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第三者評価の全体像



大阪における第三者評価事業の推進経過

 大阪府は2000年7月「福祉サ－ビスの第三者評価に関
する調査検討会」を設置し、2002年3月に報告書をま
とめた

 2002年6月、第三者評価事業の環境整備を図るため、
｢福祉サービス第三者評価システム推進支援会議・大
阪｣を設置。福祉サービスの関係者（利用者、事業者、
評価機関、有識者等）が推進支援会議を構成

 2004年5月7日、厚生労働省３局長通知「福祉サービ
ス第三者評価事業に関する指針について」

 2011年度より、大阪府が自ら推進組織となり第三者
評価事業を実施
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大阪府地域福祉推進審議会
福祉サービス第三者評価事業推進分科会
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 担当部課 ：福祉部地域福祉推進室地域福祉課

 設置年月日：平成２４年１１月１日

 担任事務：大阪府における福祉サービス第三者評価
事業の推進に関する事項について、検討し、必要な
意見具申等を行う。

 委員：１１名、任期２年。学識経験者、サービス提
供事業者、サービス利用者、評価機関、行政関係者。

 部会：認証部会（平成２４年１２月１８日設置）、
基準等部会（平成２４年１２月１８日設置）



大阪府福祉サービス第三者評価事業
関連規程（府HPからダウンロード可）
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 大阪府福祉サービス第三者評価事業実施要綱

 大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要綱

 大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要領

 大阪府福祉サービス第三者評価結果公表要領

 大阪府福祉サービス第三者評価調査者研修実施要領

 大阪府地域福祉推進審議会福祉サービス第三者評価事業推進
分科会設置要綱

 大阪府地域福祉推進審議会福祉サービス第三者評価事業推進
分科会認証部会設置要綱

 大阪府地域福祉推進審議会福祉サービス第三者評価事業推進
分科会基準等部会設置要綱
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大阪府の認証評価機関 主な認証要件
（１）法人格を有すること。
（２）当該評価機関自らが福祉サービスを提供していないこと。
（３） 略
（４） 略
（５）評価調査者に関し、次の基準を満たすこと。
ア 次の（ア）又は（イ）に該当する評価調査者をそれぞれ２名以上配置

すること。
（ア）組織運営管理業務に３年以上の経験を有している者又はこれと同

等の能力を有していると認められる者。
→評価対象Ⅰ.Ⅱを中心に評価

（イ）福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業
務を３年以上経験している者又はこれと同等の能力を有している
と認められる者。→評価対象Ⅲ以降を中心に評価

イ 評価調査者は、評価調査者養成研修又は大阪府知事が同等と認める研
修を修了し、府が公表する評価調査者養成研修修了者名簿に登載され
ていること。

『大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要綱』
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認証機関情報

◆評価機関は、それぞれ得意分野や活動基盤など異なる。法
人の形態も多様で、社会福祉法人、特定非営利活動法人
（ＮＰＯ法人）、株式会社・有限会社、社団・財団法人等。

◆公表情報はすべて評価機関からの申告に基づくもので、主
な内容は以下のとおり。

 評価機関運営主体の概要

 評価の実施方法・料金

 評価調査者の概要

 評価実績

◆社会福祉事業・施設経営者には、評価機関を選択する際の
目安となる。利用者は、評価結果だけでなく、どのような
評価機関が評価を行ったのかを併せて知ることができる。
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大阪府における第三者評価基準の考え方

評価対象 評価項目 位置付け

必須基準
国の示す「福祉サービス第三者評
価基準ガイドライン」及び「福祉
サービス内容評価基準ガイドライ
ン」の項目（共通評価基準）

評価機関認証の最低要件で、
全項目を評価基準として用いる
ことが義務付けられている。

推奨基準 大阪府で独自策定した項目
大阪府で独自に策定した項目
で、評価基準として用いること
が望ましい項目。

独自基準 評価機関が独自策定した項目
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評価基準ガイドラインの４５項目

評価対象 評価分類

Ⅰ 福祉サービスの

基本方針と組織

１ 理念・基本方針

２ 経営状況の把握

３ 事業計画の策定

４ 福祉サービスの質の向上への組織的・

計画的な取組

Ⅱ 組織の運営管理

１ 管理者の責任とリーダーシップ

２ 福祉人材の確保・育成

３ 運営の透明性の確保

４ 地域との交流、地域貢献

Ⅲ 適切な福祉サービ

スの実施

１ 利用者本位の福祉サービス

２ 福祉サービスの質の確保



Q2.評価分類項目からどの項目が自分の得意な
項目ですか
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Q3.評価分類項目からどの項目が自分の苦手な
項目ですか
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評価基準項目の構成

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ-１ 理念・基本方針（評価分類）
Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている（評価項目）

Ⅰ-１-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

（評価細目）

評価の着眼点

□理念、基本方針が文書（事業計画等の法人（福祉施設・事業所）内の文書や広報誌、パンフレット、ホーム
ページ等）に記載されている。

評価基準の考え方と評価の留意点

（１）目的 （２）趣旨・解説 （３）評価の留意点 ≪注≫

評価対象→評価分類→評価項目→評価細目
→評価の着眼点→評価基準の考え方と評価の留意点

【判断基準】

ａ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が適切に明文化されており、職員、利用者等への周知が図られている。

ｂ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されているが、内容や周知が十分ではない。

ｃ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されていない。
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福祉サービス第三者評価の流れ

調査の事前準備

●第三者評価および評価

基準に対する説明

●自己評価方法・評価方

法・担当者の確定

●事業者との日程調整

●契約

●事業者からの自己評価

・資料提供

●評価調査者の日程調整

●事前の資料点検

●事前会議

訪問調査の実施

●訪問調査（ヒアリング、

書類点検、視察 等）

●利用者ヒアリング

●観察評価の反映

●評価チームでの合意

●一定施設と評価結果に

ついての合意を行う

訪問調査後

●評価結果の取りまとめ

→報告書作成

●事業者との調整・確認

●報告会の実施

●評価結果の公表（同意）

●大阪府への報告



スケジュールの調整
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第三者評価結果で公表される情報

（評価結果は事業所の同意を得て公表）

⚫第三者評価を受審した事業所の基本的情報
⚫第三者評価を実施した評価機関の基本的情報
⚫評価結果の概要
➢評価機関の総合コメント
➢第三者評価を受審した事業所のコメント
➢評価細目の第三者評価結果（評価基準項目毎の評価とコ
メント）ａ・ｂ・ｃの評価付け
（ａｂｃ評価は「絶対的な評価」ではない。各評価機関がそれぞれの視点で
評価付けしたもので、事業所が自らのサービスの改善すべき点や優れてい
る点に気づき、サービスの質の向上につなげていくために評価するも
の。）

⚫利用者調査の概要
サービス分野などによっては利用者調査を実施しない場合がある



第三者評価事業における評価調査者の役割

 事業者のサービス情報の事前調査：事前に事業
者に提出してもらう資料内容を、第三者評価機
関として明確にしておく。事前に事業者の担当
職員に自己評価をしてもらい、資料を読んで、
事業運営とサービス内容の全体像を把握。

 客観的な資料、文書、記録などに基づく評価：
訪問調査では、客観的な資料、文書、記録など
に基づく評価を重視。同時にそれらの文書が
サービス提供において有効に活用されているか
どうかに注目。
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第三者評価事業における
評価調査者の役割（２）

 福祉サービスについての理解：職員が努力して
いる点を聴きだし、成果があがっていれば肯定
的に評価する。評価対象の福祉サービスの一般
的な水準について、理解しておくこと。

 批判的思考：観察、質問による課題の明確化、
利用者からの聞き取りなどにより、職員からの
聞き取り内容を利用者の立場になって批判的に
吟味する。

 評価結果についての評価調査者間での意見交換
と結果の取りまとめ：訪問調査を行った日に評
価調査者間での意見交換を行い、調査当日にま
とめの文書を作成。
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目標設定(Plan)

実行(Do)

評価(Check)

改善(Action)

サービスの質の改善のためのＰＤＣＡサイクル



PDCAサイクルを常に意識する
〇縦回転と横回転を意識して、PDCAサイクルを把握する

（文書や支援そのものなど、他にも様々なサイクルが
支援現場にはある）



評価実践における注意点
◎評価基準に沿って、PDCAサイクル意識した調査および報告書作成が重要

評価結果の導出

評価の根拠を示す（文書、実践、観察） 施設の自己評価、考え方、特徴、強み、改善の方向、

ヒアリング

提出書類の内容の確認、実効性の確認（担当者や責任者から内容や質、実際の把握）
ヒアリングからみえる特徴、長所、課題、考えの確認

施設の自己評価を理解

自己評価、関連書類（文書作成者、責任者、モニタリング、実行）
自己評価から把握される実践の整理、

とそのエビデンス

評価基準の要求事項を整理・施設との共通理解を図る

必要書類 必要な実践
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第三者評価の視点と倫理規程
（１）評価の際にもつべき視点

①「利用者本位」の視点、利用者の人権の尊重、自立の支援

②事業者が掲げる理念・方針、事業者の地理的、物理的状況等

にも着目し、福祉サービスの質向上に向けての取組みを評価

③事業者の具体的な創意工夫点について、積極的に評価

④評価の根拠を明らかにし、サービスの質向上への取組みを誘

導できるようにする

（２）評価調査者の倫理規程等について

①誠実さ、②公正さ、③評価情報を評価目的外に使用しない

④調査情報の秘密の保持、⑤利用者の意思に配慮し人権を尊重

⑥評価に関する問い合わせや苦情への適切な対応

⑦評価者としての立場（事業者・コンサル・スーパーバイザーではない）
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70%

11%

15%

4%

はい

どちらかといえばはい

どちらともいえない

NA

自己評価の過程で今後のサービス向上に
新たな「気づき」が得られたか

（受審施設アンケート調査、回答27施設、2007年）
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37%

37%

11%

15%

はい

どちらかといえばはい

どちらともいえない

NA

評価結果報告書からサービスの改善・向上の
具体的方策が見えてきたか

（受審施設アンケート調査、回答27施設、2007年）
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59%22%

11%

4% 4%

はい

どちらかといえばはい

どちらともいえない

どちらかといえばいいえ

NA

第三者評価を受審したことで職員の意識や態度に
プラスの変化があったか

（受審施設アンケート調査、回答27施設、2007年）
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56%33%

7%
4%

はい

どちらかといえばはい

どちらともいえない

NA

第三者評価を受審したことが事業者のサービス経営、
質の向上に役立ったか

（受審施設アンケート調査、回答27施設、2007年）
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受審者の声 大阪市立茨田東保育所
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 大阪市より委託を受けて３年目。大阪市の保育を引
き継ぎながら民間の独自性も進めてまいりました。

 保育理念・基本方針など、職員で一から考え、マ
ニュアル作りに約一年かかりましたが、結果、職員
の納得のいく、また保護者にもご理解頂けるものと
なりました。

 第三者評価の受審中は、評価調査者の方々が本所の
良い所や特徴を見つけて下さり、大変、感謝してい
ます。



社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
支援センター中 就労継続支援 B型
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 説明不足や公表不足に気付き、利用者さん、家族さ
ん、その他関係者さんと対等な関係を築けるように
ヒントをいただけたと思います。

 ありがとうございました。



社会福祉法人 みなと寮
大阪市立 港晴寮 救護施設
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 今回第三者評価を受審させて頂いたことで、準備段階を含め、
あらためて自施設のサービスを見直す良いきっかけになりまし
た。

 サービス内容について、至らない部分が明らかとなり、その日
から可能な限り改善に取り組んでおります。

 反対に委員の皆様から評価して頂いた点については、私たちの
意欲を後押ししてくれました。今後も自信を持って実施してい
くことができます。

 第三者評価は、繰り返し受審する事で、より上質のサービスを
提供することにつながります。利用者にとってはもちろん、私
たち職員にとっても資質の向上につながり、福祉職員として働
く喜びを強く感じることができると思います。

 今後も様々な創意工夫を行ない、常に学びながら改善を繰り返
し、より質の高いサービスが提供できる組織として成長してい
きたいと思います。



社会福祉法人 成光苑 摂津市立せっつ桜苑
特別養護老人ホーム
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 この度、第三者評価を受審させて頂いた感想ですが、普段、自
分達がご利用者にサービスを提供していく中で、これで良いの
かと思う事も多くありましたが、自己評価以上に良い評価を頂
き、職員皆の大きな自信につながり、モチベーションも上がっ
たと思います。

 多くの評価項目がありましたが、一つ一つを自己評価し、振り
返る事が出来、受審した結果も高評価で良かったと思います。

 評価機関の担当者の方々も話しやすく、とても親切に対応して
下さり、普段の自分達を出せたのではないかと思います。

 適切にアドバイスを頂き、今後の自分達の課題も見え大変参考
になりました。

 受審結果を基に、更にサービスの質を高める事が出来る様に職
員一同頑張って行きたいと思います。



大阪府における第三者評価結果公表状況
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※社会的養護関係施設等：児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、
児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム

公表件数 （令和2年10月9日現在）

公表 高齢 障がい 児童福祉分野

その他分野 計

年度 福祉分野 福祉分野

（保育所及び
児童館

（社会的養護施設関係）

27年度 36 3 47 19 0 105

28年度 27 14 38 8 6 93

29年度 20 15 52 35 2 124

30年度 11 5 16 17 0 49

令和元年 26 7 38 7 2 80

令和2年 3 4 5 10 0 22

計 123 48 196 96 10 473
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おわりに

 第三者評価は、事業者と評価機関との協働作業で
ある。

 第三者評価を通じて、自らが提供するサービスの
質について改善すべき点を明らかにし、サービス
の質の向上に向けた取組みの具体的な目標設定を
行う。

 第三者評価を受ける過程で、職員の自覚・改善意
欲の向上、諸課題の共有化を促進する。

 そのことにより、利用者等からの信頼の獲得と向
上が図られる。


