.org
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団体名  

住所 〒 

℡・ＦＡＸ ℡               ＦＡＸ 

メールアドレス  

ご担当者のお名前  

 

№ お名前 職名 

１   

２   

３ 
  

 

 

〔案内図〕 

 

弘済会館 

千代田区麹町 5-1 

〔ＪＲ〕  総武線、中央線 四ツ谷駅 徒歩５分 

〔地下鉄〕 丸ノ内線、南北線 四谷駅 徒歩５分 

〔地下鉄〕 有楽町線 麹町駅２番 徒歩５分 

参加申込書 

 この参加申込書をＦＡＸ（03-3494-9032）か同様の記述事項をＥメールでお送りください。受信が確認できましたら、そ

の旨を返信いたします。 

 参加に伴う交通手段あるいは宿泊などは、各自ご手配ください。 

 車いす使用など、配慮が必要な場合は主催者へあらかじめお電話、ＦＡＸ、Ｅメール等でその旨をお知らせください。 
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2017 年 12月 29日 

  本連絡会会員 

  第三者評価機関代表者              各位 

  都道府県福祉サービス第三者評価推進組織代表者 

 

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 

評価調査者研修会のご案内 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、本連絡会では、福祉サービス第三者評価制度に携わる評価調査者の資

質の向上に資するため、下記のとおり研修会を開催いたしますので、ご参加く

ださい。（東京会場では同日午前 10時からシンポジウムを開催しますので、あ

わせてご参加ください。） 

記 

１ 期日、会場等（受付開始：いずれも午後 1時から） 

 東京会場 大阪会場 

期
日 

2018年 2月 4日（日） 

午後 1時 30分～5時 

2018年 2月 25日（日） 

午後 1時 30分～5時 

会
場 

弘済会館 4階 蘭 

東京都千代田区麹町 5丁目 1 

國民會舘 中ホール 

大阪府大阪市中央区大手前 2-1-2 國民

會館住友生命ビル 12階 

内
容 

１ 基調講演 

「福祉サービス第三者評価事業をめぐる動向と課題」（仮題） 

全国社会福祉協議会 政策企画部長 笹尾 勝 氏（大阪会場） 

          政策企画部副部長 吉村尚也 氏（東京会場） 

２ 報告 

「利用者のサービス選択に資する福祉サービス第三者評価のあり方に関する調

査研究」報告（平成２９年度社会福祉推進事業・厚生労働省補助事業） 

副会長 奥田龍人 

３ グループ討議 

（１） 福祉サービス利用者に対する情報公開のあり方 

（２） 福祉サービス第三者評価事業の受審促進 

会長 新津ふみ子 
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２ 参加対象 

評価調査者及び関係者 

３ 参加費、参加申込方法等 

（１）参加費 

3,000円（当日、受付にて現金でお支払いください） 

（２）参加申込方法 

① 別紙の参加申込書に必要事項を記入のうえ、メールまたはファクシミ

リで本連絡会事務局あてに送信してください。 

② 申込みの受付は先着順とし、定員になり次第締め切ります。定員を超

えた場合は本連絡会ホームページでお知らせしますのでご承知おき

ください。 

メール  contact@dai3ren.org  Ｆａｘ  03-3494-9032 

４ 交通案内（詳しくは各会館のホームページをご参照ください） 

（１）弘済会館（千代田区麹町 5丁目 1） 

 JR  総武線、中央線 四谷駅から徒歩 5分 

 地下鉄 丸ノ内線、南北線 四谷駅から徒歩 5分 

 地下鉄 有楽町線 麹町駅から徒歩 5分 

（２）國民會舘（大阪府大阪市中央区大手前 2-1-2國民會館住友生命ビル 12階） 

 地下鉄「天満橋駅」3番出口（大阪城方面出口）から谷町 1丁目交差点東へ

徒歩 3分 

 京阪電車「天満橋駅」東出口から谷町筋を南へ、谷町 1丁目交差点東へ徒歩

6分 

５ そのほか 

（１）参加に伴う交通手段、宿泊等は各自でご手配ください。 

（２）車いす使用など、配慮が必要な場合には、あらかじめ当連絡会に電話、

FAX、Eメール等でその旨をお知らせください。 

（３）お問合せ先、お申込み先 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2－31－9 シーバード五反田 401 

（特定非営利活動法人メイアイヘルプユー内） 

℡０３-６４１７-３５０１（直通） Fax０３-３４９４-９０３２ 

メール contact@dai3ren.org  ＵＲＬ  http://www.dai3ren.org/ 

 

  

mailto:contact@dai3ren.org
mailto:contact@dai3ren.org
http://www.dai3ren.org/
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評価調査者研修会参加申込書（兼：受講決定通知書） 

 

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あて 

ＦＡＸ送信先 ０３－３４９４－９０３２ 

団体名  

住  所  

連絡担当者名  

電話番号  

FAX  

 

申込者記入欄 

 

会
場
（
〇
印
） 

東京会場   大阪会場 

〔主催者記入欄〕 

参加の可否（〇） 

参
加
希
望
者 

№ 氏名（ふりがな） 職名 

1 
   

2    

3    

 

受講決定通知書 

受付番号：東・大 № 

上記、「主催者記入欄」に記載のとおりです。 

2018年  月  日 

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 

 

（本連絡会記入欄） 

別紙 
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 資料 9  

 

 

内閣府 

（Cabinet Office, Government of Japan） 

 

もっと、利用者のサービス選択に役立つ仕組みは何か 

（平成 29年 2月 21日・内閣府規制改革推進室） 

 

 

※上記の本報告書（pp.243-250）掲載「資料 9」（pp.243-250）の内容は

下記の内閣府ホームページ「規制改革推進会議 会議情報」資料 4 参照 

 

 

資料 4「事務局 提出資料」（PDF形式：52 KB） 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/discussion/170221/170221discussion05.pdf 

 

 

○ 規制改革推進会議 公開ディスカッション 

・開催日：平成 29年 2月 21日（火） 

・テーマ：『介護サービスの提供と利用の在り方について』 

・場 所：中央合同庁舎 8号館 1階講堂 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/discussion/170221/agenda.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●この調査研究は、厚生労働省「平成 29年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金  

社会福祉推進事業」により実施したものです 

 

 

平成 30年 3月発行 

発 行 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 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-31-9 シーバード五反田 401 

TEL 03-6417-3501  FAX 03-3494-9032 

E-mail  contact@dai3ren.org 

 

                                    不許複製 
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