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1-1 第三者評価の目的と意義
はじめに・・・

第三者評価は監査ではありません。

〇監査＝最低基準に照らしてチェックする目的で行う。

提供する福祉サービスの質を問うものではない

〇第三者評価＝最低基準はクリアされていることを前提に、

より良い福祉サービスをめざす目的 で行う。
サービスを提供する仕組みや、サービスの質に着目して
できていることを確認し、改善すべき課題の気づきを促す。

3



1-2 第三者評価の目的と意義
① 利用者の福祉サービス選択の支援

事業所の同意のもとに第三者評価結果を公表することにより、

利用者自身や家族が、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。

⇒ 市民が読んで理解しやすい評価結果を書くことが大切。

② 事業所によるサービスの質の向上に向けた取り組みを支援する

福祉サービス事業所が、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。

同時に、事業所内のコミュニケーションを活性化し、

事業所内に協同の意識を育む。
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2. 評価調査者の種類と資質
ア． 運営管理委員

組織運営管理業務に3年以上の経験を有する者、又はこれと同等の

能力を有しているもの。

イ． 専門職委員

福祉・医療・保健分野の有資格者も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

有している者。

ウ． 一般委員・・・大阪府の設定です、他の府県では採用していないこともある。

上記ア、イのいずれにも該当しないが、第三者評価の趣旨や

評価調査者の役割・倫理を理解して、第三者評価調査者として

活動する意思のある者。
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■調査者それぞれの特性を活かした評価活動

評価には、運営管理委員と専門職委員各1名以上で構成するチームが
一貫して取り組むことが求められる。

運営管理委員・専門職委員そして一般委員は、それぞれの特性、経験
や専門性を活かした評価活動が求められる。

多岐に亘る評価基準項目は相互に関連性があることに留意します。

得意な項目に単純に役割分担するのではなく、多角的な観点から評価
し、チームの合議をもって評価決定することが大切です。

そのため、運営管理委員も専門職委員も、それぞれの経験や知識に
拘泥することなく、公正中立な立場で研鑽を積むべきです。

一般委員の採用は大阪府の特徴です。市民感覚の常識に基づく評価を
期待するところですが、福祉事業にかかる専門知識を学ぶ努力が特に
求められます。
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3-1 評価の基本姿勢
・第三者性
福祉サービス第三者評価は、サービスの利用者でも提供者でもない第三者が公正中
立な立場で行うべきものです。特に、評価機関・評価調査者は受審事業所と特別な
利害関係を持たないことが必須です。

・パートナーシップ性 respectをもって想いを共有する
評価基準に沿って単純に「できている」「できていない」と評価するのではなく、
事業所の理念・方針、あるいは事業所の地理的、物理的状況等にも着目しながら、
福祉サービスの質の向上に向けての取り組みを評価する。特に、福祉サービスの質
の向上を目指し創意工夫しているような点については、その内容を積極的に評価す
ることが重要です。

受審事業所に寄り添い、質を向上しようとする意思や取組を支援する立場です。

受審してよかった！評価してよかった！と振り返ることができる取組にしよう。
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3-2 評価の基本姿勢 その２

・背景を洞察して評価する

第三者評価では、組織の構造的仕組み「structure」や、成果として
の出力「output」だけではなく、その過程「process」にも着眼する。

・エビデンスに基づく評価

最終的な評価結果作成の際には、事業所の取り組みとして良いと思
われる点や改善を要する点など、評価の根拠を明らかにしながら、
福祉サービスの質の向上への取り組みを誘導できるようにすること
が重要です。
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大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要綱第3条
（認証基準）

第１項第１号

・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。

第１項第３号

・福祉サービスを提供または経営する者が当該評価機関を構成する者のうち半数を超え
ている場合には、当該評価機関は評価結果の決定を行う第三者からなる委員会（評価決
定委員会）を設置すること。

第１項第６号

・評価調査者の中立性を確保するため、評価を実施するにあたり、評価機関は次のア及
びイを遵守しなければならない。

ア）評価機関は、評価調査者が関係を有する福祉サービス事業者の評価業務に、
当該評価調査者を従事並びに関与させてはならない。

イ）評価機関は、評価を行う福祉サービス事業者との間に請負等の取引関係を有してい
ないこと。
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4-1 評価基準 ～評価の判断基準～

a
よりよい福祉サービスの水準・状況
質の向上を目指す際に目安となる状態

b aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態
「a」に向けた取組の余地がある状態

c b以上の取組となることを期待する状態

・評価は絶対基準によること
・評価調査者はそれぞれの評価基準項目の「目的」「趣旨解説」
「評価の留意点」を読破して理解しておくことが必要です。
・事業所は最低基準をクリアしていることが前提。
・最低基準をクリアしていても「c」評価となる可能性もある。
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4-2 評価のバラツキをなくす
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～評価機関・評価調査者による評価のバラツキがないように心がける～

・「abc」評価は結果であり、目標ではありません。

評価基準の原則に沿って正しく評価しましょう。

評価機関・評価調査者による評価のばらつきは

第三者評価の信頼性を損ない、その目的や意義に反することです。

・第三者評価はコンサルタントやアドバイザーでもありません。

第三者評価は「できていること」「強み」を事業所とともに第三者

として確認し、サービスの質を高めるための課題「弱み」の気づきを

促します。好評価を誘導するようなコンサルタント・アドバイザーは

第三者評価ではありません。



4-3 評価基準 ～評価の着眼点～

・評価の着眼点は、評価の際に重要と考えられる指標を例示しています。

・着眼点は「〇△×」で評価する。

・「〇△×」の考え方は、判断基準「abc」に準ずる。

・基本的に全ての着眼点が「〇」の場合、「a」評価が妥当だが、必ずしも
そうではない。

着眼点の例示に依らずとも、事業所が取り組んでいることについて

各評価機関、評価調査者が独自の着眼点を持つことが望ましい。

社会情勢や福祉施策の動向に垂らして、新鮮なビジョンを示すことも大切。

ただ、自身の経験や持論を主張して“指導”するものではありません。

ともに共鳴するなかで、相互に高め合う高い協調性・信頼性を築きます。
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5. 第三者評価の流れ
～プロセスと留意点～

5-1 問い合わせから契約まで

5-2 ガイダンス（説明会）

5-3 事前準備（アンケート調査、資料分析、自己評価）

5-4 訪問調査（場面観察、資料閲覧、ヒアリング）

5-5 評価の合議（評価決定とコメント作成）

5-6 評価結果報告

5-7 評価結果の公表

5-8 評価結果の活用
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5-1 問い合わせから契約まで
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【相談対応】
□評価機関は、福祉施設・事業所の問い合わせや相談に応じて、説明資料を提供する。
□評価機関は、評価料金、受審スケジュール、評価調査者の役割、評価結果の公表等、
第三者評価の全体像を説明する。

□福祉施設・事業所からの要請があれば見積書を作成し、提出する。

【契約の締結】
契約書には、契約の目的・期間・金額・契約金額の支払い・契約内容の定義・各種情報資料
の取扱いなどの基本事項のほか
評価機関の責務（評価機関と評価調査者の義務、禁止行為、守秘義務、評価結果の報告）
評価結果公表の有無
受審施設・事業所の責務（資料・情報の提供、利用者等への配慮）
契約の変更・解除、損害賠償
その他（苦情対応など）を記載する。



5-2 ガイダンス（説明会）
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【ガイダンスの開催】
第三者評価の目的・意義を多くの職員に周知することは有意義な受審とするために必須です。

【必要最小限の説明】・・・通常、1～2時間はかかります。
□第三者評価の目的・意義
□評価の進め方 評価機関と施設、双方の役割と義務、スケジュールなど
□自己評価の取組方法と注意点
□利用者調査（アンケート調査）の内容と進め方、調査の目的
ガイダンスには、評価に携わるメンバー（できれば全員）が参加し、施設見学を行うなど
施設・事業所との信頼関係構築に努めることが望ましい。
事業所によっては1回に多数職員を集めることが困難な場合があって、複数回実施もある。
ガイダンスの日を有効活用して利用者面談に取組む評価機関もあるようです。

【より丁寧な説明】
評価基準項目の説明を複数回に分けて行うような取組もあります。



5-3 事前準備（アンケート調査、資料分析、自己評価）
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訪問調査の前準備をしっかり行うことが第三者評価の成功のカギです。
□アンケート調査

利用者・家族のアンケート調査を行い、その分析結果を頭に入れます。
職員（常勤・非常勤）のアンケート調査を行う評価機関もあるようです。

□資料の読み込み
施設・事業所から事前に開示できる資料を受領して読み込んでおきます。

□自己評価の読み込み
施設・事業所の自己評価結果を読み込んで、訪問調査で確認する項目を整理します。

□事前合議
以上の事前準備を評価メンバー全員で行った後に、把握した調査項目や着眼点に
ついて意見交換をします。
各評価項目について、なにを確認するか、
職務分掌表から、どの職員にヒアリングをお願いするかなどを検討します。



5-3-2 自己評価
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充実した自己評価を行っていただくことが第三者評価の成功のカギです。
従って、自己評価には十分な期間を設定する必要があります。
最短でも1か月半、できれば2～3か月かけてもおかしくありません。
【ポイント】
■全ての職員が一人ひとりで自己評価に取組む。
※ここでいう自己評価は、職員個人の実践ではなく、福祉施設・事業所
全体の取組状況を評価することです。

※それぞれの思い込みや主観で評価せず、必ずエビデンスに基づいて
評価するものであることを、予めよく説明します。

■チームでの合議を経て、最終的に施設としての自己評価結果にまとめる。
※合議の過程で多くの気づきや学びが生まれる。
※最終的に管理者が取りまとめる際にも、参画した職員の意見が適切に
反映され、相互に納得の上で取りまとめられることが大切です。



5-3-3 自己評価シートの例
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評価の根拠、取り組みの内容、備考 提出書類の名称

○
①理念、基本方針が法人、施設内の文書や広報媒体（パンフレット、ホームページ
等）に記載されている。

○
②理念は、法人、施設が実施する養育・支援の内容や特性を踏まえた法人、施設
の使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。

○
③基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動規
範となるよう具体的な内容となっている。

○
④理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員へ
の周知が図られている。

△
⑤理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、
子どもや保護者等への周知が図られている。

△ ⑥理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。

共通評価基準（45項目）Ⅰ　養育・支援の基本方針と組織　

パンフレット

事業計画

中・長期計画

ホームページ

理念、基本方針が明
文化され周知が図ら
れている。

1

自己評価評価項目

１　理念・基本方針

【評価の根拠、取り組みの内容、備考欄】家庭的養護を担う施設として
の使命役割を一層果たすべく、理念・基本方針を平成●年●月●日に改
正しました。具体的事案を通して、職員が共有し、利用者への浸透を
図っています。

b

（１）理念、基本方針が確立・周知されている。

abc―を選択
〇△×ーなどを選択
着眼点の要件すべてを満
足して〇と評価できます。
△の採用は機関の判断

確認できる資料を明示

エビデンスを具体的に
記入してもらう

エクセルで作成した
シートを活用すると
効率が良い



5-3-4 アンケート調査
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■アンケート結果を事業所にフィードバックしないとう考え方
個人の思いを拘りなく収集することを目的とする場合。

■アンケート結果を事業所にフィードバックする考え方
・回答者が特定されないよう工夫し、そのことを明言して回答を依頼する。
・フィードバックのタイミング
①訪問調査の前（1週間程度）に提示する方法

利用者等や職員の意識傾向を前もって知らせたうえでヒアリングに臨む。
豊富な話題を展開しやすいメリットがあるが、
かえって評価を固めすぎてしまう恐れもある。

②評価結果報告に合わせて提示する方法
利用者等や職員の意識傾向は、評価調査者が認識してヒアリングに臨む。
訪問調査で得たエビデンスと重ね合わせて評価に反映する。

※いずれにしても、アンケートレポートが建設的な活用に資するように
丁寧な配慮をもってレポートを提示する。



5-4 訪問調査（場面観察、資料閲覧、ヒアリング）
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訪問調査は、通常2～4名の評価調査者が1日半～2日間で実施します。
資料確認・場面観察・利用者面談・職員各層の面談・管理者ヒアリングなど、
タイトなスケジュールになりますので、事前に施設側とよく打ち合わせをして
スムーズに進行できるよう計画します。
■資料の準備

第三者評価のために特別な資料作りを求めてはいけません。
確認したい既存資料を予めリスト化して準備しておいていただきます。

■場面観察
場面観察では観る・聞く・触る・臭うなど、五感を動員して臨みます。
利用者や職員を威圧することなく、動きや声かけの様子を注視します。

■職員各層の面談
新人・ベテラン、常勤・非常勤、直接支援・間接支援、各種専門職など
幅広く面談して聴き取ります。

■管理者ヒアリング
全評価項目について、評価のためのエビデンスを確認するとともに
管理者としての事業所運営や福祉サービス提供、職員管理の想いを
聴き取ります。 その場で評価したり、議論する場ではありません。



5-4-1 訪問調査の留意点
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■登園・退園の統一行動
評価調査者は、定刻に揃って登園・退園する。

■感染症対策
評価調査者は健康管理を徹底し、万一異変ある時は活動を控える。
施設登園時には、施設の指示に従い検温、手洗い、手指消毒等に努める。

■受審事業所と対等な立場
評価調査者は、施設・事業所の福祉サービスの質の向上を支援する立場です。
ヒアリングの場面で、運営面やサービス提供面で課題等に直面することが
あっても対等な立場で「共に考える者」として「丁寧な対話」に努めます。
決して指導的・批判的・高圧的言動（答えに窮するような質問）は慎む。

■訪問時の身だしなみ
基本的に動きやすく、清潔で不快感を与えない服装を心がける。
過度な盛装は利用者等の日常生活に影響するので注意。

■時間配分
利用者の生活や職員の執務を最優先し、予め定めたスケジュールをから外れ
ることなく、また施設の状況に臨機に合わせて、負担を最小限にする。
評価調査者は、予め定めた持ち時間を厳守する。



5-4-2 訪問調査の留意点 その２
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■プライバシー保護
場面観察等においては利用者のプライバシーに配慮するとともに、チームと
して行動する。

■食事の検食
食事を提供している事業所では、利用者に提供されている食事をいただき、
味付けや色合い、提供方法などを確認する。
コロナ禍で、利用者とともに食事を摂ることは難しくなっているが、
食事中や食事前後の様子の観察も大切です。

■共通の資料を手元に置いてヒアリング
職員面談や管理者ヒアリングに際しては自己評価シートなど、共通の資料を
手元に置いて対話を進めます。
評価項目一つひとつを順に確認していくことも大切ですが、関連する項目を
あわせて総合的に聴き取る工夫も必要です。
「開かれた質問」と「閉じた質問」をうまく組み合わせる。

■記録の方法
聴き取りの録音や資料の撮影は原則として行わないようにします。



5-5 評価の合議（評価決定とコメント作成の手順）
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【合議の重要性】

第三者評価は複数の評価調査者が受審する福祉施設・事業所を訪問して行うものです。
評価を決定する合議の場面でも、各評価調査者が主観的に評価することがないよう、
各評価調査者が相互の意見を尊重しつつ、対話を進めながら合意形成していくことが
臨まれます。
■訪問調査終了直後

事前分析により想定した福祉施設・事業所の特徴・課題との相違点について意見交換
して、評価結果報告書作成の方向性を確認する。
評価コメントに用いる用語や、表現方法の統一を図る。

■チームとしての合意
訪問時の印象が残っているうちに、評価調査者間の合議を進める。
福祉施設・事業所の「強み」や「弱み」について、大局的な合意形成を図る。

■役割分担
評価結果報告書の作成について役割分担を決めて、作業を進めるなかで、
さらに、相互に意見交換を重ねる。

■評価決定委員会を設置する場合
評価機関によっては評価決定委員会を設置して、評価結果の客観性を高めています。



5-5-2 評価コメント作成の留意点その1
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評価コメント作成は大変重要な作業です。
■読み手を意識したコメント

コメントは公表を前提としています。福祉施設・事業所だけを対象としていません。
①職員向け ②利用者・家族向け ③将来の利用者や一般市民向け
それぞれに、なにを伝えるのかを考えてコメントを作成する。

■誤字・脱字等のチェック、助詞の不備、句読点の漏れや乱れの是正
基本的なことです。

■匿名性の担保
利用者や職員の氏名等はもちろん、役職名や専門職など、該当者が一名しかいない
場合は個人が特定されてしまうことに注意が必要です。
また、公平性の観点から商品や施設等の固有名詞で表現することは避けます。
民間機関等が作成・提供しているツールやプログラム名称を紹介、評価しない。

■文章のボリューム・バランス
各項目の評価コメントは200～300字が適当とされています。

■わかりやすい表現
・説明なく専門用語を使わない。
・最後まで読み切らないと分からない文章は良くありません。



5-5-3 評価コメント作成の留意点その2
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■根拠のない断定表現は厳禁
「十分できている」「徹底している」「出来ていない」などの断定は避ける。
例えば、「～の取り組みにより～にするよう努めている」などと表現する。
「人員が不足している」など、基準違反を思料させる表現は厳禁。
概して、否定の断定は虚偽の評価になる場合があることに注意する。

■文体の統一 「ですます調」「である調」を混在しない。
評価チームで作業を分担する場合などに注意する。

■漢字の使用
「行う」と「おこなう」、「出来る」と「できる」など漢字の使用方法も統一する。
大阪府では障害の「害」の字をひらがな表記にすることが求められています。

（ただし、法令用語や固有名詞はその限りでない）。
■誤解を招かない文章とする。
・主語と述語が整った文章とする。体言止めとしない。同文中の主語の欠落や変更に注意。
・あいまいな接続詞を使わない（複文や長文を避け、一文一意を心がける）。
・修飾語の重複も誤解に繋がりやすいので注意する。
・丁寧語と受身の表現の混同に注意。（基本的に丁寧語は使わない）

■事実や状況の羅列に終わっていない
当該福祉施設・事業所の特徴や特筆すべきこと、それらが「強み」なのか「弱みなのか
評価者としての見解を明確な文章で表現することが望まれます。



5-5-4 評価コメント作成の留意点その3
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■関係する評価項目間で矛盾を生じていない
■評価項目の目的から逸脱していない
■評価コメントや着眼点コメントをなぞっていない
■何を改善したらよいか、明確に指摘しているか

「今後は、評価基準にそって組織として取組むことが必要です」・・・？？？
■受審施設・事業所のやる気を引きだしている

現場の努力や工夫を評価したうえで、改善点の気づきを促しているか？
■一般論や非現実的な指摘になっていない
■重箱の隅をつっついていない
■上から目線で決めつけていない

「～すべきだ」と決めつけてはいけません。
逆に、へりくだって「～をお願いします」では評価にならない。

■「昨年度」という表現は避け「令和〇年度」と明確に記する。（公表は継続する）
■禁止行為

・他の福祉施設・事業所の評価結果報告書からの文章盗用
・前回の評価結果報告書をそのまま使用

■最後に、声に出して読んでみる （音声変換ソフトを使う方法もある）



5-6 評価結果報告
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評価結果報告書がまとまったら、当該福祉施設・事業所へ事務的に送付するだけ
ではいけません。
ガイダンスと同様に、出来るだけ多くの職員に対して「報告会」を実施することが
望ましい。
一方的な通告ではなく、双方で確認・共有する場とします。

□評価結果内容について、当該福祉施設・事業所と十分に話し合うことが肝要です。
□話し合いの実効性をたかめるには、
評価結果報告書を報告会の数日前に送付しておくことが適当です。

□報告会では、参加していただいた職員ひとり一人からコメントをいただくようにします。
□発覚した事実誤認や不適切な言い回しを修正して評価を確定します。
□相互理解のなかに、相互の信頼感を醸成し、受審してよかった、評価してよかったと
確認します。

□報告会には評価に携わったメンバー全員で参加するように努め、達成感を胸に刻みます。



5-7 評価結果の公表
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【評価結果公表の勧め】
評価結果の公表は、受審福祉施設・事業所の任意です（社会的養護関係施設は公表が義務）。
公表の意義を説明して、公表を勧めます。
□福祉施設・事業所の情報の透明化を図る

事業運営の透明性確保は、公費が導入される事業において必然の説明責任であるとともに、
地域に理解され、地域に貢献し、地域によって支えられる事業運営の基本となります。

□利用者等による福祉サービス選択に資する情報となる
□サービスの質の向上に向けた取組のモチベーションにつながる
□福祉サービス第三者評価事業の社会認知と活性化につながる
□評価機関の特性や評価技術を衆目に提示することにより、評価機関選別の指標となる

【評価結果公表の流れ】
□福祉施設・事業所に評価結果公表の同意有無を確認する
□公表の同意を得た評価結果報告書は、時を経ずに評価機関から推進組織に提出する
□評価結果はインターネット上で公表される
□福祉施設・事業所は自らのHPに評価結果を公表するなど、積極的な情報公開の取組が求められる



5-8 評価結果の活用
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【評価結果活用の勧め】
評価が終われば、それで終了ではありません。
受審を契機とした福祉サービスの質の向上に繋げていくことが大切です。
□ＰＤＣＡサイクルの定着

第三者評価の受審で体現した自己評価の仕組みを組織内に定着して
毎年、自己評価を継続して取り組む体制を構築する。

□課題の見える化と計画的な改善の取組
課題が見つかったな、と会議で共有して満足していてはいけません。
評価結果から把握した改善課題を、その緊急性や重要度にょって
仕分けし、文書化（見える化）することが大切です。
課題によっては、予算を伴うものもあることに留意して
それぞれに時限を伴った中長期計画や単年度計画に反映します。
そして担当者・担当チームを特定して具体的な取組に着手する。



6. その他、留意点

・評価機関の規程（守秘義務）

・評価機関の倫理規程

・評価調査者が関係を有する福祉サービス事業者（利益相反と考えられる取引）

・受審事業所からの意見

・評価機関に期待すること

・評価調査者に期待すること

・第三者評価の活用増進

・評価機関の連携と協働
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6-1. 評価機関の規程（守秘義務）
大阪府「福祉サービス第三者評価機関の認証手続等に係る必要書類」の11「第三者評価事業に関する個人情報保
護規程及び守秘義務に関する内容を含む倫理規程」に係る「留意事項」より

評価機関において、個人情報保護規程及び守秘義務に関する内容を含む倫理規程を整備する際には、

主に次のような内容を盛り込むこと。

評価調査者はこれらを遵守しなければならない。

○守秘義務に関する規程について（項目例）

１ 評価機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最低限の情報とし、第三者評価以外の

目的には使用しない。

２ 評価機関は、第三者評価の実施上知り得たサービス利用者及びサービス事業者に関する情報を、

第三者に漏洩しない。

この守秘義務は、評価契約終了後も同様のものとする。
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6-1-2. 評価機関の規程（守秘義務）

３ 評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業者評価における事業者の自己評価結果等に

関して、記入者が特定されないように加工し、事業者に報告する。

４ 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、訪問調査時に現地で閲覧確認し、

事業所外に持ち出さない。

５ 評価機関は、事業者が業務上作成した資料等については、原則として訪問調査時に現地で閲覧確認

し、事業所外に持ち出さない。ただし、事業者の同意を得て提供を受けた場合はこの限りでない。

６ 評価実施にかかる書類の取扱いについては、第三者に漏洩しないよう評価機関において適正な管理

を行い、保有する必要がなくなった書類等の情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去する。

７ 評価機関は、評価業務に従事する者に対して、第三者評価の実施上知り得たサービス利用者及び

サービス事業者に関する情報を第三者に漏洩しないよう、また、従事者でなくなった後においても

これらの情報に関する守秘義務を保持するよう必要な措置を講ずる。
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6-2. 評価機関の倫理規定
大阪府「福祉サービス第三者評価機関の認証手続等に係る必要書類」の11「第三者評価事業に関する個人情報保護規程及び守秘義
務に関する内容を含む倫理規程」に係る「留意事項」より

○倫理規程に関する項目について（項目例）

１ 客観的で公平な立場を堅持し、適正な評価を行う。

２ 業務を利用し、第三者評価に関する契約にかかる料金、費用以外の金品を請求しない。
また、業務に関連し、第三者評価に関する契約にかかる費用以外の金品を受領しない。

３ 評価業務にかかる契約事項並びに取り決め事項については、確実に履行する。

４ 利用者に対するヒアリングを実施する際は、利用者に調査協力を強いることがないよう、十分に配慮する
とともに、利用者及びその家族に対する人権を尊重するとともに個人情報の保護を徹底する。

５ 評価に際しては、第三者評価の適正かつ円滑な実施とともに、事業者のサービス提供に支障を来さない
よう、評価機関及び事業者が相互に協力して業務を実施するものとする。

６ 第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口の設置について、事業者、利用者及びその家族等に
対する周知を行う。
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6-3. 評価調査者が関係を有する
福祉サービス事業者（利益相反事例）

評価機関および評価調査者は、中立・公正な立場で評価に務めねばなりません。

以下、大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要綱第3条第1項（認証基準）より

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。

・福祉サービスを提供または経営する者が当該評価機関を構成する者のうち半数を

超えている場合には、当該評価機関は評価結果の決定を行う第三者からなる委員会

（評価決定委員会）を設置すること。

・評価調査者の中立性を確保するため、評価を実施するにあたり、評価機関は

次のア及びイを遵守しなければならない。

ア）評価機関は、評価調査者が関係を有する福祉サービス事業者の評価業務に、

当該評価調査者を従事並びに関与させてはならない。

イ）評価機関は、評価を行う福祉サービス事業者との間に請負等の取引関係を

有していないこと。
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6-3-1. 評価調査者が関係を有する
福祉サービス事業者とは

大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要領第３条第1項より抜粋

（1） 評価調査者が現在所属する、または以前所属していた法人が

経営する全ての施設、事業所

（2） 評価調査者の親族が現在代表者や理事、役員等である法人が

経営する全ての施設、事業所

（3） 評価調査者の親族が、現在所属する施設、事業所

（当該親族が、当該施設、事業所の長である場合には、

当該施設、事業所を経営する他の施設、事業所を含む）

（4） 前各号に準ずる者であって、利害関係にあると認められる者

※評価調査者の親族が、施設、事業所の利用者である場合には、

特段に定義していない。
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6-3-2. 利益相反と考えられる取引関係とは

利害関係・利益相反関係については、前ページの「利害関係にあると認
められる者」の定義のほか、個別具体的な定義はないが

例えば・・・

評価機関がコンサルティング契約等を結んだうえで、第三者評価の契約
を結んだ場合は、規則に違反しています。

しかし、第三者評価の契約を結んだ後で、コンサルティング契約等を行
う場合は、規則に違反しているとまでは言えません。
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6-4. 受審事業所からの意見（抜粋）
Ⅰ.集計概要と訪問調査について

・項目一つ一つ丁寧に聞き取りをしてくれていたが、他の項目で触れられていない部分が

あった。 ⇒ 事前準備の徹底と関連する項目を総合的に聴き取る技術が必要

Ⅱ.評価調査者について

・前回来て下さった調査者の方が1名おられたので、前回との比較がありよかった。

・福祉に通じた深い識見や長い経験を持たれた調査者であり、評価（評価点や改善点）に

ついて具体的に話してくださり、今後の施設運営に大いに役立てることができる。

・良くやっている事については褒めて頂き、チェックポイントについては両方で話し合い、評

価される側が、緊張せず調査者の言葉に耳を傾けることができた。

・評価基準に客観はあるのか。調査者の経験や価値観によってバラツキがあるのでは。

・少し攻められたり批判されているように感じた。 ←評価調査者として慎むべき姿勢。

・現役で顔見知りの施設長が調査者として評価を行うのは第三者評価となるのか疑問。
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6-5. 評価機関に期待すること
・調査者について、今後も現場経験のある方や社会福祉施設全般に理解のある方をお願いしたい。

・継続して評価をしてもらえると前回からの流れで確認できるので、１人は同じ調査者が望ましい。

・改善点については、より具体的に指導してもらえたら有り難い。

・評価項目の内容についての捉え方や解釈の仕方、また調査者の見解と受審施設側の見解の相違など、
これまで携わってこられた中で出てきたトピックスをQ＆A形式でまとめたテキストを作成・配布し
ていただければ、自己評価を行う際、大変参考になると思う。

・タイムテーブル通りにいかないことで、準備していた職員全員が参加というわけにはいかなかった。

・現場の立場を理解していただいた上で、評価してほしい。一場面だけをとらえるような見方になら
ないよう願っている。←取組の背後にある“想い”を肯定的に認める。

・「マニュアル」「文章表現」に偏った評価基準へのこだわりの強さにより、現場での支援の評価
が適切に行われていない。

・評価項目の中に実現の難しい内容があり再考してほしい。
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6-6. 評価調査者に期待すること
・施設内の子どもたちのために最善を尽くしている職員の取り組みを、まず共感して聞
き取り、職員が指摘された点の改善のために努力していこうとする意欲を高揚させるよ
うな調査を行っていただければ有り難い。

・評価項目によっては、差し支えのない範囲で他施設の評価の高い事例なども紹介して
いただければわかりやすいと思う。

・評価調査者の個人的な経験や価値観が全面に出るような評価基準（アドバイス）とな
らないようにお願いしたい。

・評価基準・標準化にこだわりすぎないで、望ましい支援について議論、評価すべきで
あると考える。 ←それぞれの事業所の目指す理念・特徴に即した評価が肝要

・調査者の私見が強く出た項目があり、戸惑った。取り組んでいるにも関わらず、全て
のケースに実施することができていないと良い評価とならないのは理解できなかった
（ニーズに合わせた取り組みが必要だと思う）。
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6-7. 第三者評価の活用増進
現代社会においては、従来のような縦割りの福祉施策では対応が難しい、複層化した
「見えにくい」課題が山積しています。

一方、少子高齢化や晩婚化・未婚化の進行により、家族の扶養機能が低下しています。

福祉事業のマーケットは今後も急速に拡大・多様化が見込まれています。

その健全な成長と、利用者の主体的な選択を支援するうえで、福祉サービス第三者評価
への期待が大きく膨らんでいます。

残念ながら、現時点では受審率の低迷が続いており、その打開に向けて評価機関・評価
調査者の資質向上と第三者評価の活用増進は、喫緊の課題となっています。

課題克服には、第三者評価事業のビジネスモデル化も欠かせません。

評価機関・評価調査者個々の努力はもちろん必要ですが、組織的な取組が必要です。
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6-7. 評価機関の連携と協働

大阪では、約20の評価機関が登録されていますが、そのほとんどが参加して

評価機関連絡会を設置しています。

年2回の会議で相互に情報交換と共通の課題について意見交換を重ねています。

今後は、第三者評価事業全体の振興と自らの資質向上に向けて、連携と協働を

深めていこうとしています。

この度、新たに評価活動に参加される皆さんにおかれても、是非こうした活動に

積極的に参画されることを期待します。

共に、福祉サービス第三者評価を盛り上げていきましょう！
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ご清聴ありがとうございました。
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