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１．福祉サービスの基本理念

社会福祉法 第一条

この法律は、社会福祉を目的とする事業の
全分野における共通的基本事項を定め、社
会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福
祉サービスの利用者の利益の保護及び地域
における社会福祉（以下「地域福祉」という。）
の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明
かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的
とする事業の健全な発達を図り、もつて社会
福祉の増進に資することを目的とする。
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社会福祉法 第三条

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、
その内容は、福祉サービスの利用者が心身とも
に健やかに育成され、又はその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるように
支援するものとして、良質かつ適切なものでな
ければならない。
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１（1）今日の社会福祉の流れ
戦後から70年代半ばまでの福祉国家としての歩み、そして
多元主義的福祉への転換

 1989年の1.57ショック、ゴールドプラン策定、90年福祉関係
8法改正。在宅サービスの重視、市町村での福祉体制整備

 1997年12月、介護保険法成立。2000年4月、介護保険制
度施行

→公的責任でサービス支給を決定する措置制度から、利用者と事業者の契約によって

サービスが決定される制度へ

 1997年８月から、社会福祉全体の基礎構造の見直しを開始。
1998年６月、中央社会福祉審議会社会福祉基礎構造改革
分科会「社会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）」。

→「これからの社会福祉の目的は、個人が人としての尊厳をもって、

家庭や地域の中で、その人らしい安心のある生活を送ることができるよう支援すること」
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1（2）社会福祉基礎構造改革

2000年６月、「社会福祉の増進のための社会福祉事
業法等の一部を改正する等の法律」成立

「社会福祉事業法」は「社会福祉法」と改称

97年保育所の利用選択方式、200０年介護保険法
施行、2003年障害者支援費制度施行

高齢・障がい・児童における市町村計画および地域
福祉計画の策定の位置づけ

地域福祉の推進
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Q1.考えてみよう。措置から利用契約になった際に福祉
サービス利用者が困ることとはなんでしょうか。
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1（3）基礎構造改革後の取り組み

事業者によるサービスの自己評価や情報公開などサー
ビスの質向上のための仕組み

―福祉サービス第三者評価事業の必要性

苦情解決の仕組み

成年後見人制度

 リスクマネジメントの仕組みづくり

人事考課やキャリアパスなどの人材育成

施設における地域貢献

地域福祉の推進

8



2.利用者本位の福祉システム

従来の社会福祉

分野別・対象者別の施
策体系、措置制度（行
政による判断）

⇒利用者自身がサー
ビスを選択できない等の
デメリット

新しい社会福祉

利用者の意思でサービ
スを選択・決定できる仕
組みへの転換

⇒利用者と事業者の
実質的な対等関係を築
き、自己選択の保障と
自己決定を支援するサ
ポート
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2（1）利用者本位の福祉システムの要件

 「権利擁護」：利用者に対する情報提供、相談、手続代行、
代弁

 「苦情解決」：利用者と事業者の調整、予防的・早期発見的
対応

 「サービス評価」：事業者の自主努力による質向上の促進、
利用者のサービス選択の支援

 「意思決定支援」：どのような状況にある利用者も判断する力
がある意思能力推定の原則に立ちサービス提供を行う。そこ
では意思能力が発揮できるよう合理的配慮に努め、最善の
利益の判断は最終手段する
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2（2）現在の福祉における権利擁護の枠組み
 

                         Fomal（制度化） 

                         

          施設設置最低基準           

          第三者委員                   苦情解決（事業所・行政レベル） 

               第三者評価事業           民生委員  

                        相談支援センター  日常生活自立支援事業 

           監査      運営適正化委員会   

 差別事象解消法  

障害者虐待防止法   

 集団（施設）                 成年後見人制度              個人（利用者） 

           虐待対応職員    虐待防止ネットワーク 

当事者団体            ピアカウンセリング 

              QC システム      オンブズマン 

              スーパーバイズ          

                               親の会                

ボランティアによる第三者性         地域住民  

 

Informal（非制度化） 
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2（3）これからの福祉サービス

⚫ 新しい制度は、常に利用者とサービス事業者間の対等な関
係を確立することを目指している。

⚫ また、事業者には、利用者に選ばれる質の高いサービスを
自らが開発していくことが期待されている。

⚫ 心身の能力低下や、認知症などによる認知機能の障がいが
あっても、利用者が尊厳を保ち、個性を尊重されて、その人
らしい生活を送ることができるようなサービス提供が求められ
ている。

⚫ 地域福祉推進の主体となり、地域ニーズを敏感に察知し、
地域へ貢献することが重要である。また、施設形態も地域移
行や中間施設として位置付け、分野横断型の包括的支援
の拠点など変化していっている。 12



3 福祉サービス第三者評価事業とは

福祉サービスを提供している事業所と利用者以外の公正・中
立な第三者（＝評価機関）が、当該事業所が提供している福祉
サービスの質などについて、専門的かつ客観的な立場から行う

評価

厚生労働省社会・援護局「福祉サービスの質に関する検討会」『福

祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書』(2001年3月23日)
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3（1）福祉サービス第三者評価の目的

◼事業者によるサービスの質の向上に向けた取り組み

福祉サービスの事業者が、第三者評価を受けることに
よって、事業運営や提供しているサービスの具体的な問
題点・課題などを把握し、サービスの質の向上に結び付
けることができる。

◼利用者の福祉サービス選択の支援

事業者の同意のもとに第三者評価結果を公表することに
より、利用者自身が、サービス内容を把握し、福祉サー
ビスを選択する際の目安となる。
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3（2）第三者評価の意義（事業者にとって）

① 利用者へサービスの質の向上に積極的に取り

組んでいることをアピールすることができる。

② 第三者評価のプロセス（自己評価、訪問調査

など）を通して、職員が日々の業務への課題を

発見することができ、組織全体の質の向上につ

ながる。

③ 経営者にとって、自らの事業が提供するサー

ビスの内容について客観的・専門的な評価を受

けることで、現状を把握し、改善のための課題

を明らかにすることができる。

全国社会福祉協議会『第三者評価事業Ｑ＆Ａ』第三者評価のメリット
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第三者評価の受審・評価結果公表との関連
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3（3）第三者評価への取り組みの姿勢

１．「第三者評価を受ける」ではなく、「第三者評
価に参加する」という意識のもと、施設長をはじ
め、多くの職員が関わることにより、運営並びに
サービスの質の向上をより積極的に図ることが
可能。

２．社会福祉法人制度改革に位置付けられてい
る「事業運営の透明性の向上」を推進し、社会か
ら求められる社会福祉法人像に近づくための手
段として第三者評価を活用する。

17第三者評価の推進に向け、
受審促進、調査者の拡充が欠かせない



3（4）社会福祉法における規定（１）

（福祉サービスの質の向上のための措置等）

第七十八条 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つ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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社会福祉法における規定（２）
（情報の提供）

第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用し
ようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるよ
うに、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう
努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者
が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。
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3（5）第三者評価に関する歴史
平成１０年１１月 福祉サービスの質に関する検討会

平成１１年 ３月 福祉サービスの質の向上に関する基本方針

平成１２年 ６月 ２日 「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」

平成１３年 ３月２３日 「福祉サービスの第三者評価事業に関する報告書」

平成１３年 ５月１５日 社援発第８８０号「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）」（「旧通知」）

平成１３年 ７月１１日 障発第２９６号「「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」

平成１４年 ４月２２日 雇児発第0422001号「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）」

平成１４年１０月 痴呆性高齢者グループホームにおける評価の義務化

平成１５年 社会福祉法人全国社会福祉協議会に「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」が設置

平成１５年 ３月２８日 老健局において、「規制改革推進３か年計画（再改定）」（において、介護サービス事業者の情報公開及び第三者

評価の推進を政府として取り組むことが閣議決定

平成１６年 ３月１２日 雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設におけ

る運営費の運用及び指導について」

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」厚生労働省

平成22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

平成24年 社会的養護関係施設の第三者評価が義務化

平成25年 共通評価基準（53項目）の全体的見直し（45項目へ）と公表ガイドラインの改定及び、『福祉サービス第三者評価

実践マニュアル』の改訂

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」の全部改正 厚生労働省

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」の全部改正について」の一部改正について

令和2年 各分野の評価基準改定 20



4.関連する制度
（1）第三者評価と行政の指導監査

受審形態 内 容

第三者評価 任意
・評価機関（者）が一定の基準に基づいて、
事業者の基準の達成状況を評価する。
・評価結果をもとに事業者自らが質の向上
に取り組む。
・評価結果の公表を前提とする。

行政の
指導監査

義務 ・事業の運営が健全かつ適正に実施され
るよう、運営、設備、人員基準に適合して
いるか否かを確認する。
・指導監査結果に基づき、基準不適合な
内容について改善指導を行う。（認可や
指定の取消しもある。）
・指導監査の結果は公表を前提とするも
のではない。
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（2）日常生活自立支援事業

認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十
分でない方の福祉サービスの利用手続き等の援助や日常
生活上の見守りや金銭管理をサポート

相談窓口：各市(区)町村の社会福祉協議会
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（3）苦情解決のしくみ

事業者としての苦情解決の仕組み：福祉サービスを提
供する事業者は、「苦情解決責任者」、「苦情受付担当
者」、「第三者委員」を設置し、利用者の苦情を聴き、話
し合いによる解決に努めることとなっている。（社会福祉
法第８２条）

利用者と事業者の双方で話し合っても解決できない事
例については、大阪府社会福祉協議会に設置された
「運営適正化委員会（福祉サービス苦情解決委員会）」
に相談、苦情の申し出を行い、委員会が必要な助言や
相談、調査、あっせん等を行い、双方の話し合いによる
解決を図る。（社会福祉法第８３条～第８７条） 23



（4）ISO：国際標準化機構（INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION）

 ISO９０００ファミリー 品質マネジメントシステム規格

組織が品質マネジメントシステム(QMS: Quality 

Management System)を確立し、文書化し、実施し、か
つ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの
有効性を継続的に改善するために要求される規格
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（5）介護サービス情報の公表制度
 改正介護保険法は「介護サービス情報の公表」制度を創設（2006年度より実施、

2012年度より改正）

 都道府県が本制度の実施主体

 介護サービス情報の公表制度は、介護サービスの利用者等が事業者の情報
を入手しやすい状況を整備し、主体的に事業所を選択できるようにすることを
目的に、日本全国の介護サービス事業者の情報を、事業者自らの報告に基づ
き、都道府県がインターネット等により公表する仕組み。

 大阪府の場合、毎年1月から12月までの介護報酬支払実績額（利用者負担を
含む） の合計が100万円を超える事業所や直近一年間で新規の指定又は許
可を受けた事業所などとなっている。
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（6）認知症高齢者グループホーム
外部評価

認知症高齢者グループホームに対しては、「介護
サービス情報の公表」導入以前から、外部評価を義
務づけ（2002年度から）

2005年度からは都道府県を実施主体として、原則
年１回の外部評価を本格実施

評価機関は、都道府県が選定した法人

一定の研修を修了した調査員が２人一組で、グルー
プホームを訪問し、各調査項目につき評価

調査結果は、インターネット（WAM NET）により公開
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（7）社会的養護施設における第三者評価

2
7

子ども対象の措置施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施
設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設）を対象。

被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要。３年に１回以
上の受審の義務化。

評価基準ガイドラインも新たに作成。原則、全国共通の評価基準を
使用。

評価機関の認証と評価調査者の研修を全国社会福祉協議会が広
域的に行う。

今後評価基準については更なる見直しが必要

27



まとめ

利用者の権利擁護のために出来た制度であることを重
視すること。

権利擁護は、アドボカシーの訳語であることから、施設
の変革のみならず、社会変革のひとつとして役割がある
と認識すること

職員が日々の業務への課題を発見することができ、組
織全体の質の向上につながり、職員の向上のモチベー
ション寄与するものであること

経営者にとっては、事業内容について客観的・専門的
な評価を受けることで、事業所および法人の透明性を
確保し、社会的信用に繋がることを理解すること
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