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（１）制度上の位置づけ
福祉サービス第三者評価は、社会福祉法に定められている福祉サービスを対象に、任意の制度として、平成１６年度より実施。
※ 社会的養護関係施設では、サービスの特性から、３年に１回の受審が義務づけられている。
※ 地域密着型サービス（認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護）については、介護サービス外部評価制度の受審が義務づけられており、
それを受審することで、福祉サービス第三者評価を受けたものと見なされる。

（２）評価機関認証件数等（全国推進組織（全国社会福祉協議会）調べ、平成２８年度末現在）
○ 評価機関認証件数 409件 ○ 評価調査者養成数（研修終了者） 583名
○ 評価調査者数（研修終了者） 13,382名

（３）評価結果の活用状況
○ 受審施設・事業所における第三者評価結果の活用は、自主性に委ねられている。
○ 第三者評価結果は、通知上、受審施設・事業所の同意に基づき評価機関が公表、さらに都道府県推進組織へ報告することとされている。

報告を受けた都道府県推進組織は、評価結果を公表し、市町村や地域住民に対する周知等に努めることとされている。
○ 第三者評価結果の公表内容は、特に評価の高い点や改善点を示した総評及び各評価項目についての３段階評価結果とその判定理由が標準
であるが、各都道府県によりその取扱いは異なっている。
○ 受審施設・事業所自らが評価結果を公表することについては任意となっている。
○ 第三者評価を受審し、結果を公表している施設・事業所は措置費等の弾力運用や、監査の頻度緩和の要件とすることができる。

全国推進組織
（全国社会福祉協議会）

【福祉サービスの質の向上委員会】

・評価基準ガイドラインの策定、更新等の
全国基準案の策定
・評価調査指導者、評価者の養成、指導等、
事業の普及啓発等を実施

都道府県推進組織
（都道府県・都道府県社会福祉協議会等）

・第三者評価基準の策定
・第三者評価機関の認証
・評価結果の公表
・評価調査者の研修等の第三者評価の
実施に関する業務を実施

第三者評価機関
・法人格を有する
・組織運営管理業務経験者、
福祉、医療、保健分野の
有資格者、学識経験者であり、
研修受講者を配置

福祉サービス事業者

連携
認証・基準の策
定・研修の実施

情報の利用

サービス利用者

結果の公表

第三者評価制度の仕組み

評価 受審

福祉サービス第三者事業について
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年 月 取 組 内 容

平成１０年１１月 社会・援護局長の私的懇談会「福祉サービスの質に関する検討会」を設置

平成１３年 ３月 同検討会が「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」をまとめる

平成１３年 ５月

「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について（指針）」通知発出

・１３．７ 平成１３年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準について（通知）

・１４．４ 児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について（通知）

・１５．５ 児童福祉施設（児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設）における

福祉サービスの第三者評価事業の指針について（通知）

平成１５年度
全社協に「第三者評価基準及び評価機関の認証のあり方に関する研究会」を設置
（推進体制やガイドライン等の研究を実施）

平成１６年 ５月 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」（通知）

平成１６年 ８月
「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン
について」（通知）

平成２４年 ３月 ｢福祉サービス第三者評価事業に関する指針について｣（一部改正通知）並びに
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」及び
「社会的養護関係施設における第三者評価基準の判断基準等について」通知発出

平成２６年 ４月 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」（全部改正）通知発出

平成２７年 ２月 「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」通知発出

平成２８年 ３月 「保育所における第三者評価の実施ついて」通知発出

平成２９年 ２月 「障害福祉サービス事業所等における第三者評価の実施ついて」通知発出

平成２９年 ３月 「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について」通知発出

平成３０年 ３月
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」（全部改正）の一部改正
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」通知発出

第三者評価事業の経緯
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１ 第三者評価の意義

事業者の提供するサービスの質を当事者（事業者及び利用者）以外の公平・中立な
第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業

２ 第三者評価の目的

社会福祉法第７８条第１項の趣旨を踏まえ、個々の事業者が事業運営における問題点を
把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするもの

第三者評価事業の意義・目的

【参照】社会福祉法

（福祉サービスの質の向上のための措置等）
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと
その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ
適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するた
めに、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努
めなければならない
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監 査

第三者評価

出典：「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」（平成１３年３月２３日福祉サービスの質に関する検討会）

最 低 基 準

実際のサービス水準

第三者評価事業と最低基準及び監査との関係
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規制改革推進会議における議論の動向
介護保険内・外サービスの柔軟な組合せに関する意見（平成29年４月25日規制改革推進会議）

○ 介護離職や介護苦を巡る事件が後を絶たない。今後、単身高齢者や認知症患者の一層の増加が見込
まれ、また、介護保険財政は年々厳しさを増し、介護業界の人手不足は慢性化している。こうした中、
将来の要介護状態への国民の不安感は強まる一方である。

○ 未曽有の超高齢社会を迎えた我が国の国民が、要介護状態を過度に不安に思わず安心して介護制度
を利用できるよう、利用者目線に立ち、介護サービスの質と利用者満足度の向上に向けて、次の４点
を実現することが不可欠である。
① 介護の「入口」で要介護者の状態を適切に評価して必要な介護サービスを判断し、十分に納得し
た上で施設や事業者を「選択できる仕組み」を整備すること。

② 介護事業者の「質」を理解した上で、個々人のニーズに応じて保険内外の多様なサービスを柔軟
に組み合わせ、自宅を希望する場合は自宅で介護を受けられるよう、在宅介護の限界点を高める方
策を講じること。

③ 施設介護が必要な場合は、経済力に応じた負担でニーズに合った施設を選べるようにすること。
④ 介護サービスの利用者と介護従事者の両方の視点から、介護サービスの質の全体的な向上を図る
ため、事業者が公平な条件の下で切磋琢磨し、利用者にとって望ましい多様な介護サービスが提供
される制度にすること。

～（中略）～

○ 以上の考え方に立ち、要介護者と家族がニーズに合わせて保険内サービスと保険外サービスを柔軟
に組み合わせられるようにし、さらには介護事業の効率化や介護職員の処遇改善につなげ、もって、
介護サービスの質と利用者満足度が向上するように、以下に掲げる改革を早急に進めるべきである。
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規制改革実施計画（平成２９年６月９日閣議決定）（第三者評価関連抜粋）

項目 実施時期 規制改革の内容

４

第三者評価受審
促進に向けた具
体的数値目標の
設定と支援等の
実施

a:平成29 年度
検討・結論

b:平成29 年度
措置

a 第三者評価事業受審の意義等を明らかにした上で、事
業類型別・都道府県別の福祉サービス第三者評価受審率
の数値目標の設定及び公表に向けて、都道府県等の意見
を踏まえつつ、検討し、結論を得る。

b 各都道府県における第三者評価受審率等の公表を行う。

５
第三者評価受審
に係るインセン
ティブの強化

a,b:平成29 年度
検討・結論、平成30 

年度措置

c:平成30 年度措置

a 第三者評価機関が第三者評価を行う場合、介護事業者
が他の監査・評価等で提出した資料と同様のものを使う
よう都道府県等を通じて促すなど介護事業者への負担を
軽減することを検討し、結論を得る。

b 第三者評価受審介護事業者に対して講じられる負担軽
減策等の受審メリットを、都道府県等と連携の上、介護
事業者に対して、分かりやすく示す。

c 介護サービス情報公表システムにおいて、第三者評価
の受審状況をより分かりやすく表示するとともに、介護
事業者の同意に基づき、評価結果も分かるようにする。
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II 分野別実施事項
４．医療・介護・保育分野

(2)個別実施事項
① 介護サービス利用者の選択に資する情報公表制度及び第三者評価の改善



項目 措置時期 内容

６

第三者評価の
利用者選択情報
としての位置付
けの強化

a:平成29 年度措置、
義務化は平成30 年

度から実施

b:平成30 年度
措置

a 契約締結時における介護事業者からの重要事項説明と
して、第三者評価の受審状況等の説明を義務化する。

b 介護サービス情報公表システムにおいて、第三者評価
の受審状況をより分かりやすく表示するとともに、介護
事業者の同意に基づき、評価結果も分かるようにする。
（再掲）

７

第三者評価機
関及び評価調査
者の質の向上の
推進

平成29 年度
検討・結論

第三者評価機関・評価調査者の質の向上を図る観点から、
既存の研修体系の在り方を見直すとともに、不適格な第
三者評価機関（評価調査者）の退出ルールの在り方につ
いて検討し、結論を得る。

８
高齢者福祉
サービス版の評
価基準の充実

措置済み 養護老人ホーム版、軽費老人ホーム版の内容評価基準を
策定する。

９
介護事業者向
けの手引書等の
作成

平成29 年度
措置

介護事業者向けに、第三者評価の受け方・活かし方等に
ついてまとめた手引書（書籍）やパンフレットを作成す
る。
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8

規制改革実施計画への対応状況について

（４）第三者評価受審促進に向けた具体的数値目標の設定と支援等の実施

⇒ａ： 福祉サービス第三者評価の全国推進組織である全国社会福祉協議会に設置された
有識者で構成する検討会や都道府県推進機関からのヒアリングの結果を踏まえ、
都道府県推進機関ごとに受審目標を設定及び公表し、その実施状況を評価する仕
組みに見直すべく、平成29年度中に関連通知の改正予定である。

⇒b： 福祉サービス第三者評価の全国推進組織である全国社会福祉協議会のホームページ
において、平成29年度中に都道府県・サービス別の受審件数及びサービス別受審率
を公表予定である。

a 第三者評価事業受審の意義等を明らかにした上で、事業類型別・都道府県別の福祉サービス第三者評価受審率の数値目標の設
定及び公表に向けて、都道府県等の意見を踏まえつつ、検討し、結論を得る。

b 各都道府県における第三者評価受審率等の公表を行う。【a:平成29年度検討・結論 b:平成29年度措置】

① 介護サービス利用者の選択に資する情報公表制度及び第三者評価の改善

平成30年3月13日規制改革推進会議
医療・介護WG資料（第三者評価関係抜粋）
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規制改革実施計画への対応状況について

（5）第三者評価受審に係るインセンティブの強化

⇒ａ及びｂ： 福祉サービス第三者評価の全国推進組織である全国社会福祉協議会に設置さ
れた有識者で構成する検討会や都道府県推進機関からのヒアリングの結果を踏
まえ、
○ 受審事業所から提出を求める書類の既存資料の活用等や関係制度で課され

る義務等の軽減の着実な実施により負担を軽減するとともに、
○ 自己評価を通じた介護サービスの評価の体験学習の場の開催や法人指導監

査時の監査周期の延長も教示した上での本制度の推奨その他地域の実情に
応じた取組を進めるべく、平成29年度中に関連通知の改正予定である。

⇒ｃ： 介護サービス情報公表システムについては、「第三者評価の受審状況」に関する項
目をわかりやすく表示し、事業者の同意に基づき、評価結果の総評等を掲載すべく、
平成30年度においてシステム改修を実施する予定である。

a 第三者評価機関が第三者評価を行う場合、介護事業者が他の監査・評価等で提出した資料と同様のものを使うよう都道府県等
を通じて促すなど介護事業者への負担を軽減することを検討し、結論を得る。

b 第三者評価受審介護事業者に対して講じられる負担軽減策等の受審メリットを、都道府県等と連携の上、介護事業者に対して、
分かりやすく示す。

c 介護サービス情報公表システムにおいて、第三者評価の受審状況をより分かりやすく表示するとともに、介護事業者の同意に
基づき、評価結果も分かるようにする。【aｂ:平成29年度検討・結論、平成30年度措置 ｃ:平成30年度措置】

平成30年3月13日規制改革推進会議
医療・介護WG資料（第三者評価関係抜粋）



10

規制改革実施計画への対応状況について
（６）第三者評価の利用者選択情報としての位置付けの強化

⇒ａ： 福祉サービス第三者評価の評価対象である介護事業者は、サービス提供の開始にあ
たって、あらかじめ、利用申込者等に対して「福祉サービス第三者評価の実施の有
無」等をサービスの選択に資すると認められる重要事項として説明するよう見直すべ
く、平成29年度中に関連通知の改正予定である。

⇒ b：（5）のcと同様

a 契約締結時における介護事業者からの重要事項説明として、第三者評価の受審状況等の説明を義務化する。
b 介護サービス情報公表システムにおいて、第三者評価の受審状況をより分かりやすく表示するとともに、介護事業者の同意に

基づき、評価結果も分かるようにする。（再掲）
【a:平成29年度措置、義務化は平成30年度から実施 b:平成30年度措置】

（７）第三者評価機関及び評価調査者の質の向上の推進

⇒ 第三者評価機関の認証の更新時に、直近の社会福祉制度の改正内容や、評価を行う上で
分野ごとに留意すべきポイント等に関する「更新時研修」を新たに創設するとともに、評
価機関において直近３か年度の評価件数が一定数以下の場合は当該研修を必ず受講しなけ
ればならない（当該研修を受講しない場合は、第三者評価機関としての認証を更新しな
い）仕組に見直しを行うべく、平成29年度中に関連通知改正予定である。

第三者評価機関・評価調査者の質の向上を図る観点から、既存の研修体系の在り方を見直すとともに、不適格な第三者評価機関

（評価調査者）の退出ルールの在り方について検討し、結論を得る。【平成29年度検討・結論】

平成30年3月13日規制改革推進会議
医療・介護WG資料（第三者評価関係抜粋）



○ 福祉サービスの第三者評価事業については、着実に実施されてきているところであるが、少子高齢化や国民の福祉
ニーズの高度化・多様化を踏まえ、福祉サービス利用者が増加の一途を辿る中で、本事業の更なる推進を図っていく
ことが必要である。

○ 他方、「規制改革実施計画」（平成29年６月９日閣議決定）においては、福祉サービス利用者の選択に資する情報
提供の充実を図る観点から、
・ 第三者評価受審促進に向けた具体的数値目標の設定と支援等の実施
・ 第三者評価受審に係るインセンティブの強化
・ 第三者評価の利用者選択情報としての位置付けの強化
・ 第三者評価機関及び評価調査者の質の向上の推進
といった規制改革に取り組むべきことが指摘されている。

○ これらを踏まえ、評価の質の向上を図りつつ、一層の受審促進が図られるよう、指針の一部改正を行ったもの。

「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の
一部改正について（平成30年3月26日付け通知）

１．改正の背景

２．改正のポイント

規制改革実施計画の内容 改正内容 施行時期

受審促進に向けた数値目標
の設定等

○ 都道府県推進組織は、受審目標を設定及び公表。
○ 都道府県推進組織は、受審率等の実施状況を評価。

平成30年
４月１日

受審に係るインセンティブ
の強化

○ 受審事業所から提出を求める書類については、既存資料の活用等に
より、その負担を軽減。

第三者評価の利用者選択情
報としての位置付けの強化

○ 第三者評価事業の目的に、利用者の適切なサービス選択に資するも
のであることを明記。

第三者評価機関及び評価調
査者の質の向上の推進

○ 第三者評価機関の認証は更新制であることの明確化。
○ 更新時研修及びそのモデルカリキュラムを創設。
○ 直近３か年度の評価件数が１０件未満の場合は上記研修を必ず受講。

平成31年
４月１日


