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Ⅰ． 事例集作成の目的と事例の選択 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  事例集を作成した目的 

本事例集は平成 29 年度社会福祉推進事業（厚生労働省補助事業）により実施した「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」の一環として、作成

したものである。 

 

１） 福祉サービス第三者評価の２つの目的 

福祉サービス第三者評価には、2 つの目的がある。第一は「個々の事業者が事業運営における

問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けること」であり、第二は「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って、それが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」である。 

しかし、この 2つ目の第三者評価の目的を達成するための取り組みは、厚生労働省でも、また

第三者評価の推進を担う各都道府県推進組織のいずれにおいても、その積極的な取り組みとして

行われているものは皆無と言ってもよい。 

おりしも、平成 28年度の内閣府「規制改革推進会議」では、第三者評価の受審率が低いこと、

利用者がサービスを選べるようにするための具体的な対策が必要であることが、課題として指摘

されている。この指摘を重要なことと受け止め、今回の調査研究の課題とした。 

 

２） よい事例を普及させていくために 

今回の調査研究では、平成 28 年度の福祉サービス第三者評価の受審事業所、および都道府県

推進組織を対象にアンケート調査を実施し、そのなかから受審事業所は 21カ所、 都道府県推進

組織は 3 カ所を選択してヒアリング調査を行い、その結果を分析し報告書としてまとめている。

また、評価機関 17カ所を対象にヒアリング調査を実施した。 

しかし、その一方で、本調査は今回初めて取り組まれるテーマであったことから、優れた取り

組みについて、事例集を作成することとした。 

本事例集の作成にあたっては、それぞれにおいて今後の取り組みの参考としやすいこと、活用
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しやすい内容であることなどを課題として検討を進めた。 

すなわち、第三者評価結果の公表において、①利用者がアクセスしやすいように情報の提供を

行っているか、②開示されたサービスの内容は利用者にとってわかりやすい内容か、サービスの

選択の材料となるものになっているかなどについて検討し、そのよい事例を普及させることは、

第三者評価の事業の推進に、また利用者の第三者評価の活用にも役立つものと考えて、事例集を

作成することとしたのである。 

 

２  事例の選択 

今回の「利用者のサービス選択に資する福祉サービスの第三者評価のあり方に関する調査研究」

では、受審事業所、評価機関を対象にヒアリング調査を実施している。 

そのなかから、本調査研究委員会において内容を検討・選択し、本事例集を作成した。 

調査研究委員会における検討の結果、選択した受審事業所は 5カ所、および評価機関も 5カ所

である。 

 

 

表１ 調査研究委員名簿 【ヒアリング調査員】 

新津ふみ子 NPO法人 メイアイヘルプユー 代表理事 

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 

奥田 龍人 NPO法人 シーズネット 理事長 

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 副会長 

右京 昌久 社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 事務局次長 

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 副会長 

田崎  基 公益社団法人 新潟県社会福祉士会 常任理事 

（外部評価機関「あいエイド新潟」担当） 

鳥海 房枝 NPO法人 メイアイヘルプユー 理事／事務局長 

 

岡田 賢宏 NPO法人 福祉経営ネットワーク 常任理事／事務局長 

 

田中  稔 合同会社 福祉人材ファーム CO-PRO 代表 

 

                                 （※所属・肩書：平成 29年 3月末現在） 

 

 

１） 受審事業所 （５カ所） 

平成 28 年度における受審事業所（東京都以外は全半数、東京都は半数）を対象にアンケート

調査を実施し、事業者の回答内容を委員会で分析した。 
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そして、事業所のサービス種別および地域を勘案して 21 カ所の事業所を選択し、ヒアリング

調査を実施した。その結果から委員会において事例集に取り上げる 5事業所を抽出した。 

 

表３ 選択した受審事業所 （５カ所） 

№ 団体名 所在地 備 考 

１ 魚野の家 新潟県南魚沼市 障害 

２ フルーツ・シャトーよいち 北海道余市 高齢 

３ 社会福祉法人クムレ 保育園 岡山県倉敷市 保育 

４ 昭島生活実習所 東京都昭島市 障害 

５ 社会福祉法人 常磐会 鹿児島県鹿児島市 障害・保育・高齢 

 

 

２） 評価機関 （５カ所） 

サービス種別、地域そして評価実績等を勘案して 17 カ所の評価機関を選択し、ヒアリングを

実施した。そのなかから、委員会で、事例集に取り上げる 5評価機関を抽出した。 

 

表４ 選択した評価機関 （５カ所） 

№ 団体名 所在地 

１ 岩手県社会福祉協議会 岩手県盛岡市 

２ 新潟県社会福祉士会 新潟県新潟市 

３ ワークショップいふ 熊本県熊本市 

４ メイアイヘルプユー 東京都品川区 

５ ふくし・ファーム 東京都中野区 
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Ⅱ． 利用者の選択に資するための 

第三者評価の活用事例 【事業所編】 
 

 

 

 

 

 

 

１  魚野の家 （新潟県・障害福祉サービス） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■事業所の理念・概要 

① 母体である南魚沼福祉会の基本理念 

「人として幸せに、安心して生きる日々を大切に」 

当法人の使命は、地域に生活する高齢者・障害者に福祉サービスを提供するに際して、社会福祉

法に定める目的・理念である「利用者の尊厳を保ち、かつ心身共に健やかに自立した日常生活を

営むこと」を福祉サービスの基本として、良質な福祉サービスの提供に努めるものとします。 

高齢者や障害者が、住みなれた地域で、真に、幸福に安心と喜びを感じて生きる日々を大切に

される生活を支援していくことを当法人の基本理念とします。 

② 事業所の概要 

・就労移行支援事業：6名 

・就労継続支援 B型事業：18名 

・生産活動 

：きのこ工場、清掃、クリーニング、縫製、資源回収、カレー調理など幅広く行っている 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

事業所は地域の精神障がい者を中心とする、障がい者支援を実施している。管理者の強いリー

ダーシップの下で、熱心で専門的な支援を積み重ねてきた事業所である。 

また、利用者の自治会と家族会が組織され、現利用者だけでなく、事業所を利用しなくなった

都道府県名 新潟県 受審事業所名 
障害者サービス事業所 

魚野の家（就労継続支援 B型） 

直近の受審年  平成２９年 第三者評価受審回数 ２回 
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家族等も参加している。 

事業所は自らが提供している福祉サービスを確認したいとの理由で第三者評価を受審しており

「利用者のサービス選択に資する」はあまり意識していなかった。しかし、第三者評価の結果を

利用者や家族等に説明・報告するなかで利用者等からの質問や要望も寄せられたことで、第三者

評価結果を公表することは、現利用者だけでなく、将来の利用者のサービス選択に資するもので

あると現在は感じている。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

事業所の利用者の 70％が精神障がい者のため、第三者評価結果を配布すれば、読み理解できる

利用者が多い。そのため、事業所は利用者への事業所の情報開示の一つのツールとして、第三者

評価結果を積極的に活用している。 

また、利用者や家族等を通じて口コミなどで、事業所を利用していない障がい者や関係者等に

事業所の情報が伝わることも理解している。 

このような事業所の背景を踏まえて、事業所が第三者評価を受審する際の利用者等への説明や

周知を以下のように実施している。 

① 利用者説明会 （第三者評価開始時） 

利用者の自治会で評価機関の担当者から第三者評価の意義やスケジュール、利用者調査方法を

利用者に説明する。 

② 保護者向け説明会 （第三者評価開始時） 

家族会で評価機関の担当者から保護者等向けに第三者評価の意義やスケジュール、利用者調査

方法を説明する。 

③ 第三者評価結果報告会 

保護者等、職員、法人幹部、評価機関担当者が参集して、第三者評価結果の概要を評価機関の

担当者から説明を受ける。その後、参集者からの質問や職員からの感想や今後の抱負等について

意見交換を実施する。 

④ 第三者評価結果利用者報告会 

利用者自治会で、職員から利用者に噛み砕いて説明し、利用者からの質問や職員からの感想や

今後の抱負等について意見交換を実施する。 

⑤ その他 

・第三者評価結果のファイルを事業所のホールに設置し、誰もが閲覧できるように備え付けて

いる。 

・第三者評価結果を広報誌等に総評の特に優れている点 3 点と改善が必要な 2 点を箇条書きに

してわかりやすく掲載している（参考資料：事業所広報誌『虹のかけはし』参照）。 

 

■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 

福祉サービスの選択だけを考えるのであれば、利用者が知りたい情報は、事業所から利用者へ

支払われる工賃（給与）や就職率などの情報である。 



7 

 

■参考資料  事業所広報誌 『虹のかけはし』 （一部抜粋） 

 

 

また、評価項目によっては、利用者や家族等の満足度や意見、感想があったほうがサービスを

選択する利用者には、有用な情報になると考える。 

第三者評価は、評価項目数が多い。結果も文字数が多く、読み込まないと内容を理解できない

ことが難点であり、サービス選択する利用者の関心が高い項目を A4 判の用紙 2 枚程度にピック

アップして利用者に明示するなどの工夫が求められる。 

第三者評価を受審していることは、福祉サービスの質の向上に前向きに取り組んでいる事業所

であるので、推進機関は受審した事業所名等を積極的に公表してはどうか。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

利用者の特性もあると思われるが利用者に丁寧に情報開示している事業所の姿勢が強く印象に

残る。評値結果に基づき利用者と職員が意見交換する機会を持つなどして、事業所のサービスに

対して共通認識を持つためのツールとしても活用している。このような取り組みから第三者評価

結果が現利用者のサービス選択に資する資料として、しっかり役立っている。 

また、事業所と利用者が、福祉サービスの方針、目的、計画などについての共通認識を持ち、
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利用者の就労等の個別の目標に向かって取り組むことでさまざまなよい相乗効果が生まれている

ようにも見受けられた。 

事業所の第三者評価受審の目的は、自らの利用者支援の専門性や継続性などを担保するためで

あり、成果や課題を確認して組織的にサービスの質の向上に努めている。 

また、法人内の他の障がい者福祉サービスとも第三者評価基準の勉強会を実施するなどして、

法人として福祉サービスの質の向上に取り組み、他事業所の第三者評価受審も始まっている。 

このように、第三者評価や自己評価によって自らの福祉サービスを継続的に点検する事業所の

地道な活動が、利用者の活動の充実や安心、楽しみ等に寄与していると感じられた。 
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２  フルーツ・シャトーよいち （北海道・高齢福祉サービス） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■事業所の理念・概要 

① 母体である社会福祉法人よいち福祉会の高齢者福祉事業の運営方針 

・利用者の意思および人格を尊重し常にその立場に立ったサービス提供に努めます。 

・介護の専門職としての自覚を持ち、質の高いサービス提供を図るために知識・技術等の自己

研鎖に努めます。 

・総合的高齢者ケアサービス提供施設として地域福祉の充実を図るために住民から信頼される

施設を目指します。 

② 事業所の概要 

 ・入居定員 118名（従来型多床室・従来型個室 50名／ユニット型個室 68名） 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・評価結果は、特養ユニットごとの家族懇談会で説明し、意見を聞いているが、意見は出される

ことは少ない。 

・第三者評価の利用者調査では、利用者の他に家族にも面接をしてもらっているので、評価機関

から受け取った評価結果から「総評」と利用者調査をまとめて家族に送付している。 

・利用者が事業所を選択する際に直接活用しているかどうか把握していないが、大いに役立って

いると思う。情報の開示は当然のことであり、利用者の権利でもあると思う。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

① 法人の方針・目標 

「開かれた施設・事業所」であること、法人の指導型ではなく、職員の自主性を軸にした事業

推進を課題としている。その対策の一つとして、第三者評価を取り入れている。 

全国社会福祉協議会が、平成 14年度に、第三者評価の制度化に際して実施した「福祉サービス

第三者評価モニター事業」の時点から継続的に受審している。 

② 現場のリーダー層の参加 

ヒアリングに際しては、施設長のみならず、現場のリーダー層を参加させ、自分たちの活動を

伝える機会、言語化できる機会として活用している。 

改善提案には真摯に取り組み、サービスの質の向上に活用している。 

 

 

都道府県名 北海道 受審事業所名 フルーツ・シャトーよいち 

直近の受審年  平成２６年 第三者評価受審回数 ５回 
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③ 法人のホームページの活用 

「情報公開」の分野では、第三者評価の結果を全ページ（第三者評価結果、自己評価や利用者

調査結果を含む）掲載している。また、苦情内容とそれへの対応、事故と事故報告書を掲載して

いる。 

大学からの実習などに関する問い合わせの際に、情報公開の分野が充実しているという感想を

聞いている。 

 

■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 

第三者評価の受審が増えると関心を持ちやすいのではないか。その為には受審をすることによ

るインセンティブが必要であり、たとえば公的監査の一分省略などがあげられる。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

 人口 2万人弱、高齢化率 37％を少し下回る地方の町で、唯一の特別養護老人ホームを経営して

いる。法人設立は 1988 年で、現在は複数の高齢者サービス事業と保育園、児童養護施設を経営

している。 

理事長は唯一の高齢者施設である事を意識し、地域に根づくこと、住民の役に立ち信頼を得る

ことを強く意識し、事業経営をしている。視点を変えると、サービスの独占化となれ合いが生じ

かねない環境ともいえるが、職員を巻き込み、一丸となって、常にサービスの改善を目標にして

経営に取り組んでいるように思う。 

その取り組みの一つとして、外部からの視点・評価を受けること、そして情報の公開の徹底、

また常に外部環境の変化を把握できるよう全国・国外にも視察に出かけている。そして先駆的な

情報や取り組み等を把握し、活用している。地方の社会福祉法人として、一つのモデルを示して

いるように思える。 
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３  社会福祉法人クムレ 保育園 （岡山県・保育サービス） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■事業所の理念・概要 

① 社会福祉法人クムレの理念 

「ともに育ち、ともに生きる」 

＜基本方針＞ 

ご利用者の満足度、クムレに集う人々の幸せ、強くしなやかな組織づくり、そして地域社会へ

の貢献を基本方針として取り組んでいます 

＜行動指針＞ 

・私たちは心にアンテナを張り、小さなニーズも見逃さない支援を提供します 

 ・私たちは人・仲間を大切にします 

 ・私たちは高い目標を持って仕事にチャレンジします 

② 事業所の概要 

社会福祉法人クムレは、①子育て支援事業グループ、②発達支援事業グループ、③自立支援事

業グループを持ち、そのうち子育て支援事業グループは保育園（240 名）、乳児保育園（90 名）、

夜間保育園（30名）、小規模保育園（18名）、地域子育て支援センター、児童家庭支援センター、

母子生活支援施設（20世帯）を運営している。 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・評価機関が評価することで、質の見える化を行い、利用者選択の幅を広げることができる。 

・社会福祉法人として、第三者評価は事業の透明化および情報公開を進めるために当然である。

ホームページの「情報公開」では、第三者評価の結果を掲載している。 

・利用者調査もあり、潜在的な改善課題も取り入れることで、改善につながる。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

① 法人の基本方針 

事業を評価し、改善に活用する、すなわち PDCAの視点から第三者評価を活用している。平成

17 年に一般社団法人保育士養成協議会が独自の評価基準で実施したときに受審を行い、その後、

厚生労働省の制度として開始されたので、継続して第三者評価を受審している。これまで 3 年に

1回の受審を計画していたが、平成 27年度「子ども子育て支援新制度」では 5年に 1回の受審が

努力義務化されたので、今後は 5年度ごとの受審に変更している。 

保育関係以外の事業所もすべて 3 年に 1 回程度、第三者評価を定期受審する方針で取り組んで

いる。 

都道府県名 岡山県 受審事業所名 社会福祉法人クムレ 保育園 

直近の受審年  平成２６年 第三者評価受審回数 ３回 
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② 現場の改善に活用 

保育現場には課題が多い。それを明確にし、サービスの質の向上の視点から事業計画に第三者

評価で指摘された改善課題から、法人全体で重点項目として意識的に取り入れている。受審事業

所・職員間で検討し、改善に向けた具体策を検討し、取り組んでいる。 

また、第三者評価の結果報告会を毎年実施している。報告会の内容は、評価機関からの結果の

概要・総評に関する報告に留まらず、受審した事業所の管理者から次年度の改善に活用する方針・

計画についても説明がある。この報告会の開催にあたっては、法人内の他の事業所の職員、法人

関係者、家族会の代表者などに参加を促し、意見交換しながら、改善課題を全体で共有する取り

組みを実施している。 

現在の課題は、結果や報告会を実施しても、共有する部分は強化できても事業所個々の課題の

掘り下げが十分にできていないことである。 

③ 情報の公開はホ－ムページで公開している 

・法人の方針として、結果についてはホームページで公開している。 

・営業、研修、講演などで活用することは特にない。 

 

■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 

管理者としては、事業所・園の選択においては知り合いからの情報、口コミの影響力が高いと

聞いている。保護者はホームページなどのインターネット媒体や SNSを活用して事業所の情報を

集めているようである。園としては、園から発信する情報を、広く伝えていくための情報発信の

あり方、双方向化の取り組みが必要と感じている。 

また、インターネット等の媒体では、主観的な情報発信が口コミで広範囲に広まることが考え

られ、客観的な評価および評価者の存在は必要だと思われる。 

そこでどのように評価を受けた園のサービスの質を伝えるかが問われる。評価機関の妥当性も

あるが、都道府県推進組織が、受審促進も含め、福祉的なサービスの水準強化のためには第三者

評価が必要であることを地域住民向けに PR する必要があると考える。さらに、どのような評価

内容や項目が、地域住民にとってわかりやすく、必要な項目なのか検討し、制度を構築していく

ことが求められる。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

 制度化された仕組みを積極的に活用して行こうする法人の方針を感じた。そのためには、常に

制度に関心を持ち、情報を収集する機会を豊富に持ち、自法人の現状に照らし合わせて、改善、

発展に活用する、すなわち中・長期計画に活かし、全職員へ周知するプロセスが求められるが、

理事長は確かにこのプロセスを踏んでいると思われた。 

 今後は、さらに地域共生社会の実現に参画することを課題とし、法人として地域住民や他法人

との連携や共同作業など、第三者評価をこの視点で活用されることを期待したい。 
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４  昭島生活実習所 （東京都・障害福祉サービス） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■事業所の理念・概要 

① 社会福祉法人正夢の会の理念 

「心に添った支援」を合言葉に「自分らしくそのままに」一人ひとりが、地域の中に「在る」

こと。 

その当たり前の小さな「幸福」が、人生の豊かさや生まれてきた喜びに繋がります。 

私たちは、一人ひとりの「心に添った支援」をめざし、支援を必要としている方々と、地域の

中で共に歩むことを喜びとする法人でありたいと思います。 

② 事業所の概要 

東京都昭島市にあり、生活介護（35 名）、短期入所、指定特定相談支援事業、指定障害児相談

支援事業を運営している。 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・自分たちも他の事業所の評価結果を閲覧しているため、サービス事業者は第三者評価結果を

「よく見ている」と思われる。また、評価機関関係者も「よく見ている」と思われる。 

・一方、利用を希望する人たちや家族等は「たまに見ている」と思われる。その理由として、

これからの家族世代はインターネットを使用しているため、おそらく評価結果も閲覧するだろう

との思いも込めてそう感じている。 

現状としては家族の高齢化が進んでいるため、そもそもインターネットを閲覧する環境がない

家族が多いと思う。そのため、評価結果報告書の情報を入手することは難しいと思われる。 

・利用者や家族は「あまり見ていない」と思われる。さらに、地域住民については「ほとんど

見ていない」と感じる。その理由として、事業所の地域開放行事に近隣住民が参加して、初めて

事業所について知るという声が寄せられているからである。また、東京都の福祉のサイトである

「福ナビ」の存在自体を知らない住民が多く、自分たちの事業所自体についても知らない住民が

多いということが現状となっている。 

・利用者のサービス選択に評価結果が「まあまあ役立っている」と感じているのは、実際に、

ある家族が、他の地域で他の事業所に通っていたところ、福ナビを見て私たちの事業所を選び、

自分の子どもに合っていると考えて利用につながったケースがあるからである。 

・以上のことから、評価結果報告書は、主に事業所や評価機関関係者が「よく見ている」とは

考えられる一方で、利用者や家族が「利用者のサービス選択に資する」情報として活用している

とは言えないと思われる。 

 

都道府県名 東京都 受審事業所名 
社会福祉法人正夢の会 

昭島生活実習所 

直近の受審年  平成２８年 第三者評価受審回数 １１回 
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■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・事業所としては、第三者評価結果を職員会議で説明し、振り返りを行う機会をまずは持って

いるので、その次に評価機関による家族報告会を実施し、結果の家族への周知を図っている。 

・家族説明会終了後に、事業所の取り組みの方向性等を家族に伝え、理解を促している。特に

「さらなる改善が望まれる点」3点の進捗状況を家族に伝えている。平成 28年度に第三者評価を

受審した際には、今後、倫理綱領を作成することが改善点の１つとなっていたため、法人として

倫理綱領を作成する動きが進んでいること等を伝えている。 

・家族報告会を実施している以外は特に報告書の内容を利用者や家族、地域住民に理解しやすく

するための工夫は行っていない。 

・上記の通り、第三者評価結果の活用は、主に現在の職員や家族に向けて行われ、利用希望者を

想定した取り組みは特に行っていない。 

 

■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 

・評価結果がサービス選択に役立つための工夫については、推進機構や受審事業所による PR と

いう取り組み方法もあるが、やはり行政による PR が、最もその影響・効果が大きいと考える。

なぜなら、福祉サービス第三者評価がまだまだ知られていないこと、何かあれば、利用希望者は

第一に役所に行くと思うが、そこで渡される資料は「事業所一覧」くらいになるので、事業所を

選択するためには、情報提供としてわかりづらい。実際に、役所の担当者が福ナビや評価結果を

配布する等の紹介をしてくれたら、もっと利用希望者等における理解が進むのではないか。障害

分野では、相談支援事業所への PRや情報提供も必要であると思う。 

・一方「福ナビ」には事業所の概要や写真等が掲載されているため、事業所の雰囲気や立地等の

情報は伝わりやすいと思う。利用者のサービス選択に直接役立つための情報としては、評価結果

報告書より、事業所の現状そのものの情報こそ、利用希望者が知りたいものであると思う。 

・福ナビだけでなく、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。地域にある事業所の評価情報をまとめ、紙媒体で直接配布できるようにすることが

よいのではないか。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

第三者評価を毎年受審している事業所であり、評価結果の説明責任を果たすため家族報告会の

開催は必須であるとの考えのもと、評価の結果を家族へ直接報告することが一連の「しくみ」と

なっていることが印象的であった。また、職員以外に第三者委員、評価機関の担当者も出席して

家族報告会が行われているなど、評価結果を事業所内で完結させることなく、透明性や客観性を

持たせるための工夫がなされていることは、とても参考になった。 

家族報告会で評価機関からの報告を受けた後で、今後の改善に向けた具体的な取り組み方針を

家族に説明する営みには、事業所の誠実さが感じられた。家族にとっても「継続して利用するか

どうか」を判断する機会にもなっているのではないかと感じた。 

事業所を選択する際に評価結果報告書が活用されていない理由として、インターネットによる
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公表だけでは利用希望者に情報が届かないという意見には、とても説得力があった。役所や相談

支援事業所に評価結果を紙媒体で備えつけて担当者から配布すること、第三者評価受審の有無の

一覧表を配布することなど、直接伝えるためのしくみを整えていく必要があると感じた。 
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５  社会福祉法人常磐会 （鹿児島県・障害福祉サービス） 

 

■基本情報（フェイスシート）  

 

■事業所の理念・概要 

① 社会福祉法人常磐会の理念 

・地域の方々の社会福祉支援を目的に誠心誠意のサービスを行います 

・地域の方々が安心、快適にご利用いただける社会福祉サービスを行います 

・すべての職員は倫理綱領を遵守し、専門性を高め、地域社会の一員として社会福祉の充実を

目指します。 

② 法人の概要 

社会福祉法人常盤会は、保育園 2カ所（鹿児島県、埼玉県）、児童発達支援センター2カ所（鹿

児島県）、放課後デイサービス（鹿児島県）、児童発達支援事業所（東京都板橋区）、指定障害児者

施設（鹿児島県）、障害者総合施設（鹿児島県）、生活介護事業所 2カ所（鹿児島県）、指定障害者

施設（鹿児島県）、障害者グループホーム（鹿児島県）、多機能型事業所（鹿児島県）、小規模多機

能型居宅介護（鹿児島県）、在宅支援センター（鹿児島県）など、児童、障害、高齢分野にわたり

幅広い福祉サービスを運営している法人である。 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

当法人は、昭和 41 年に創業者の障がい者支援への熱意から創生され、「地域に根ざす社会福祉

支援」を掲げて活動している。福祉サービス第三者評価が開始された当初から、組織的に受審を

推進してきており、法人内の全事業所が 3年 1回は受審するという目標を掲げ、現在まで 4回の

受審実績がある。 

法人が第三者評価に組織的に取り組む理由は「福祉サービスの質の向上」と「見せる経営」で

ある。 

福祉サービスの質の向上の面では、受審した事業所の職員から「事業所の課題が明確になった」

「利用者への支援の方向性が見えてきた」「評価の自己評価等のプロセスが改善につながった」と

いう発言が聞かれるように、多くの効果が確認できている。 

次に、見せる経営では、第三者評価結果を公表することを、法人としての情報公開のツールと

して活用している。そのようにして事業所経営の「見える化」「見せる化」に努め福祉サービスの

質の向上を図っていることを、利用者、関係者、地域社会など内外にアピールしている。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

法人は第三者評価結果を公表することで、事業所の「見せる経営」に活用している。理事長は

都道府県名 鹿児島県 受審事業所名 社会福祉法人 常磐会 

直近の受審年  平成２８年 第三者評価受審回数 ４回 



17 

 

「見せる経営」とは「事業所運営の透明性の向上は説明責任を果たす姿勢を示すことである」と

認識し、事業所のよい情報も課題も、どちらも開示する方針である。そして、この方針の一環と

して第三者評価結果を活用しており、利用者もサービス選択に際しての有用な情報としてほしい

と考えている。 

事業所は、第三者評価の受審前には、利用者と家族等に向けて、広報誌と家族会で第三者評価

受審の意義を説明し、併せて利用者調査等への協力を依頼している。第三者評価の受審終了後は

事業所内ホール等に第三者評価結果をファイルして設置し、誰でも閲覧できるようにしている。

また、事業所の第三者評価結果がワムネットおよび鹿児島県ホームページで公表されている旨を

広報誌等で発信し、その閲覧も呼びかけている。 

全ての事業所でではないが、利用者自治会や家族会等で職員が第三者評価結果について概要を

説明している。 

 

■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 

質の向上は第三者評価を受審する事業所自身の取り組みであるが、利用者のサービス選択では

「選択」するための比較できる件数が必要であり、受審事業所の件数を増やすことが重要である。

また、受審件数を増やすことで住民等の第三者評価に対する理解も深まると考える。 

 第三者評価の受審プロセスでは、改善に向けた気づきや動機づけ等が得られ、職員の育成にも

効果がある。そのことから、効果的な受審方法によって、継続的に第三者評価に取り組んでいる

事業所には権威のある称号などの使用を認めるなどしてみることも、利用者にとっては事業所の

取り組みがわかりやすくなる工夫となると考えられる。さらなる工夫が求められる。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

法人事業所は、3 年に 1 回を基本として第三者評価を受審している。受審回数も 4 回を重ね、

自己評価にもしっかり取り組んでいる。そのため、第三者評価や第三者評価基準などへの職員の

理解・認識が深いように感じられた。 

反面、地域的に第三者評価の受審数が少ないためか、事業所より評価機関において第三者評価

などへの認識が薄いようにも見受けられた。全国的に、地方では受審の回数が少なく、評価機関

および評価調査員の力量が高まりにくいのではないかという課題にも気づくことができた。 

また、これも全国的な課題であるが、評価報告書は一般住民が事業所の特徴を読み取ることの

難しい記述内容となっている。事業所の取り組みの「ある」「ない」については記載されているが、

福祉サービスの内容の記載は薄い。例えば、支援方針や事業計画の内容等についてキーワードを

交えるなど簡単にでもその特徴や内容に触れるような工夫があれば、一般の人が見ても事業所を

理解するためのより有用な情報になると考える。 
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Ⅲ． 利用者の選択に資するための 

第三者評価の活用事例 【評価機関編】 
 

 

 

 

 

 

 

１  岩手県社会福祉協議会 （岩手県） 

 

■基本情報（フェイスシート） 

都道府県名 岩手県 評価機関名 岩手県社会福祉協議会 

法人種別 社会福祉法人 

法人設立の 

趣旨（沿革） 

昭和２６年 岩手県社会福祉協議会設立 

昭和３０年 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会設立および登記 

世帯更生資金貸付事業開始（現生活福祉資金） 

平成 ４年 岩手県ボランティア活動振興センター開設 

平成 ５年 岩手県福祉人材センター開設 

平成 ６年 第３回全国ボランティアフェスティバル開催（盛岡市） 

ふれあいランド岩手管理運営受託 

平成１１年 地域福祉権利擁護事業開始 

福祉サービス運営適正委員会開設 

平成１３年 福祉サービス第三者評価事業開始 

平成１８年 ふれあいランド岩手指定管理者 

平成２３年 障がい福祉サービス復興支援事業開始 

平成２６年 生活困窮者自立促進支援モデル事業実施 

平成２７年 生活支援相談室開設 

生活困窮者自立相談支援事業実施 

法人の理念 
『地域福祉を推進し、誰もが住み慣れた家庭や地域で、共に支えあい、 

自分らしく、安心して生活することができる、豊かな福祉社会の実現』 
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■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・利用者のサービス選択に資することは重要であるが、受審件数が少なく事業が浸透していない

ため、県民が評価結果の情報に触れる可能性がそもそも低い。 

・仮に評価結果を見たとしても、件数が少なければ比較できないのでサービスの選択につながら

ないなど、課題が多い。 

・利用者のサービス選択に資するようにするためには、評価結果の公表の内容や方法にも課題が

ある。本会では、どちらかと言えば、第三者評価の目的である「事業所におけるサービスの質の

向上」に期するという視点が強い。 

・受審事業所に対しては利用者のサービス選択に資するものであることを説明しているし、評価

調査者に対しても、一般の人も読む可能性があるので、わかりやすく記述するよう伝えている。

しかし、公開する情報を考えると、一般の人が読むには、そもそも利用者向けに書いていないし、

記述内容や評価項目の枠組みなどをもっとわかりやすいものにしていかないと、理解しにくいの

ではないかと思われる。 

第三者評価事業の 

開始時期 

平成 17年 12月 27日、岩手県の評価機関として初めての認証を 

受け、事業を開始（※平成 13年度からはモデル事業として、全国 

社会福祉協議会が実施する評価調査者養成研修会「実地研修」の 

受託等を実施） 

主な評価対象分野 ☑保育 ☑障害 ☑高齢 ☑社会的養護 ☑その他（救護施設） 

平成２４～ 

２９年度の評価実績 

平成２４年度 17件（うち他の都道府県での実績：0件） 

平成２５年度 23件（    同上      ：0件） 

平成２６年度 20件（    同上      ：2件） 

平成２７年度 15件（    同上      ：0件） 

平成２８年度 15件（    同上      ：0件） 

所属している評価調

査者数・担当職員数 

評価調査者数：5４名・担当職員数：1名（うち専任：0名） 

組織、職員体制 

 

 

 

 
 

 

第三者評価事業 

以外に実施して 

いる事業 

社協事業 

福祉経営支援部 

福祉経営支援 

グループ 

障がい福祉 

グループ 

・第三者評価事業 

・施設種別協議会（６種別） 

・事務受託団体（７団体） 

・災害派遣福祉チーム 

・介護福祉士修学資金貸付事業 等 
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■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・受審事業所の承諾を得て、本会のホームページに評価結果を掲載している。 

・本会の広報誌（発行部数 5,000 部以上）に受審施設の紹介記事を掲載し、県内事業所への受審

促進の呼びかけを併せて行い、県民に広くこの事業を周知した。 

・パンフレットは全国社会福祉協議会が作成したものを活用し、研修会や施設種別協議会の会議

などで配布している。受審対象事業所向けと受審対象事業所利用者向けがあって、内容的には、

それで十分であると考えている。 

 

■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 

・第三者評価事業自体がまだ県民に浸透していないという感覚がある。受審事業所側のメリット

としては、サービスの質の向上に役立つほか、行政指導監査の頻度が緩和されるなどがあるが、

さらに、サービスを選択する側である「県民（地域住民）」に還元されるようなメリットがあれば

よいと思う。 

・「サービスの選択に役立つため」ということで抽象的であるが、わかりやすいのは、「受審する

こと」＝「運営の透明性（≒安心感）」ではないか。 

・第三者評価受審証に併せてステッカーを交付し、事業所の車に貼り付けている都道府県もある。

そのように事業所が受審したことを広く PR するような取り組みと併せて、例えば県政番組での

紹介など、各都道府県の推進機関・評価機関による事業の周知活動が活発になれば、よりよいの

ではないかと思う。 

〔方策についての課題〕 

・一般の人が福祉サービスを利用しようとする際に相談するのは、口コミ以外では居宅介護支援

事業所のケアマネジャー、地域包括支援センターの職員等であろう。そういった媒介する役割の

職員に、第三者評価の事業が周知されていないと利用者には伝わらない。ただし、本会としては

そういった部分での周知に向けた取り組みが十分ではない。 

・本県では、県推進組織では評価結果を公表していない。そのため、ワムネットを除けば、評価

機関のホームページと、受審事業所が自主的にホームページなどで公表した場合に、そこで閲覧

できるという程度であり、それ以外に閲覧する方法やしくみがない。 

・本会のホームページでも評価結果にたどり着くまで何層か入らなければならない構成になって

いる。 

・利用者のサービス選択に資するには、受審する事業所が増える必要がある。本県ではなかなか

第三者評価の受審が進まない。 

・本会では、5 日間の評価調査者養成研修のうち前半 2 日間は評価調査者ではない社会福祉法人

関係者にも参加をしてもらっており、毎年度 60カ所くらい参加がある。多少なりとも関心のある

人たちなのだが、そこへのアプローチが十分ではなく、今後に向けた課題である。 

・県内では準義務化された保育所でも受審は進んでいないが、国では運用の見直しが検討されて

いるようなので、今のうちに体制を整えることが必要ではないかと思われる。 
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〔ヒアリング調査者による所感〕 

岩手県社会福祉協議会（以下、岩手県社協）へのヒアリングからは、評価機関の一つの類型で

ある各都道府県社会福祉協議会（以下、都道府県社協）の強みとして、利用者のサービス選択に

資することにつながる可能性があるのではないかと考えさせられた。 

① 利用者と事業所とを媒介する機関や専門職に対する理解促進 

 岩手県社協は、自ら「広報の活動が十分ではない」としながらも、「居宅介護支援事業所のケア

マネジャーや地域包括支援センターの職員」など「媒介する役割の職員に第三者評価事業が周知

されていないと利用者には伝わらない」と指摘している。 

都道府県社協は、一般的に各市町村にある社会福祉協議会（以下、市町村社協）をはじめとし、

福祉関係の相談機関との関わりは深く、市町村社協自身が地域包括支援センターや居宅介護支援

事業所を実施しているところもある。住民に身近な機関や専門職が第三者評価事業を適切に理解

していることが、利用者のサービス選択につながるのではないだろうか。 

② 福祉人材センター等の機能や施設種別協議会との連携を生かした受審促進 

 福祉人材センター、運営適正化委員会など、都道府県社協が持つ機能や、サービス種別ごとの

福祉施設協議会との関係性を生かすことで第三者評価の受審促進を図ることができるのではない

だろうか。 

 岩手県社協では「評価調査者養成研修」の機会に、評価調査者とともに、県内の社会福祉法人

関係者を集めて第三者評価事業の周知に取り組んでいる。 

 ＜まとめ＞ 

今回のヒアリングで岩手県社協は「受審が促進されなければ利用者のサービス選択につながら

ない」と指摘している。両者の課題をともに進める上では、都道府県社協の組織や事業の特徴を

生かした取り組みをしていくことが重要ではないだろうか。 
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２  新潟県社会福祉士会 （新潟県） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

都道府県名 新潟県 評価機関名 新潟県社会福祉士会 

法人種別 社団法人 

法人設立の

趣旨 

・福祉に関する知識・技術の普及・啓発事業（研修、広報等） 

・権利擁護関連事業（成年後見、虐待対応等） 

・福祉専門職養成事業（社会福祉士等） 

・地域密着型サービス外部評価事業 

法人の理念 

当法人は、社会福祉の援助を必要とする新潟県民の生活支援と権利の擁護および

社会福祉に関する知識・技術の県民への普及・啓発、 ならびに社会福祉事業に

携わる専門職員に対する技能の研鑚に関する事業を行い、地域福祉サービスの推

進と発展を図り、もって新潟県内における社会福祉の増進に寄与することを目的

とする 

第三者評価

事業の開始

時期 

平成１９年９月１１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～

２９年度の

評価実績 

平成２４年度  ８件（うち他の都道府県での実績：0件） 

平成２５年度 １２件（    同上      ：0件） 

平成２６年度  ９件（    同上      ：0件） 

平成２７年度  ５件（    同上      ：0件） 

平成２８年度 ２０件（    同上      ：０件） 

所属して 

いる評価 

調査者数・ 

担当職員数 

評価調査者数：８０名 

担当職員数 ： １名（うち専任職員：０名） 

第三者評価

事業以外に

実施して 

いる事業 

地域密着型サービス外部評価 
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■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・サービス選択の資料の一つとしても評価結果は使えるのものだと思うが、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

建物は築何年、間取り、広さ、食事内容、入浴の内容、排せつ支援、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を伝えることが有効と考える。 

・第三者評価は、現在のサービスの状況が「なぜそうなっているのか」について、理想と現実の

ギャップや課題を見つめ直すためのものであり、少し視点が違うように思う。サービスの選択の

ツールとして使うには、利用者の求めている支援内容の情報を具体的に数値化などする別の評価

基準が必要であると思う（例：入浴回数〔夏季の入浴回数〕、浴室：個浴、特浴〔ストレッチャー〕

いずれかなど）。 

・利用者がサービスを選択するにあたって活用するためには、第三者評価結果は内容が難しい。

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、

より集約された内容で利用者が選択しやすい数値的なことや図案化した情報を加え『利用者向け

版』の評価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。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・事前説明会の際に、広く第三者評価の結果を公表することによって、地域からの信頼度向上や

「あやしい施設ではない」とのイメージのアップにもつながるので、取り組んでほしいと伝えて

いる。 

・平成 29年度から「福祉サービス第三者評価基準を活用した自己評価」についての研修会および

出前講座を実施している。「第三者評価を受けましょう」の前に、まずは自施設のサービスを自分

たちでしっかり振り返り、サービスの質の向上に向けたヒントを自分たちで見出すための『自己

評価』を効果的に行えるよう、自己評価の捉え方や取り組み方を伝える機会としている。 

例えば、平成 29年 6月に行った研修会には高齢・障害の施設・事業所や保育所から約 90名が

参加した。また、平成 29年度は社会福祉法人 3カ所と職能団体（知的障害者福祉協会）1カ所が

出前講座を活用した。 

 

■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 

・生活支援（食事、入浴）など、利用者に直結するサービス項目を抜粋し、明示する。 

・職員の離職率、専門職の配置状況、利用料金、施設・設備の評価などを明示する。 

・医療への対応、終末期の対応などを明示する。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

新潟県社会福祉士会に対するヒアリング調査の結果、利用者やその家族が真に知りたい情報と

第三者評価の評価結果の情報が、必ずしも一致していないことに気づかされた。 

① 利用者・家族が真に必要とする情報とは何か 

例えば、特別養護老人ホームの場合、①入浴・食事などの基本的情報、②入院時の在籍期間の

取り扱い、③看取り・終末期ケアへの取り組み状況、④医療機関との連携など利用者・家族等が
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不安に思っている事柄なども、基本情報や評価情報から抜け落ちている。仔細に評価コメントを

熟読すれば、このような内容に触れていることもあるが、公表されている評価コメントから探し

出すことは難しい。 

このような基本情報は、評価コメントではなく、受審事業所の PR コメントとして基本情報の

一部に設定しておく必要があるのではないだろうか。 

② 一般市民にとって 「福祉サービスの選択に資する情報」 とは何か 

利用者の選択に資する情報とは、受審事業所が行っている取り組みを、一般市民に噛み砕いて

解説してある情報ではないだろうか。 

現在の総評は、①特に評価が高い点、②改善が求められる点に着目して、両者を対比する形で

事業所の特徴を記述するものになっている。難しい用語も使われており、一般市民に向けた噛み

砕いた解説にはなっていないと思われる。利用者等に理解しやすく、評価結果がサービス選択に

資する情報となるためには、利用者向けに、一般市民も理解しやすいよう総評の記述を根本的に

考え直す必要がある。 

そのためには、評価基準中でも特に重要な細目の評価結果を抜き出し、平易に記述・解説する

ことが効果的と思われる。標準的な記述要領を検討・研究する必要がある。 

③ 評価とは別の具体的な実践情報の公表がサービス選択に資するのではないか 

内容評価基準は、サービス実践について具体的に評価するものであるが、a・b・c 等の評定に

とらわれず、実践内容をより具体的に紹介する項目と捉え直してもよいのではないか。 

この際、内容評価基準こそが利用者の選択に資する項目であるとして、再整理してはどうか。 

 ＜まとめ＞ 

「サービスの質の向上に資する第三者評価」「利用者のサービス選択に資する第三者評価」には

共通するものもあるが、やはりそのねらいや目的が異なることを確認すべきであろう。 

 その上で、利用者の視点で基本情報を峻別すること、総評の記述や内容評価基準のあり方など

研究していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

３  特定非営利活動法人ワークショップいふ （熊本県） 

 

■基本情報 （フェイスシート）  

 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

・第三者評価という名称は、一般の人々にはその目的がわかりにくく、興味を持つ人は少ないと

思われる。これが具体的なイメージが湧くようなネーミングになれば、利用者の興味もそそると

考えられるため、厚生労働省や全国社会福祉協議会が関係者等に募集し、名称変更をすることを

考えてもよいのではないかと思う。 

都道府県名   熊本県 評価機関名 
特定非営利活動法人 

ワークショップ いふ 

法人種別 特定非営利活動法人 

法人設立の

趣旨 

法人は、県民に対して生活・環境の向上を図るため、男女共同参画社会の実現に

向けた調査、意識啓発、まちづくりや環境保全に関する提言・意識啓発、介護福

祉に係る情報提供、女性の自立のサポート、および地域の特産物の掘り起こし、

安心・安全な暮らしのための消費者の保護、高齢者および障がい者の権利擁護に

関する事業を行い、不特定多数の者の利益に寄与することを目的とする 

法人の理念 
「いふ」はいつでも応援団、 

あなたの「どうしたらいいの」を一緒に考えます 

第三者評価

事業の 

開始時期 

平成１８年６月１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～

２９年度の

評価実績 

平成２４年度  ９件（うち他の都道府県での実績：０件） 

平成２５年度 １２件（    同上      ：0件） 

平成２６年度  ９件（    同上      ：0件） 

平成２７年度 ２１件（    同上      ：0件） 

平成２８年度  ９件（    同上      ：0件） 

所属して 

いる評価 

調査者数・ 

担当職員数 

評価調査者数：１５名 

担当職員数 ： ４名（うち専任職員１名） 

第三者評価

事業以外に

実施して 

いる事業 

・地域密着型サービス外部評価 

・その他（介護福祉にかかる情報提供事業・県福祉関係受託事業等） 
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・保育園の園長は、保育のプロではあっても組織運営については経験に頼っているケースも多い

ため、組織的なしくみを機能させ、よい保育の提供につなげていくには、繰り返し第三者評価を

受審することはとても有効であると思われる。さらに、質の向上を目指していることを保護者や

関係者等にアピールしていく必要があると考える。 

・評価項目以外にも、利用者・家族の声、保育園では卒園児の声なども参考になるものと思う。

そのような情報が入園希望者に届くしくみがあれば「利用者のサービス選択に資する」情報提供

として役立つのではないかと思われる。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・要望があれば、評価機関として利用者・家族・保護者等への報告会を行うことがある。 

・高齢者施設等で、家族に対して第三者評価受審結果を報告した実績が過去に数回ある。また、

保育園が独自に報告会を実施している例もある。 

 

■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 

・市町村の担当窓口の職員が第三者評価についての知識を持ち、福祉サービスの潜在的利用者に

第三者評価結果の活用方法等をわかりやすく伝える努力をする必要があるのではないかと思う。

地域包括支援センターやケアマネジャーについても同様である。 

・熊本県推進組織では、評価結果の見方をホームページ等で解説すること、評価結果等が一目で

わかるように工夫することが必要と考える。また、わかりやすい言葉・絵・チャートなど表現を

工夫する必要もある。 

・受審が努力義務となっている保育所では「入園のしおり」等に第三者評価受審状況を掲載する

ことを推進する。 

・熊本県推進組織では、今年度から監査担当課に第三者評価事業が移行したことを受けて、従来

からの第三者評価のパンフレットの内容を見直し充実させ、高齢者施設と保育施設のそれぞれの

全体会議で配布し、第三者評価の受審推進を呼びかけている。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

・評価結果が「利用者の選択に資する」情報になっているかというテーマでヒアリングを行った

ところ、そもそも受審する事業所が少ないため、評価結果自体が存在しないことが最大の課題で

あるとの意見があったが、それはもっともなことである。 

利用者でも職員でもない第三者が事業所の現状を把握し、客観的な情報を報告書に取りまとめ

世の中に公表するという、第三者評価制度そのものの目的が十分達成されていないなかで、評価

結果の内容が「利用者の選択に資する」情報になっているかどうか等を検討することは時期尚早

であったのかもしれない。 

・そのため、現段階では利用希望者が事業所を選択する際に「第三者評価受審の有無」が有効な

情報源となるため、利用希望者に第三者評価制度そのものを知らせていく方策についていろいろ

アイデアを得ることができたことは有益であった。特に、受審が努力義務となっている保育所に

おいて、入園のしおりに「第三者評価受審の有無」を必ず掲載することなどは、保護者の理解が
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進む取り組みの一つであろう。 

・一方で、利用希望者が事業所を選ぶときに知りたい情報として、第三者評価の評価項目以外に

「利用者・家族や、保育園では卒園児の声などが参考になる」との意見が得られた。 

かなり少数ではあるが、全国の評価推進組織のなかには、インターネット上で第三者評価結果

だけではなく、利用者調査結果の概要を公表している場合もある。 

実際に事業所を利用している（あるいは利用した）利用者・家族の声が、いわば口コミ情報の

ような形で利用希望者に届くようなしくみを第三者評価のなかに明確に位置づけることも有効で

あると感じた。 
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４  特定非営利活動法人メイアイヘルプユー （東京都） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

法人の設立の趣旨でもある、利用者主体のサービスの実践を考えるとき、また利用者の権利の

視点から、当然である。 

しかし、評価結果の公表は当然であるが、利用者にとってわかりやすいものにすること、活用

しやすくすることを課題としていかなければ、利用者の権利は保障されないと思える。挑戦する

べき課題である。 

都道府県名 東京都    評価機関名 
特定非営利活動法人 

メイアイヘルプユー 

法人種別 特定非営利活動法人 

法人設立の趣

旨 

・平成１２年２月に、福祉や医療に長年携わってきた仲間達が集まって法人を

立ち上げた 

・「福祉現場」への応援手法とし、第三者が利用者の意向を聞き、現場に報告

することにより、サービスの向上に活用・反映されることを目的として第三者

評価の手法を活用する 

法人の理念・

基本方針 

「福祉現場の応援団」をスローガンとし、利用者主体のサービスはどのように

あればよいのかをテーマに、現場の方々と共に考えていきたい 

第三者評価 

事業の開始 

時期 

平成１３年４月１日 

主な評価対象

分野 

☑保育  ☑障害  ☑高齢  ☑社会的養護 

☑その他（婦人保護施設、救護施設） 

平成２４ 

～２９年度の

評価実績 

平成２４年度  ３７件（うち他の都道府県での実績： ７件） 

平成２５年度  ５０件（    同上      ：１３件） 

平成２６年度  ４９件（    同上      ：１２件） 

平成２７年度  ４５件（    同上      ：１３件） 

平成２８年度  ３６件（    同上      ： ７件） 

所属している 

評価調査者・

担当職員数 

・評価調査者数：２４名 

・担当職員数 ： ６名（うち専任０名） 

・評価調査者は全員契約で、担当職員６名の内訳は、常駐を基本とする第三者

評価業務の調整者２名、他４名は法人全体の事業の兼務、および第三者評価に

関する事務等の担当職員である 

第三者評価事

業以外に実施

している事業 

・コンサルティング 

・その他（調査研究など） 
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■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・会報を年 5 回発行している。発行部数は 250～300 部である。その内容は、代表理事が第三者

評価の現状・課題についてほぼ毎回取り上げて解説している。また、この会報は、法人のホーム

ページにも掲載している。 

・第三者評価受審案内のパンフレットでは、当法人の設立の趣旨や理念・基本方針を取り上げ、

第三者評価の進め方について解説している。 

 

■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 

① 第三者評価制度そのものの見直し 

第三者評価の受審を促進し、この制度をまず知ってもらうことが必要である。また、利用者の

サービスの選択に資するためには、評価機関・評価調査者の標準化を課題とし、評価結果の質の

向上に取り組むことが課題である。 

対策として、都道府県推進組織が実施主体であることにより、多方面でのばらつきが見られる

ことから、全国を統一した推進組織が必要なのではないかと思える。この提案を実現するには、

平成 17 年から取り組まれてきた第三者評価の現行制度について、 全面的な見直しが必要となる

かもしれない。 

② 受審事業所による積極的な情報公開 

受審事業所に対しては、開始時の「管理者・職員説明会」で「サービスの質の向上のために、

また利用者の選択に資する対策として、積極的に、そして多様な方法で、第三者評価結果を公開

することを期待する」と説明している。 

東京都内および都外の受審事業所においても、管理者のみにとどまらず、全職員を対象とした

報告会、利用者・保護者を対象とした報告会、また地域関係者を巻き込んだ報告会が開催されて

おり、評価機関として当法人もそこに参加している。 

また、ホームページで公開することや、職員採用時などにも活用している受審事業所があり、

積極的な公開の取り組みであると思っている。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

・第三者評価制度ができる以前から第三者評価の必要性を認識し、活動してきただけに、第三者

評価に取り組む姿勢には揺るぎないものがあり、その核は「福祉現場の応援団」というところに

ある。よって、第三者評価のメインの目的は「サービスの質の向上」であると捉えられがちだが、

この評価機関は「サービスの質の向上は誰のためか」と突き詰め、結局のところ「利用者のため、

利用者の権利を守るためである」からこその「サービスの質の向上」であり、そのための現場の

応援団なのだ、というスタンスを守っている。 

・そうしたスタンスであるがゆえに、利用者のサービス選択に資する状況にあまりなっていない

第三者評価の現状を課題と捉えている。 

この課題に関する問題意識として、①受審件数が伸びないこと、そのために、②評価調査者の

力量が上がらないこと、それによって、③評価機関の信頼度が低いこと、それで、④受審が促進

されないという“負のスパイラル”に陥っているのではないかと指摘している（東京都は例外と
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して、全国の第三者評価の普及の現状は概ねその指摘の通りであると考える） 

・その解決策を真剣に考える時期と捉えており、①評価調査者の力量向上のため、評価調査者が

全国各地で活躍できるしくみとして（現在は都道府県ごとの認証による規制がある）、全国単位の

評価機関認証制度、すなわち推進組織の一本化などを提案している。これによって「評価機関が

選ばれる状況が生まれ、切磋琢磨することにより、評価の内容が充実してくるのではないか」と

いうことである。 

・確かに、社会的養護関係施設の第三者評価が全社協に一本化するなかで、評価機関のレベルが

上がったかどうかまでは不明だが、少なくとも、評価機関のレベルが比べられる状況が生まれて

きている。第三者評価のしくみの見直しが問われているかもしれない。 

・また、利用者のサービス選択に資するには、中間ユーザーに対する啓発が大事であると説く。

とりわけ、介護サービスでは、サービス選択にあたってケアマネジャーの影響力は大きい。福祉

サービスの相談専門職が第三者評価を活用するようになるための方策も重要な取り組みであると

感じた。 
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５  株式会社ふくし・ファーム （東京都） 

 

■基本情報 （フェイスシート） 

 

■第三者評価事業の目的の一つである「利用者のサービス選択に資する」ことについて 

「利用者のサービス選択に資する」ことは、そもそも制度の目的であることから「どのように

報告書を作成すれば利用者のサービス選択に資するのか」「そのアイデアをサービスとして具体化

するにはどうすればよいのか」について検討することは、評価機関としての使命と考える。 

都道府県名   東京都 評価機関名 株式会社ふくし・ファーム 

法人種別 株式会社 

法人設立の趣旨 

“やさしさ”の種を植え、芽生えを見守り、実をつけるまで育みます。株式

会社ふくし・ファームは、福祉サービスの提供者を主なクライアントとする

コンサルティング・ファームです。 

法人の理念 

・新しい情報に出会い、正確に・具体的に・わかりやすく…、そして関心を

引くように伝えていく 

・福祉現場の取り組みについて「当たり前の取り組みは何一つない」という

視点に立ち、事業者にはサービスの質の向上に役立つ気づきを、利用者には

サービスを選ぶための判断材料を、的確にわかりやすく伝えていく 

第三者評価 

事業の開始時期 
平成１６年１２月１７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～ 

２９年度の 

評価実績 

平成２４年度  ５件 

平成２５年度  １件 

平成２６年度  ２件 

平成２７年度  ４件 

平成２８年度  ５件 

平成 29年度 １５件 

所属している評

価調査者数・担

当職員数 

 評価調査者数  １９名 ・ 担当職員数   ２名（うち専任 ２名） 

・法人の主要な事業として実施している。役員６名（うち代表取締役２名）

体制で運営している。 

・評価事業は、役員１名を含む２名体制で担っている。ただし、評価者との

雇用関係はなく、登録契約に基づく業務委託関係となっている。 

第三者評価事業

以外に実施して

いる事業 

・コンサルティング 

・その他（資格ビジネス） 
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そして、評価結果報告書に取り上げられた情報は、実際に利用者のサービス選択の一助になる

ものであると感じている。行政の取りまとめる基本情報とも、事業者自身による宣伝とも異なる、

運営者の強みやサービスの特徴を抽出した情報こそ、事業者やサービスを比較検討する際の材料

となると考えている。 

 

■「利用者のサービス選択に資する」ことにつながるものとして、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について 

・評価推進機構への報告が年度末に至ってしまうと「とうきょう福祉ナビゲーション」（福ナビ）

への報告書の掲載に 2 カ月程度かかる場合がある。そのような場合に、速やかな報告を実現する

ための手段として「評価結果報告書・概要版」（A4 判×4 頁）を作成し、利用者全員に配布して

いる。 

・利用希望者の関心が高い評価結果報告書の「サービスの実施項目」を Q＆A 形式で再編集する

とともに、園舎・園庭・保育室・給食・行事・制作物などの写真を掲載した「利用希望者向けの

評価結果報告書」も作成している。玄関に置くなどして利用者が閲覧することもできるが、園の

見学者が閲覧することで、具体的なサービス内容がよく理解できると好評である。 

・ある NPO 法人が主催するサロンに講師として赴き「福祉施設（高齢者施設や保育所）選び方

講座」を開催したことがある。 

 

■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 

・東京では第三者評価の受審実績を一覧にした資料を推進機構が作成し、役所の窓口で配布する

ことを促している。そうであるなら、役所窓口で評価結果を閲覧できる環境を整えるとともに、

QR コードなどを利用して評価結果にスマートフォンなどからアクセスしやすいように工夫する

ことなども進めていけば、評価結果が利用希望者にとってより身近になると思われる。 

・公表される情報量が多過ぎるため、組織マネジメント項目（主に共通評価項目）は就職希望者

向けに、サービス分析項目の内容は利用希望者向けに、サイトと掲載内容を区切っていくことが

効果的であると思われる。 

・利用者調査の結果はより積極的に活用し、前回との比較において満足度が向上したのか、低下

したのか、矢印記号（「⇑」「⇓」）などを使って視覚的に結果を表現していくと、わかりやすくなる

ように思われる。 

 

〔ヒアリング調査者による所感〕 

① 考え方について 

・「利用者主体」を実現するためにも、事業者に福祉サービス第三者評価を受審することの利点を

実感してもらうことが必要であると考えている。その利点の一つは「自ら気づきを得ること」で

あるが、自分たちの大切にしていることや他と比較し特徴的な取り組みがあるとすれば、自ずと

その内容を世間にアピールしていきたいと考えるようになるものであり、そのように導くことが

評価機関にとって必要な機能であると捉えている。 

・そのため、本制度が半ば義務的に情報開示を迫るようなしくみではないということを理解して

もらうために、コーチングスタイルの聞き取り調査を実地して、福祉情報紙からインタビューを
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受けているような満足感を与え、主体的に聞き取りに応じていく姿勢を引き出すよう努めている。

そのような姿勢が、後述する成果物の編集姿勢にも表われていると感じる。 

② 具体的な取り組みについて 

・評価機関としての実績は少ないものの、2年前から評価事業を統括する代表者は、評価制度の

開始時期よりこの業務に携わっており、特に保育所の評価において実績を積み上げてきた。10年

以上にわたり、多様なニーズに応えてきた経験から、積極的に福祉サービス第三者評価の結果を

利用（希望）者や就職希望者に届ける術を見出している。 

・都の推進組織に対して評価結果報告書を提出してからホームぺージ上で報告内容が閲覧できる

ようになるまで多少のタイムラグがあり、年度をまたがる場合などはアンケートや聞き取り調査

などに協力した利用者が報告書を読む前に退所してしまうケースがある。 

そこで「全体講評」「特に力を入れている取り組み」「利用者調査結果」のみを、A4判×4頁に

まとめた報告書の「概要版」を評価機関名で作成し、事業所を通じて全利用者に配布している。

利用者（保護者）が忙しくとも確実に評価結果に触れることができる方法となっている。 

・評価結果報告書が一時的に閲覧されるもので終わらないようにするため、2次的な活用成果が

生み出されるよう工夫している。評価結果報告書は質・量とも読み応えがあるものとなっている。

ただし、利用者が強い関心を示す項目は、実際に提供を受けるサービス内容とその質に集中して

いると考えている。 

そこで、そうした情報を抽出するとともに「文章を Q＆A形式に置き換える」「専門用語を使わ

ない」「文字だけではイメージが伝わらない内容に対しては写真を添える」「文字サイズを大きく

する」などの基準で再加工し、利用希望者にとって読みやすいものとなるようつくり換えている。

玄関などで自由に閲覧できるようにするとともに、見学者への提示、入園説明会や就職相談会で

活用されることを想定している。 

＜総括＞ 

東京都という条件が揃った地域であればこその取り組みであるが、評価結果報告書を開示して

いく具体的な利点や手立てについてアイデアを持ち、実践している点はユニークであると感じた。 

特に利用希望者や就職希望者にとってわかりやすくしていくという視点については、評価結果

報告書そのものの体裁や開示方法を見直すヒントがあるように感じる。 
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Ⅳ． 総 括 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の研究のテーマは、第三者評価の結果が「利用者がサービスを選択する際の有効な情報」

となる場合の特徴を検討・分析し、明らかにしていくことである。 

利用者のサービス選択に資するよう第三者評価結果を活用する取り組みについて受審事業所、

評価機関へのヒアリング結果から現状における特徴について整理し、今後の課題を提案する。 

まずは、今回選択した受審事業所、評価機関へのヒアリング結果からのまとめを述べる。 

 

１  受審事業者へのヒアリングから 
 

１） 第三者評価の活用の視点から 

 第三者評価の受審率が全体的に低いなかにあって、今回のヒアリング対象事業所は受審目的も

明確で、評価の結果を活用する取り組みが具体的であった。そのことは、法人としての意思決定

あるいは事業所の管理者が強い意思を持って評価に臨んでいることを物語っている。 

 例えば、第三者評価の活用の視点から以下のような取り組みの特徴がヒアリングのなかで把握

された。 

①「開かれた施設・事業所」であることを重視し、法人による指導型でなく、職員の自主性を

軸にした事業推進を課題としている。そのための対策の一つとして第三者評価を利用している 

② 社会福祉法人として事業の透明化や情報公開を進めるため、評価の受審は当然である。また

事業を評価してその改善に活用すること、すなわち PDCAの視点でその一環として第三者評価を

活用している 

③ 第三者評価結果を公表することで、事業所の「見せる経営」に活用している。「見せる経営」

とは事業所運営の透明性の向上を方針とし、説明責任を果たす姿勢を示すことであり、事業所の

よい情報も課題もともに開示する方針である 

 また、評価結果の活用を利用者との情報共有やその意向・要望を聞く機会、意見交換の機会を

つくることにつなげて、改善に活用している。具体的には、利用者・家族を対象とする報告会の

開催、広報誌やホームページへの掲載など、積極的な取り組みがある。 
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なお、そのような利用者等との機会づくりを通じ、事業者自身に対して利用者等からの質問や

要望なども寄せられることになる。そのことから、第三者評価の結果を公表することは現利用者

だけではなく、将来の利用者のサービス選択にも資するものであると、感じられるようになって

いる。 

 

２） 第三者評価結果の公開に関する対策から 

 第三者評価結果は、都道府県のホームページ、福祉・保健・医療の総合情報サイト「WAM NET」

（ワムネット）、全国社会福祉協議会のホームページ、また受審事業者の独自のホームページ等で

公開されている。あるいは、評価機関のホームページからもアクセスできるよう、対応を図って

いる評価機関もある。 

 しかし、現状は、公表されている評価結果へのアクセス数は少なく、低率と言えよう。そこで

利用者がアクセスしやすい情報提供のあり方、また利用者が関心を持つであろうと思われる情報

内容について、ヒアリング結果から得られたことを紹介する。 

 ① インターネットによる情報提供以外の対策 

・インターネットによる公表だけでは、利用希望者に対して、情報が届かないのではないかと

考えられる。役所や相談支援事業所などに評価結果を紙媒体の形で備え付け担当者から配布する

取り組み、第三者評価受審の有無の一覧表を配布する取り組みなど、直接伝えていくしくみ等を

整えていく必要があると考えられる。 

・第三者評価の受審は、福祉サービスの質の向上に前向きに取り組む事業所であることを示す

ものでもあるので、推進機関は受審事業所名等を積極的に公表してはどうか。 

② 利用者が知りたい情報および 「わかりやすさ」 の視点から 

・就労継続支援型の福祉サービスの選択だけを考えるのであれば、利用者が知りたい情報は、

事業所から利用者へ支払われる工賃（給与）や就職率などの情報である。評価項目については、

利用者・家族等の満足度、意見・感想などがあったほうがサービスを選択する利用者にとっては

有用な情報になると考える。 

・第三者評価は評価項目数が多い上、まとめられる評価結果も文字数が多く、読み込まないと

内容を理解できないことが難点である。サービス選択する利用者の関心が高い評価項目を A4 判

用紙 2枚程度にピックアップし、明示するなどの工夫が求められる。 

その他、インターネットなどの媒体では、主観的な情報の発信が口コミのような形で広範囲に

伝わることが考えられるため、発信される情報の客観的評価および評価者の存在は必要であると

思われるという提案もあった。 

 

２  評価機関へのヒアリングから 
 

１） 評価結果の公開内容の視点から 

評価結果は、第一義的には事業所向けの内容であるため、公開されている情報はサービス利用

希望者や一般の人にとってはわかりにくい内容である。また、単に評価者の書き方の問題だけで

なく、事業所・サービスを選択するとき必要と思える情報や利用者にとって関心の高い情報とは
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言えない内容等も多い。そこで、利用者のサービスの選択に資する情報とは何かについて提案が

いくつかなされていたので、それらをヒアリング結果のなかから紹介する。 

施設の特徴を踏まえた意見として、以下のような提案があった。 

① 特別養護老人ホームの場合 

特別養護老人ホームは、直接的なケア内容や他機関との連携が必要な対応であり、入浴や食事

などの基本的な情報、入院時の在籍期間の取り扱い、看取り・終末期ケアへの取り組みの状況、

医療機関との連携などがあげられる。 

なお、こうした内容は事業所のサービスに関する基本情報であるとも言えるので、評価結果の

活用というより、受審事業所の PR コメントとして、基本情報の一部として設定することが必要

ではないだろうか。 

② 保育所の場合 

保育所の場合、利用者のサービス選択に資する情報提供の取り組みとして、評価結果報告書の

なかでも利用希望者の関心が高い「サービスの実施項目」（内容評価項目）を Q＆A方式に再編集

して示すとともに、園舎・園庭・保育室・給食・行事・製作物等の写真を掲載した「利用希望者

向けの評価結果報告書」を作成する取り組みもある。 

そのような評価結果は、玄関に置くなどして利用者等が閲覧できるようにしているが、見学者

からの反応でも、第三者評価結果を閲覧することで具体的なサービス内容をよく理解することが

できると好評である。 

 

２） 利用者にとってのわかりやすさの視点から 

・「利用者の選択に資する情報」とは受審事業所が行っている取り組みを一般市民に噛み砕いて

解説してある情報ではないだろうか。 

現在の総評は、①特に評価が高い点、②改善が求められる点に着目して、その両者を対比する

形で事業所の特徴を記述する内容になっている。難しい用語も使われており、噛み砕いた解説に

なっていないと思われる。利用者等にとって理解しやすく、評価結果が利用者のサービス選択に

資する情報となるためには、利用者向けに理解もしやすいよう、総評の記述のしかたを根本的に

考え直す必要がある。そのためには、評価基準のなかでも特に重要な細目の評価結果を抜き出し、

平易に記述・解説することが効果的であると思われる。標準的な記述要領を今後検討・研究する

必要がある。 

・内容評価基準こそ利用者のサービス選択に資する項目であり、この部分を選択に資するよう

再整理してはどうか。 

・公表されている情報量が多過ぎるため、組織マネジメント（共通評価項目）の内容は、就職

希望者向けに、サービス分析の内容（内容評価基準）は利用希望者向けに、サイトと掲載内容を

区切っていくことが効果的であると思われる。 

 

３） 評価結果を提供する機関についての視点から 

・第三者評価結果を自主的にホームページ、パンフレット、冊子などから知ることはできるが、

さらなる取り組みとして、直接的な対応を伴った情報の提供が必要であると思われる。そうした
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情報提供を担う機関としては、サービスの媒介を担当する事業所が適している。すなわち、居宅

介護支援事業所のケアマネジャーや地域包括支援センターの職員などである。 

４）その他の提案事項 

・第三者評価受審を促進していくこと、この制度をまず知ってもらうということが必要である。

また、利用者のサービスの選択に資するためには、評価機関・評価調査者の標準化が課題となる。

評価結果の質の向上に取り組むことが課題である。 

・都道府県推進組織が実施主体であることによって、多方面においてばらつきが見られるので、

その対策として、全国を統一する推進組織の設立が必要ではないかと思える。この提案を進める

には、平成 17 年から取り組まれてきた福祉サービス第三者評価の現行制度の全面的な見直しが

必要となるかもしれない。 

・受審が努力義務となっている保育所については入園のしおりに「第三者評価受審の有無」を

必ず掲載すべきという規定を設けること等は、保護者の理解が進む取り組みの一つと思う。 

・実際に事業所を利用している（あるいは利用した）利用者・家族の声などが、いわば口コミ

情報のような形で利用希望者に届けられるようにするしくみを、第三者評価のプロセスに明確に

位置づけることも有効ではないかと感じた。 

 

３  今後の課題 
利用者のサービス選択に資する視点からは初めて行われた調査であった。第三者評価の目的は

事業者の質の向上への支援が第一義であるため、それ以外は難しいとする意見は確かにある。 

しかし、今回のヒアリング調査では、現在サービスを利用している人たちはもちろんのこと、

サービスの利用希望者や一般市民にも福祉サービスの実態を知ってもらい、福祉に関心を持って

もらうことが重要であると改めて感じた。そのような知ってもらいたいサービスの実態を示して

いるものの一つが、第三者評価の結果である。 

サービス利用に資する情報を評価結果として示すことは、言い換えれば、利用者の知る権利を

保証することであり、推進組織、事業所、評価機関にとっては利用者の権利擁護を意識して質の

向上に取り組むことにもなるのではないか。 

第三者評価の結果は利用者にとってわかりやすく、活用しがいのあるものである必要があり、

今後の課題としてさらに取り組んでいきたい。 
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●受審事業所ヒアリングシート 

 

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わす数字です 

 

 

■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」ことにつながるものとして、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 
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●評価機関ヒアリングシート 

 

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 

都道府県名  評価機関名  

法人種別 

（〇印） 

社協・社会福祉法人（社協は除く）・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２４～２９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） 

平成２９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（うち専任職員  名） 

第三者評価事業以外に

実施している事業 

□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（                       ） 

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 
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■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」ことにつながるものとして、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） 
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●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 
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