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はじめに 

 
 平成１２年の社会福祉基礎構造改革の実施から早１３年が経過しました。個

人が住み慣れた地域において、人としての尊厳をもって、その人らしい自立し

た生活が行えるよう、社会連帯の考え方に立った総合的な支援を行うという当

時の考え方は、今なお、その重要性を増しております。 
 本委員会は、平成１８年度の発足以来、保健福祉サービス利用者への支援の

充実とサービス提供事業者の質の向上の取り組みを促進するため、介護事故予

防のための事例検討や介護サービス情報の調査研究、障害者施設の取り組み事

例検討、認証保育所情報の調査研究等、多様な視点から調査研究等を行ってま

いりました。これらは、サービスの質を重視する世田谷区の福祉行政の特徴と

も言える活動成果であると思います。 
 地域住民にとって最も身近な自治体である区市町村の行政は、地方分権化の

流れの中で介護保険法における指定地域密着型サービス事業者の指定や、社会

福祉法における一部社会福祉法人の認可等の権限を持つ立場となり、サービス

の質のマネジメント機能を高い次元で求められるようになってまいりました。 
 そのような中で、今回、サービスの質の向上に取り組む上で重要な要素であ

る評価のあり方を検討テーマとすることは、サービスの質の根本的な議論につ

ながる有益な切り口であると考え、評価を通じた質の向上の取り組みを提言し

ました。 
 第三者評価という仕組みが始まって約１０年が経過した今、福祉サービスに

対する外部評価という概念が定着した反面、課題も少しずつ明らかになってま

いりました。サービスの質の向上は、行政のみならず事業者や利用者、地域住

民等が各々に問題意識を持って意見を交わすことで、真に実効性の伴う取り組

みが形成されていくものと考えます。 
 本委員会の審議が、このような議論の布石として有効に活用され、世田谷区

の福祉向上に役立つことを期待しています。 
 
 
 

平成２６年１月 
 

世田谷区保健福祉サービス向上委員会 
会長  高 橋 紘 士 
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第１章 

 

評価を通じた質の向上の取り組みの提言 
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１ 福祉サービスの評価の目指すべき姿 

 

 （１）質の向上の重要性 

   ○ わが国の福祉サービスは、長く続いた措置制度の名残や未だ解消さ

れない量的不足の問題から、サービスの提供を受けられるか否かに

主眼が置かれ、その質の高さに対する意識は醸成されにくい環境に

ある。 

   ○ このような傾向は、事業者の改善意欲を希薄化させ、利用者の声も

届きにくくなり、契約による利用者と事業者の対等性が損なわれる

悪循環を生みかねない。 

   ○ 一般的に、サービスの質は施設の設備や人員配置等の基準を評価軸

として判断される場合が多い。無論、これらはサービス水準を判断

する上での重要な要素のひとつである。 

   ○ しかし、いかに設備や人員配置が充実している施設であっても、サ

ービス提供のあり方に問題を抱えていては、質の高いサービスとは

言えない。個々の利用者に求められる支援とは何か、真のニーズを

見極める力が必要となる。 

   ○ 他方、福祉サービスの質に対する社会的評価が十分に確立していな

い中では、事業者は質の高さに応じたインセンティブを享受できず、

一層の自発性を期待することは難しい。 

   ○ 今後、質の向上を図るためには、利用者・区民の主体的参加を求め、

取り組みの努力に相応した評価を受けられる文化を社会全体で構築

していく必要がある。 

 

 （２）外部評価の有効性 

   ○ 福祉サービスは、行政が質を規制していた時代から事業者自らが質

を高め合う時代へと移行した。質の向上を図るためには、その前段

で適切な評価が不可欠となる。 

   ○ 事業者は自己評価から改善方針を見出し、計画的に実行するＰＤＣ

Ａサイクルを確立・運営することで、質の向上に効果的に取り組む

ことができる。 

○ このＰＤＣＡサイクルは、事業者内部で自己完結するのではなく、

外部の第三者や利用者、地域住民等の評価も取り入れることで、ニ

ーズとの乖離やマンネリズムを防ぎ、より有効な改善策として機能

する。 
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 （３）利用者の利益保護 

   ○ 福祉サービスにおいては、しばしば利用者とサービス選択者のニー

ズの乖離が起こり得る。 
   ○ 例えば、児童や知的障害者、認知症高齢者等を対象とした福祉サー

ビスにおいては、利用者本人が適切な判断能力を十分に備えていな

い場合が多く、この際、親族等の代理人と利用者本人との間で利益

相反が生じることも少なくない。 

   ○ しかしながら、適切な情報を得ることは、代理人にとっても本人の

利益保護を図る上で欠かせない重要な要素である。そのため、評価

結果は分かりやすい内容で、かつ、誰もが利用しやすい情報源とな

るよう検討を進めてもらいたい。 

○ 行政は、これまでの指導監査等の規制による質の確保の取り組みの

他、新たな発想として、権利擁護及び消費者保護の視点及び情報活

用の支援を施策展開の主軸として考える必要がある。 

 

 （４）利用者等の関わり方 

   ○ サービスの質の向上は、利用者や家族が高い関心を持ち、個々に質

を評価する環境が整うことで、強力な推進力を得ることとなる。 

   ○ 評価社会の定着に向けて、利用者はこれまで受動的なサービス利用

が中心であったが、今後は能動的なサービス利用へと転換し、サー

ビスのあり方を自ら考える姿勢を持つことが求められる。 

 

 （５）将来の利用者の視点 

   ○ 福祉サービスは、特定の利用者を対象としたサービス提供であるこ

とから、既存利用者（又は家族）と事業者の関係性のみで改善の取

り組みが完結しがちになる。 

   ○ 福祉サービスは、地域の社会生活を支える重要な基盤であり、将来、

誰もが利用者と成り得るものである。地域住民は、福祉サービスの

質の向上を自らの問題として捉え、社会全体で支える意識で積極的

に関与することが望まれる。 
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２ 第三者評価を活用した区の取り組みのあり方 

 

 （１）利用者の参加促進とサービス情報の提供 

   ○ 第三者評価の効果を高めるためには、利用者の積極的な参加を促す

ことが重要となる。利用者が評価結果を活用することで、サービス

への理解が深まるとともに、事業者の改善意識が高まる相乗効果が

期待できる。 

   ○ 利用者の参加を促すためには、まず、制度の認知度を高める取り組

みが求められる。第三者評価制度を知らない利用者が未だに多く、

また、耳にしたことがあってもその趣旨を正しく理解していないな

ど、利用者や地域社会に十分浸透しているとは言えない状況にある。 

   ○ 現実的には、第三者評価における利用者の関与は、利用者アンケー

トの回答に限定される。しかし、この利用者アンケートも第三者評

価の受審に基づくものであるという趣旨が正しく伝わっているかは

疑問である。事業者も独自のアンケートを行っている場合が多く、

それらの取り組みと混同して理解される可能性もある。 

   ○ 第三者評価の受審に際しては、利用者への事前説明を丁寧に行い、

共通理解を得た上で実施することによって、制度の目指す本来の効

果が発揮されるのではないか。 

   ○ また、利用者が評価情報を有効活用するための読み解き支援や、情

報のアクセシビリティを高めるための取り組み等も同時に行うこと

で、さらなる効果が期待できる。 

 

（２）改善項目に対する事業者の取り組み支援 

   ○ 事業者は、評価結果を詳細に分析し、サービス改善に取り組むべき

項目を的確に見出すとともに、組織全体で確実に実行しなければな

らない。 

   ○ 「さらなる改善が望まれる点」の指摘は、評価結果の中でもっとも

重要な柱となる項目であり、特に力点を置いて取り組む必要がある。 

   ○ 区は、評価から改善につなげるＰＤＣＡサイクルの実効性を担保す

るため、さらなる事業者支援に取り組んでほしい。 

 

 （３）良質な評価機関の選定 

   ○ 第三者評価は、良質な評価者から評価を受けることで初めて有効に

機能するものである。その意味において、評価機関の選定は極めて
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重要な要素となっている。 

   ○ 評価機関の選定にあたっては、多角的な面からの情報収集や過去の

評価実績等の分析を慎重に行い、評価者の質を確保する必要がある。 

   ○ また、区の契約においては、地方自治法の規制を受けることとなる

が、第三者評価をパッケージングされた委託業務と見るか、コンサ

ルティング的要素を含む非定型業務と見るかによって、適切な契約

手法の判断が分かれるのではないか。 

   ○ 仕様書や補助制度のあり方等も含め、質の高い評価機関の確保に向

けたさらなる検討が望まれる。 

 

 （４）指導監査における第三者評価の活用 

   ○ 福祉サービスの提供事業者は年々増加しており、区による指導監査

の事務量も増加の一路にある。 

   ○ そのような中、効率的・効果的に指導監査を行うためには、第三者

評価の活用も視野に入れる価値があるのではないか。 

   ○ 第三者評価は事業者の自発的取り組みの一環であるが、法令基準に

関する指摘は事業者にとっても有益であり、セルフチェックの支援

としての観点から、技術的に可能な範囲内での取り組みを検討して

はどうか。 

   ○ また、指導監査の結果についても、第三者評価等の情報と併せて広

く公表することで、事業者の質の判断材料をより多く利用者に提供

することとなり、法令基準に関する利用者の監視機能も高まるなど

の相乗効果が期待できる。 
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３ 東京都との連携のもとに取り組むこと（都へ要望すべきこと） 

 
（１）評価項目の見直しと評価結果の活用 

   ○ 標準項目の取り組み数による評価は、公平性や客観性の面では有効

な手法であるが、利用者が最も求めているサービスの質の高さを直

接的に示す情報ではない。 
   ○ しかし、利用者の価値観が多様化する中で、サービスの質の評価軸

を客観的な視点から構築することは困難であり、求められる支援内

容も個々の利用者によって異なることから、福祉サービスは画一的

な評価には馴染まない。 
   ○ 東京都は、このような現行制度の特性を踏まえ、評価結果から得ら

れる実益について事業者・利用者双方の視点から改めて検証し、解

説することで、制度の実効性を高めることができるのではないか。 
   ○ 一方、評価項目においては介護保険・障害福祉・児童福祉等のサー

ビス分野別の専門性に基づく評価の視点が少なく、判断材料の情報

源としても不十分な面があり、改善が望まれる。 
   ○ このような視点のもと、評価軸のあり方を再検討するとともに、利

用者、事業者に対し情報の有効な使い方を支援する取り組みが求め

られる。 
 
 （２）評価手法の画一化 

   ○ 適正な評価を行うためには、各評価者は制度上設定された評価軸を

正しく理解し、共通の視点のもとに判断を行う技量を身につけなけ

ればならない。 
   ○ そのためには、評価者によって著しく評価基準の解釈が異ならない

よう、ポイントをより詳細に解説するとともに、評価者とのディス

カッション等の機会を定期的に設け、現状把握と課題分析を行うな

どのプロセスを検討してはどうか。 
   ○ いずれにしても、評価の精度を向上するためには、評価者への指導

を徹底し、制度の目的や評価手法への共通理解をより一層深める必

要がある。 
 
 （３）特色あるサービスの推進 

   ○ 福祉サービスは、これまで長く行政機関が規制してきたことから、

欠点を補うことでサービスの最低水準を守り、平準化を図ろうとす
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る傾向が未だに根強く残っている。 

   ○ 社会福祉基礎構造改革等により、民間法人によるサービス参入が急

速に進展し、各事業者のノウハウが活かされる環境が整備されたが、

その利点が十分に発揮されているとは言いがたい。 

   ○ 福祉サービスは、画一的なサービス提供から利用者のニーズに応じ

た特色あるサービス提供に移行していくことが望まれる。 

   ○ 今後は、各事業者の特色・長所の面について今以上に重点を置いた

評価を推進することが事業者のモティベーションにつながり、利用

者にとっても分かりやすい情報源となるのではないか。 
 
（４）評価後のフォローアップ 

   ○ 第三者評価は、サービス改善のヒントを与えることで、事業者が自

発的に質の向上に取り組むための支援を行う制度である。その意味

においては、「さらなる改善が望まれる点」の３項目は、評価結果の

中でも最も直接的な指摘であり、重要なポイントである。 
   ○ しかし、現実には必ずしも評価後に改善が図られるとは限らず、評

価結果が活かされていない場面も多い。 
   ○ 受審後の改善の取り組みについて、同一の評価機関に継続的支援を

求める事業者も多いが、評価機関は第三者性の担保の観点から、評

価後３年間は当該受審事業者のコンサルティング等に関与できない

こととなっている。 
   ○ 事業者の自発的取り組みを促すことが第三者評価の目的であること

から、行政機関の過剰な干渉は好ましくないが、公費による受審費

補助等を行っている以上、都区としては一定の成果を求めざるを得

ないものと考える。 
   ○ 今後、評価結果に基づくフォローアップの視点も含めた制度設計と

するため、前回評価後の具体的取り組みを評価する項目を設け、そ

の情報を利用者に分かりやすく公表することで、事業者の改善意欲

を喚起することができるのではないか。 
 
（５）評価者の質の向上 

   ○ 多様な評価機関の参入は、受審事業者の選択肢が広がった一方で、

評価者の質にも格差を生む結果となった。評価者の質は第三者評価

の品質に直結することから、制度の意義に関わる重大な課題である。 

   ○ 評価機関の選択は受審事業者の自由意思によるものであるが、質の

低いサービス事業者を選択した区民に対して自己責任論をもって問
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題解決を求められないことと同じように、質の低い評価機関との契

約を全て受審事業者の責任に転嫁することはできない。評価者の認

証機関である都の責任は大きく問われている。 

   ○ 都は、受審事業者の声に耳を傾けて現状把握に努め、慎重な分析の

もとに効果的な改善策を検討されたい。 
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第２章 

 

福祉サービスの質の評価が求められる背景と今日の課題 
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１ 福祉サービスを取り巻く環境の変化 

 
 （１）措置から契約への転換 

○ わが国の福祉サービスは、この十数年間において大きな変革の時期

を経てきた。以前は、国が均一なサービスを提供する措置制度によ

り、サービスの水準を保ってきたが、福祉サービス需要の増大や生

活様式の多様化等の社会的背景を踏まえ、サービスの直接的な提供

主体として事業者の役割が拡大していった。 
○ 関連法令においては平成１２年に介護保険法が、平成１８年には支

援費制度を経た障害者自立支援法（平成２５年より障害者総合支援

法となる。）が施行された。これにより、社会福祉法人に対する措

置・委託という従来の構造から、多様な事業体によってサービスを

提供する構造へと転換を図り、社会福祉法人の他、ＮＰＯや営利企

業等も含めた多様な事業者が参入できることとなった。また、児童

福祉分野においても平成１０年の児童福祉法の改正により、保育所

の入所が措置から申込みに基づくものとなった。 
○ これにより、介護保険、障害福祉、児童福祉の各サービスで市場原

理を取り入れた準市場とも言うべき構造化が進み、サービスの質の

確保は事業者の責務として位置付けられるようになった。 
 
 （２）第三者評価の制度化と行政機関の取り組み 

   ○ 国は、平成１２年に社会福祉法を改正し、福祉サービス事業者の自

己評価等の義務を盛り込んだ。これにより、事業者によるサービス

の質の向上の取り組みの必要性が明確になり、併せて国の援助措置

も求められることとなった。 
 

【社会福祉法】 

（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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○ 平成１３年には、「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）」で第三者評価の基準等を示し、その後、平成１６年に「福

祉サービス第三者評価事業に関する指針」によって全社協（社会福

祉法人全国社会福祉協議会）の役割や都道府県による推進組織の設

置等について技術的助言を行ってきた。 
○ 東京都では、平成１４年に決定した「東京都における福祉サービス

第三者評価について（指針）」に基づき、平成１５年に独自の「東京

都福祉サービス第三者評価」を制度化し、区市町村とともにその普

及促進を図ってきた。 
○ 世田谷区においては、平成１８年に世田谷区地域保健福祉推進条例

を改正し、第三者評価等の結果に基づき、保健福祉サービス等の向

上を推進する上で必要な支援、指導等に関する事項を調査審議する

ため、世田谷区保健福祉サービス向上委員会を設置し、事業者のサ

ービスの質の向上を推進する体制の充実を図ることとした。 
 

【世田谷区地域保健福祉推進条例】 

（世田谷区保健福祉サービス向上委員会） 

第31条 サービス評価等（事業者等が提供する保健福祉サービス等の

向上を目的として実施する第三者評価等をいう。）の結果等に基づ

き、保健福祉サービス等の向上を推進する上で必要な支援、指導等

に関する事項を調査審議するため、区長の附属機関として世田谷区

保健福祉サービス向上委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するもの

とする。 

(１) 保健福祉サービス等の向上に向けた事業者等の取組に関するこ

と。 

(２) 保健福祉サービス等の利用者支援に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、保健福祉サービス等の向上に係る

事項 

＜以下省略＞ 
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２ 利用者と行政機関の役割と課題 

 

 （１）利用者の権利と責任 

   ○ 福祉サービスの契約制度への移行によって、利用者はサービス選択

の権利を持つことになり、個々に事業者のサービス内容等を調査し、

自らの意思により選択し契約する立場となった。 
   ○ 利用者が介護サービスの利用にあたって必要とされる情報を得られ

るよう、国は、介護保険サービス分野において平成１８年から介護

サービス情報公表制度を開始し、利用者の自己選択を支援してきた。

しかし、インターネットによる情報発信を前提とした本制度は、高

齢者にとっては情報のアクセシビリティの面で課題があり、また、

公開情報が大量であることなどから利用者にとっては分かりづらく、

活用は思うように進まなかった。国は、これらの反省点を踏まえ、

平成２４年にシステムの見直しを行い、ウェブサイトの画面構成や

情報量、検索方法等の改善を図った。 
   ○ 世田谷区では、介護サービス情報公表制度の中から、事業者選択に

おいて特に重要な情報を抽出し、分かりやすくまとめるとともに選

択のポイントを解説した冊子「介護サービス情報ガイド」を保健福

祉サービス向上委員会の研究事業としてまとめ、平成２１～２２年

に発行した。同様に、認証保育所の情報公開を目的とした「認証保

育所ガイド」を平成２１年に発行し、利用者の自己選択を支援して

きた。 
   ○ 今後、利用者は自らがサービスに求める内容や基準を明確に持ち、

事業者は利用者が求める情報を的確に開示する仕組みを充実するこ

とが求められる。行政機関は、このような仕組みを推進するための

支援に積極的に取り組む必要があるが、未だ十分に達成されている

とは言いがたい。 
 
 （２）法令基準とサービスの質の確保 

   ○ 福祉サービスを提供する上で遵守すべき統一基準は、法律や省令等

で詳細に定められている。これらは、言わばサービスの土台となる

最低基準であり、質の高さとはその上に積み重なる長所・特色を指

すものであると本委員会は考える。 
   ○ 法令基準の確実な履行を監視し、指導や処分によって規制を図るこ

とは行政機関としての責務である。多様な事業者の参入が進む中、
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監視機能のさらなる徹底が求められることは言うまでもない。 
   ○ 本来、準市場の環境の中ではサービスの質の向上は事業者の責務と

して自発的に行うべき取り組みであり、このような事業者の取り組

みをまずは利用者が評価する環境が整うことが望まれる。 
 
 （３）質の向上に向けた世田谷区の取り組み 

   ○ 世田谷区では、福祉サービスが措置制度のもとに運営されていた平

成８年に、区の提供する保健福祉サービスに寄せられる苦情に適切

に対応し、苦情を通じたサービスの質の向上に体系的に取り組むた

め、「世田谷区保健福祉サービス苦情審査会」を設置した。苦情審査

会はその後、介護保険法や障害者自立支援法の施行などを受け、事

業者のサービス内容に対する苦情も審査対象とできるよう条例改正

を行い、現在に至っている。 
   ○ また、平成１８年には事業者のサービスの質の向上を支援するため、

「世田谷区保健福祉サービス向上委員会」を設置し、事業者や利用

者の支援に関する取り組みを審議・研究してきた。 
   ○ 併せて、世田谷区地域保健福祉推進条例を改正し、区による事業者

指導や是正勧告等に関する条文を追加した。これによって、処分権

限等が国や都に位置付けられている福祉サービスにおいても、区が

必要に応じて事業者指導に関与できることとなった。 
 

【世田谷区地域保健福祉推進条例】 
（指導） 

第32条 区長は、地域保健福祉の推進のために必要があると認めると

きは、保健福祉サービス等に係る事業者等に対し、介護保険サービス又

は障害福祉等サービスに関することについて、必要な措置を講ずるよう

指導することができる。 

追加〔平成18年条例22号〕 

（是正勧告） 

第33条 区長は、保健福祉サービス等に係る事業者等が前条の規定に

よる指導に従わないときは、是正の措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

追加〔平成18年条例22号〕 
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（意見の聴取） 

第34条 区長は、前条の規定による勧告をしようとするときは、あらかじ

め当該勧告に係る事業者等の意見を聴く機会を設けなければならない。 

追加〔平成18年条例22号〕 

（名称等の公表） 

第35条 区長は、事業者等が、第33条に規定する是正勧告に従わない

ときは、審査会又は委員会の意見を聴いて、当該事業者等の名称及び

その事業者等が勧告に従わなかった旨を公表することができる。 

追加〔平成18年条例22号〕 
 
 （４）地方分権化と自治体に求められる役割 

   ○ 地域主権改革の一環としての「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行

に伴い、社会福祉法が改正され、平成２５年４月より一部の社会福

祉法人（主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってそ

の行う事業が当該市の区域を越えないもの）の認可や指導監査権限

が区市に移譲された。 
   ○ 権限移譲等による自治権の拡充は、今後の福祉の施策展開を図る上

で大きな意味を持つこととなる。各自治体は、法令基準の遵守・徹

底と第三者評価の相互作用について、改めて考える必要があるので

はないか。 
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第３章 

 

東京都福祉サービス第三者評価の成果と課題 
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１ 東京都福祉サービス第三者評価の成果 

 
（１）先駆的な制度化と事業者への普及 

   ○ 社会福祉法では、事業者は自らが提供する福祉サービスの質を評価

し、措置を講ずることで、良質かつ適切な福祉サービスを提供する

よう努めることを義務付けている。 

   ○ 事業者に関する情報は、これまでも理事、評議員、財務諸表等が法

律に基づき公表されてきたが、これらは事業者の基本的・外形的情

報であり、サービスの内容や質に関する情報開示とは言えない。ま

た、事業者が行う自己点検・自己評価では、客観性が担保しにくく、

他事業者との比較に用いるには不十分であった。 

   ○ これらの背景のもと、東京都は全国に先駆け独自に第三者評価のシ

ステムを構築し推進することで、利用者のサービス選択の支援を進

めることとした。 

○ 都の導入した福祉サービス第三者評価事業は、サービス項目の評価

のみならず、経営面における組織マネジメント評価を取り入れてい

る点が主な特徴として取り上げられる。 

   ○ 評価機関については、都が独自の外形基準を構築して認証しており、

評価者に求められる一定の水準を確保する仕組みとなっている。 

○ 事業者は評価者に関する公表情報等を基に評価機関を選択できる制

度となっており、それぞれのサービス種別や評価のニーズに合致し

た評価機関と契約することができる。 

○ 評価手法においては、多様な評価者の参入を前提に判断基準の平準

化を図るため、サービス別評価項目（共通評価項目）を策定してい

る。また、利用者への意向調査を実施することで、利用者ニーズが

把握できる。 

○ 事業者に対し受審費等の補助を行うことで、事業者の負担軽減やイ

ンセンティブの確保につながり、他の都道府県に比べ受審率が飛躍

的に高まった。 

 

 （２）世田谷区による取り組み 

   ○ 世田谷区では、第三者評価を活用してサービスの質の向上を一層推

進するため、東京都の制度をベースとしながらも区独自の補完的取

り組みを補助金の交付要件として追加し、事業者の意識向上やサー

ビス改善の確実な履行を促してきた。 
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   ○ 保育サービスにおいては、利用者アンケートに区独自の追加評価項

目を設けることとしており、その内容については毎年見直しを行っ

ている。 

 

＜参考＞保育サービス第三者評価 利用者アンケート追加項目（平成２５年度） 

１ 保育園の目標と保育方針等、保護者会などで説明を受けましたか 

２ お子さんのクラスの、1年間の保育の目標とねらいを知っていますか 

３ 保育園職員間の、チームワークや連携は良いと思いますか 

４ 保育園は希望があれば年間を通して保育参観や保育参加が出来ることを知っていますか 

５ 保育園と子どもの成長を共感しあえていますか 

※回答の選択肢は「はい」「どちらともいえない」「いいえ」とし、項目毎に自由意見欄も

設けることとしている。 

 

   ○ 保育サービス及び障害福祉サービスにおいては、評価結果の「さら

なる改善が望まれる点」で指摘を受けた内容について、「評価結果に

係る改善課題、取組方針及び取組結果報告書」の提出を義務付け、

事業所による着実な改善を促している。 

 

＜参考＞評価結果に係る改善課題、取組方針及び取組結果報告書（様式） 

第１２号の３様式（第１４条関係） 

 

評価結果に係る改善課題、取組方針及び取組結果報告書 

 （   年度） （法人名：       事業所名：        ） 

１ 改善課題 ２ 改善のための取組方針 ３ 取組の実施状況（   月） 

   

＊ １ 評価結果の「全体の評価講評」の「さらなる改善が望まれる点」３点のタイトル項目を記入すること。 

＊ ２ 課題改善のための取組方針を記入すること。 

＊ ３ 前年度の課題改善における取組方針に基づき、翌年度の７月及び３月における取組実施状況について記 

入し、区へ提出すること。 

 

   ○ 事業者が評価機関を選択する際は、原則として前回の契約先以外の

評価機関と契約することを条件に付している。これにより、評価機

関の第三者性を担保し、公平かつ適切な評価結果を得られるよう努

めている。また、契約にあたっては２社以上の評価機関からの見積

りの徴収を義務付けることで、補助金支出の適正化を図っている。 
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２ 顕在化してきた課題と対応の方向性 

 

（１）事業者の主体性と行政支援のあり方 

   ○ 事業者は、自ら提供する福祉サービスの質を評価し、利用者の立場

に立ってサービス改善に努めなければならない。第三者評価は、こ

のような事業者の主体的な取り組みを支援するため、事業者自らの

「気付き」を促すための制度であると言える。 

   ○ しかしながら、福祉サービスの質の向上に対する意識は事業者間で

の格差が大きく、全体的に見ても決して高い水準にあるとは言えな

い。このことは、第三者評価の都道府県別受審件数を見ても明らか

であり、受審費等の補助がない道府県では制度の活用が進まない現

状がある。 

   ○ 東京都においては、先に述べたとおり受審費等の補助を行うことで

制度の普及が進んだ。しかし、その実績を分析すると、受審費を実

質的に全額補助（上限６０万円）する事業や、受審実績がサービス

推進費等の補助金加算につながる事業においては受審率が高まった

が、受審費の一部または全部を負担しなければならない事業におい

ては、他道府県と同様に受審率が低迷している。 

   ○ このような背景から、サービスの質の向上に対する事業者の価値観

が垣間見える。サービス改善にコストを費やすインセンティブに乏

しい社会的環境にあると言える。 

   ○ 東京都の補助制度についても、制度普及の起爆剤となったものの、

事業者の自発性の喚起にはつながっておらず、受審の動機付けを行

政指導と受け止めている事業者も多い。 

   ○ 現状における事業者のインセンティブという点では、第三者評価の

受審実績が利用者に好意的に受け止められるという面があり、事業

者は質の向上に対する姿勢をアピールできる。反面、受審実績を積

み重ねることのみに主眼が置かれ、肝心の改善措置にまでつながら

ない事業者が多く見受けられる。 

 ○ 質の向上を図るためには事業者の主体的な取り組みが不可欠となる。

経営者はもちろん、サービスを提供する職員一人ひとりが日頃から

高い向上心を持って取り組まない限り、本質的な質の向上にはつな

がりにくい。 

 ○ このような中、都区による補助制度のこれまでの実績を踏まえた評

価・検証と将来的な方針を改めて検討し、サービスの質の向上とい
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う目的達成のために真に有効な支援策を行政は見極めていく必要が

あるのではないか。 

 

（２）利用者のニーズとの乖離 

   ○ 第三者評価を利用者支援の観点から見た場合、利用者に事業者のサ

ービス内容・特徴を知ってもらうと同時に、事業者が利用者のニー

ズを把握し、多様で質の高いサービスの提供につなげることを目的

とした制度である。 

   ○ 第三者評価を有効に機能させるためには、利用者の参加は最も重要

な要素となる。だが、現状を考察すると、制度を熟知し有益に活用

している利用者は数少ない。 

   ○ 利用者は、最も身近な評価者である。第三者評価は、事業者と評価

機関の間のみで完結することなく、評価結果から改善につなげる取

り組みを利用者に評価してもらうことで、より有意義な取り組みに

つながるとともに、利用者の主体性が高まり、利用者参加型のＰＤ

ＣＡサイクルが構築される。 

   ○ 利用者の参加が進まない背景には、様々な要素が考えられるが、中

でも利用者が真に求める情報と、第三者評価により提供される情報

との乖離が大きいものと考える。質の高いサービスを受けたいと願

う利用者に対し、判断材料となる情報を適切に発信しているとは言

えず、また、事業者間での評価に差が表れにくいものとなっている。 

   ○ 制度で発信する情報は複雑かつ膨大であり、記述内容も難解なため、

福祉サービスの専門知識を持たない利用者には理解しにくい部分が

多い。 

   ○ しかしながら、利用者の類型やニーズが多様化している中では、そ

れらに対応する幅広い情報が求められる。そのような側面からすれ

ば、利用者の判断材料となる情報はあらゆる場面において積極的に

公開されるべきであり、情報の透明度を高めることも質の向上の一

環であると考える。 

   ○ 今後は、サービスの情報公開に一層積極的に取り組むと同時に、利

用者にとって必要な情報とは何かを検証し、それらの情報を利用者

が有効活用するための支援方法についても充実を図る必要がある。 

 

（３）サービスの質の評価軸と評価手法の平準化 

   ○ サービスの質の高さとは、人それぞれの多様な価値観に基づき判断

されるものであり、客観的な評価軸を設定することは困難である。 
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○ また、利用者の個人特性によっても求めるサービス内容が大きく変

化するため、一概に「正しいサービスのあり方」を決めることはで

きず、そのような概念の追求は生産性のない議論となる。 

   ○ 評価手法においても、評価の視点や客観的状況判断の基準を明確化

することで一定のレベルを合わせることができるが、その全てが予

め想定された設定条件に当てはめ、判断できるものではない。 

   ○ 第三者評価は、「質の高さ」を示す指標としてではなく、質の向上に

つながる標準的な取り組みを充たしている項目数で評価をしている。

そのことから、事業者・利用者の双方にとってやや分かりにくい評

価結果となることは否めないが、この評価結果を事業者はサービス

改善のヒントとして受け止め、利用者は自らに提供されているサー

ビスを主体的に考えるきっかけとすることで有益な活用が図られる。 

 

 （４）外部評価に対する意識 

   ○ 事業者は、第三者評価の受審によって質の向上に取り組む姿勢を持

つ一方で、評価結果を公表する制度であることから、ネガティブな

評価を受けることへの懸念を抱くことも多い。 

   ○ 制度では、事業者のサービスの優劣に関わらず、「特に良いと思う点」、

「さらなる改善が望まれる点」を評価者がそれぞれ３点ずつ抽出し、

コメントする方式とすることで一定の公平性を保っていると言える。 

   ○ サービス改善を効果的に進めるには、自らサービスの実態を正しく

理解することが出発点となる。事業者は、外部評価者や利用者のあ

らゆる評価を真摯に受け止め、改善のヒントを得たことをプラス思

考で捉えて日頃の運営に取り組むよう期待する。 

 

 （５）評価者の質の確保 

   ○ 第三者評価の受審が普及・定着化し、受審事業者数も年々増加傾向

にあることから、東京都が認証する評価機関の数も大幅に増加した。 

   ○ 事業者は、多様な評価機関の中から評価者の公表情報等を基に、自

ら契約先を決めることとなる。その意味においては、契約先となる

評価機関の選択肢が広がることは望ましい傾向と言える。 

   ○ 一方、評価機関の急激な増加は、「評価者の質の確保」という新たな

課題を生み、評価の品質維持に大きな影響を与えている。評価者の

質は、評価機関によって格差が大きい。 

   ○ 第三者評価を受審した事業者等を対象として本委員会が実施したア

ンケート調査によると、福祉サービスに対する経験や知識を持たな
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い評価者が多く、各サービスの制度概要や目的に対する理解がない

まま評価を行う場面が増えている傾向が伺える。 

   ○ また、事業者への説明力やコミュニケーション能力が不足しており、

事業者との共通理解や信頼関係が構築できない状況も見受けられる。 

   ○ 事業者は、自己判断により評価機関を選択するが、評価者の公表情

報だけでは質の高さを判断しにくい。 

   ○ 評価者は、都の示す「評価項目のねらい」、「各標準項目の確認ポイ

ント」、「留意点」等を熟知し、個々の評価者によって評価の差が生

ずることがないよう徹底しなければならないが、実際にはスキルの

差が大きく、経年比較がしにくい結果となっている。 

   ○ 評価機関の立場においても、契約の価格競争が進み、評価者の育成

等に十分なコストが費やせない実情が垣間見える。 

   ○ 評価者の質の低下とともに、事業者には第三者評価の有効性に対す

る懐疑的な見方が高まっており、今後の制度拡充を進めるためには

早急な改善が求められる。 

 

（６）指導監査との連携 

   ○ 福祉サービスの法令基準は、各サービスを提供する上での最低条件

であり、事業者は法令に則ってサービス提供を行わなければならな

いことは言うまでもない。 

   ○ 第三者評価は、法令基準の遵守・徹底を監視する目的のもとに行わ

れるものではないが、中には法令基準と関連性の高い評価項目もあ

り、また、利用者アンケートから得られる運営実態等の情報は、行

政機関の指導監査においても有効に活用できる余地がある。 

   ○ 第三者評価が結果を公表する前提の制度であること、都区の補助金

を投じて受審促進を図っていること等から見ても、本制度は事業者

と利用者の利益のみならず、行政機関にとっても有効な情報源であ

る。行政機関はこれらの情報を大いに活用し、監査機能の向上に役

立てることを期待する。 
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最後に 

 

 現在、世田谷区など多くの自治体では、保育待機児の問題をはじめとする福

祉サービスの供給量不足が喫緊の行政課題となっている。このような状況下で

は、利用者にとっては必要とするサービスを受けられるかが最大の関心事とな

り、個々に提供されるサービスの質の高さまで望める環境とは言えない。 

平成１２年に介護保険サービスが措置から契約に転換した際、適切な競争原

理の下で事業者は利用者に選択されるよう努力し、努力の足りない事業者は淘

汰されることが期待された。しかし、前述のとおり、子育て家庭のみならず高

齢者や障害者に対する福祉サービスの基盤は依然として十分とは言えない。福

祉サービスの質の向上を進めていくには、まず基盤を十分に確保し、供給量の

不足を解決していく必要がある。 

第三者評価は、福祉サービスの提供主体が行政から事業者へ転換する中で、

サービスの質を確保・向上する手法のひとつとして実施されてきた。この制度

は、公平性を重視し、客観的評価が可能な取り組みを評価項目としているが、

利用者から見ると、サービスの質の差が分かりにくかったり、必要とする情報

が不足する面がある。利用者等が求める情報を敏感に察知し、効果的に情報発

信する仕組みでなければ利用度は高まらないし、事業者の意欲喚起にもつなが

りにくく、制度は形骸化する。今後は、利用者の評判・口コミなど、やや不確

定要素を含む情報源であっても有効に活用する手段を考えるなど、新たな発想

で取り組むことが求められる。 

 質の向上を本質的に推進するためには、地域住民が福祉サービスに高い関心

を持ち、自らの目で評価していくことが重要である。施設見学やボランティア

等、多くの人々が積極的にサービス提供に関与し、個々に質を評価することで

事業者の競争意欲を自ずと喚起させることになる。行政の役割は、このような

環境整備を支援することにある。 

 また、行政は利用者の利益を守るため、権利擁護やサービスに関する苦情対

応等についてはこれまでにも増して万全な体制を整備し、一つひとつの事象を

無駄にすることなく、サービス改善につなげていくことが重要である。 

 以上のような観点から、今後、世田谷区が総合的・多角的な取り組みを展開

することで、福祉サービスの質がさらに向上するものと本委員会は考える。 
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諮問書「世田谷区保健福祉サービス向上委員会の審議内容について（諮問

第２号）」（２４世保福指第１７７号） 

第１回委員会資料「第４期世田谷区保健福祉サービス向上委員会の審議内

容について（諮問第２号）」 

 

◆第三者評価に関するアンケート資料 

  第３回委員会資料「東京都福祉サービス第三者評価に関するアンケートの

分析結果」（別紙１・２含む） 
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（飯村史恵氏作成資料）」 
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氏・新井結花氏作成資料）」 
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第３回委員会資料「オランダにおけるケアの品質管理・監査－長期ケアを
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24世保福指第 177号  

平成 25年 3月 22日  

 

世田谷区保健福祉サービス向上委員会 

会長 髙橋 紘士 様 

 

世田谷区長 保坂 展人      

 

 

世田谷区保健福祉サービス向上委員会の審議内容について（諮問第２号） 

 

 

 世田谷区地域保健福祉推進条例第31条に基づき、標記の件について、下記のとおり諮問

いたします。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

  「東京都福祉サービス第三者評価の成果を踏まえた今後の福祉サービスの質の評価の

あり方について」 

 

２ 諮問理由 

サービスの質の向上の取り組みにおいて、適切な評価システムの構築は不可欠な要素

である。 

世田谷区では、これまで東京都福祉サービス第三者評価制度を活用し、社会福祉事業

者の福祉サービスの質の向上のための取り組みを支援してきたところであるが、制度の

開始から約10年が経過した今、過去の成果と課題を改めて振り返り、検証を行うことで

評価制度自体の質の向上を図る必要があると考える。 

  以上のことから、世田谷区の今後の取り組みについて意見をいただくため諮問する。 

 

 





平成25年3月22日（金）  

サービス向上委員会資料  

 

 

第4期世田谷区保健福祉サービス向上委員会の審議内容について（諮問第２号） 

 

 

１ 諮問事項 

  「東京都福祉サービス第三者評価の成果を踏まえた今後の福祉サービスの質の評価のあり方につい

て」 

 

２ 経緯 

  平成 12年の介護保険法の施行を始めとして、多くの福祉サービスにおいて供給主体が官から      

民へと移行したことに伴い、その質の担保が福祉行政の喫緊の課題となってきた。 

  そのような中、平成12年の社会福祉法の改正により、「福祉サービスの質の向上のための措置

等」として福祉サービス事業者による自己評価等やそのための行政の支援が義務化（第 78条）

され、国の指針に基づき各都道府県でも第三者評価事業が推進されるようになった。 

  東京都においては、平成 14年に決定した「東京都における福祉サービス第三者評価について

（指針）」に基づき、平成15年より独自の「東京都福祉サービス第三者評価制度（以下「第三者

評価」という。）」を開始した。この第三者評価は、①利用者が事業者の運営内容を把握し、サー

ビス選択の際の目安とすること、②事業者が利用者の真のニーズを把握し、多様なサービスを提

供するとともに、サービスの質の向上に取り組むこと、の２つを目的としている。 

  世田谷区においては、世田谷区地域保健福祉推進条例（第 31条）において、サービス評価等

の結果に基づき、保健福祉サービス等の向上を推進する上で必要な支援、指導等に関する事項を

調査審議するため、サービス向上委員会を設置した。また、更なるサービスの質の向上のために、

第三者評価を活用しつつも、世田谷区独自の取り組み（評価項目の追加等）を実施してきた。 

 

３ 目的 

  サービスの質の高さを論ずる上で、適切な評価システムの構築は不可欠な要素である。第三者

評価は福祉サービスの評価の中心軸となるものであるが、更に実効性を高め、真に利用者と事業

者にとって有意義な評価システムを構築するため、過去の成果や課題を踏まえ、世田谷区の今後

の取り組みの具体策について審議する。 

  また、世田谷区独自の取り組みだけでは改善に繋がらない問題点について、東京都に対して制

度の改善を要望する。 

 

４ 審議のポイント 

（１） 第三者評価の効果と課題（メリット・デメリット） 

（２） 評価を受けて改善に繋げるフローの構築（フォローアップ） 

（３） 区における補完的取り組み 

（４） 東京都への制度改善要望等 



 

５ 現状と課題 

（１） 実績（区立施設又は区が直接補助等をして支援しているもの） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

高齢者 15 15 14 19 

障害者 9 8 8 17 

子ども 31 31 26 29 

《施設数》※平成24年4月1日現在 

高齢者・・・区立特別養護老人ホーム[3施設] 

      認知症高齢者グループホーム（補助）[22施設] 

      小規模多機能型居宅介護（補助）[3施設] 

障害者・・・区立障害福祉施設[20施設] 

      私立障害福祉施設（補助）[31施設] 

子ども・・・区立母子生活支援施設[1施設] 

      区立認可保育所[49施設] 

      東京都認証保育所（補助）[40施設] 

      認定こども園（補助）[3施設] 

（２） 課題 

【区の取り組むべき課題】 

 第三者評価の受審自体が目的として捉えられてしまっている傾向があり、評価結果を改善に繋
げるという本来の目的意識が希薄化している。 

 区として評価結果を分析し、事業者の支援や指導等の取り組みに繋げる流れが明確に構築され
ていない。 

 訪問介護等の一部サービス種別においては、受審率が低い状況が続いている。 
【第三者評価の制度に関する課題】 

 評価基準が予め設定された標準項目を充たしている数を評点としているものであり、必ずしも
サービスの質の高さを示す基準となっていない。また、利用者にそのような趣旨が伝わり難い。 

 評価基準が毎回同じであっても、評価者が変わることで主観的な評価に差が生じる場合もあり、
必ずしも毎回評価との対比を行う上での公正なデータとは成り得ていないこともある。 

 受審率の向上に伴い、東京都（東京都福祉サービス評価推進機構）が認証した評価機関もその
数を急激に増しており、専門知識の欠如など評価機関の質が問われる場面も増えている。 

 事業者は、原則3年に1回評価を受審することになるが、毎回同じ評価基準の下に評価される
制度では更なるサービスの改善に繋がり難い。 

 

６ 審議スケジュール 

平成２４年度 

３月２２日（金） 第１回委員会 諮問・審議内容説明 

平成２５年度 

５月  日（ ） 第２回委員会 審議 

７月  日（ ） 第３回委員会 審議 

９月  日（ ） 第４回委員会 審議 

１１月  日（ ） 第５回委員会 答申 
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平成２５年８月１４日 
サービス向上委員会資料 

 
 

東京都福祉サービス第三者評価に 

関するアンケートの分析結果 

 
 

１ アンケートの実施方法 

 
 （１）区所管課に対するアンケート 

    第三者評価を受審する区立施設の所管課及び民間事業所への受審補助を

行う所管課に対し、別紙１のアンケート調査を実施した。 

   回答を得た所管課 

 保健福祉部 障害施策推進課、障害者地域生活課 
 地域福祉部 高齢福祉課、介護保険課 
   子ども部  子ども家庭課、保育課 
 
 （２）受審事業所に対するアンケート 

    平成２３・２４年度に、区の委託・補助を受けて第三者評価を受審した事

業所に対し、別紙２のアンケートを実施した。 

回答を得た対象サービス 

①高齢 
指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護 
②障害 

 生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、多機能型事業所 
 ③子ども家庭 
 認可保育所、認証保育所Ａ型・Ｂ型、母子生活支援施設、（認定子ども園） 

   回答総数 

 送付事業所数 １１６事業所 
 回答事業所数  ８２事業所 
 回収率   ７０．７％ 
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２ アンケートの分析（○は肯定的意見、●は否定的意見） 

 

（１）評価手法と評価の妥当性 

○自己評価や保育園関係者の評価も踏まえつつ、専門的立場からの評価であ

った。 
○評価機関は、経験豊富で多くの情報やスキルを持っていた。 
○評価者が勉強してきていること、現場経験があることから的を得ていた。 
○長所、課題を明確に提示している。 
○マネジメントしやすいようにできており、人材育成に活用できる。 
○質の向上のために一緒に確認し考えるという関係に変わり、評価する側・

される側という関係ではなくなってきている。 
●制度的要因によって影響を受ける項目について、事業所側の要因とする的

外れな指摘が所々あった。 
●良い指摘、悪い指摘とも、視点がずれている。 
●福祉の専門性が不十分だった。 
●高齢・障害・保育等、特性にあった評価内容にすべき。 
●文面、表現が一般の方には分かりにくい。専門用語等には解説が必要。 
●最低基準の項目ではなく、もう少しレベルの高い項目が必要。 
●非常勤と正規職員は仕事の内容、責任が全く違うので、アンケート内容を

変えるべき。 
●記録・マニュアルの整備が評価につながるが、日常業務の中では現実的で

はないものが多く含まれる。 
●やっているかいないか、あるかないかの評価では、事業所毎の差が出ない。 
●内部研修の質を評価してもよい。 
●評価者はヒアリングやアンケート結果だけで評価するのではなく、フロア

やサービスを受けている様子を体感・把握することが必要。 
●統一項目のみでは評価されづらいこともある。独自性等をもっとアピール

したい。 
●項目を充たしていなくてもよいのではないかと感じる場合もある。 
●運営基準に関する評価項目がない。 
●内容が重複している項目があり、効率が悪い。 
●評価機関側のノウハウや、他事業所との比較が聞けるとよい。 
●実施回数（３年に１回）が多すぎる。すぐに改善できないものもあり、課

題ばかりが増えていく。 
 
全般的には、評価機関の専門性の高さや指摘内容の的確性を高く評価する意見がある

ものの、専門性の不足や指摘内容の意義を問う意見が多数を占めた。このことは、制度

のあり方の問題もさることながら、評価機関の質や受審事業所の姿勢・理解度の差が現

れているものと考える。また、事業所毎に評価の差が出づらい項目設定に対する指摘も

多く、事業所の特色をアピールできる評価となるよう望む声も多くあった。 

その他、文面や表現方法が分かりづらいとの指摘もあり、事業所のみならず利用者に

とって使いやすい制度を目指す上では検討が望まれる点である。 
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（２）評価受審の負担と効果 

○書類作成、時間的拘束の負担は大きいが、自らの業務の実態を洗い出す機

会として有効である。 
○何回か受審を経験し、改善すべき点を予測できるようになった。 
○評価を受けることで、サービス提供に関する自己点検にもつながる。 
○よい点を評価されることで、職員のモチベーションアップにつながった。 
○外からの目を意識することは、囲い込みになりがちな福祉現場にとって有

効である。 
○アンケート等により、普段は出てこなかった利用者の声を聞けた。 
○行政監査等とは異なり、経営理念、職員組織、地域との関係、具体的サー

ビス等のサービスの質に着目するのであれば妥当である。 
○障害者施設に第三者が入ることは職員や利用者にとって負担が大きいが、

その後の取り組み次第でよい方向に向かえば負担はしかたない。 
○資料準備等、初回は大変だったが、２回目からは要領を得てスムーズに対

応できた。 
○受審に対して区の補助もあり、妥当である。 
○負担であっても、介護保険料や税金で運営している以上、受審・公表の義

務がある。 
○職員の意識改革につながり、現場に改善提案がしやすくなった。 
●内容が多く負担であり、それに対して改善箇所の指摘・効果が少ない。 
●日常業務で手一杯の中、事務的負担が大きい。 
●利用者の一方的な考え方のはけ口になっており、職員の士気が下がる。 
●実務面の負担は少ないが、経費面での負担がある（区の補助分以外にも自

己負担による受審を行っているため。）。 
 

受審側には評価受審の負担感は少なからずあるが、得られる効果に見合っているとの

見方が多かった。このことは、都区による受審費用の補助が大きく影響しているものと

思われる。 

事業所に与える影響としては、職員の意識改革やモチベーションアップにつながると

の意見が多かった一方で、利用者等のネガティブ評価が職員のモチベーションを下げる

といった否定的な受け止め方もあり、ここでも受審事業所の姿勢・理解度の差が現れて

いるものと思われる。 
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（３）受審事業所と評価者のコミュニケーション・共通理解 

○三名の評価者がよく話し合って合議の上で評価している。 
 ○結果について、双方が納得するよう話し合いの時間を持った。 

●高齢者施設の利用者への聞き取りで、手法や評価者の性別でかなり差があ

る（財務専門の評価者が聞き取りを行う、異性の利用者への聞き取り等。） 
●評価者がどこまで実務を理解した上で聞き取りを行っているのか疑問があ

る。 
●評価者が１～２日しか現場を見ていない中での評価では、有効でない。認

知症対応型高齢者グループホームでは、少なくとも夜間の状況を確認すべ

きである。 
●結果報告書提出の際、受審結果の総評については説明を受けたが、詳細な

説明がなかった。 
 ●ある評価者が職員との面接中に、鼻で笑い馬鹿にするような態度があった。 

●意見を羅列するだけで、同類の意見をまとめる等の工夫がみられない。力

を入れている取り組みの項では、扱い方が説明不足で該当なしとされてし

まい、再調査を依頼した。 
●帳票も大事だが、もう少し人の声を聞いて欲しい。 
●重度障害者の利用者評価の方法に工夫が必要である。言葉による評価の限

界を感じる。 
●職員とのヒアリングにより時間をかけてもらえれば、意識改革につながる。 
●評価者の個人的理想や思いを長時間語り、時間が足りなくなっていくつか

の項目が省略された。その結果、報告書は施設が作成した事業計画書の内

容を転記しただけの意味のないものになった。 
●評価者の現場確認も手一杯の感があり、管理層からの短時間のヒアリング

中心で終了した。これで客観的評価となりうるか疑問である。 
 

評価機関と受審事業所、利用者とのコミュニケーションが不足し、評価の共通理解が

得られない状況が見受けられる。受審事業所は、評価者の専門性や調査方法に懐疑的な

面があり、そのことから評価結果の妥当性を問う意見につながっている。一方、受審事

業所も第三者に対する説明力を養う必要があり、評価機関と受審事業所の双方で質を高

めあうことが望まれる。 

また、客観的評価から課題を的確に指摘するためには、現場調査の手法（施設によっ

ては夜間調査の必要性の検討を含む。）を再度見直すことも有効であると思われる。 

 



5 

 （４）評価制度の認知度 

 ●サービス選択の際に、第三者評価を参考にする人は少ない。 
●保育サービスでは待機児問題が深刻な中、評価結果を基にサービス選択が

できる環境ではない。 
●家族会の場で評価結果を概ね伝え、インターネットで閲覧できる旨を伝え

ているが、見る人はいない。 
●利用者への制度理解を広める取り組みが必要である。 
●結果報告書を園内で公表しているが、求める利用者はいない。改善点も文

書にして配布しているが、特に反響はない。 
●制度の知名度が低く、受審のメリットが少ない。 
●法人が独自に行っているアンケート調査の方が回答率もよく、実用的であ

る。第三者評価の受審年度は、独自アンケートと併せて２回アンケートを

行うことになり、家族会の評判は悪い。 
 

 第三者評価は利用者に浸透していないとの意見が多く、利用者によるサービスの自己

選択を支援する目的から考えると課題が多い。今回は利用者への調査は実施していない

ため正確なニーズは把握しかねるが、利用者が真に求める情報とは何か、今一度考える

必要があると思われる。 

 また、制度自体の周知に関しては、受審事業所のみならず、行政においても積極的に

広報に取り組む姿勢が求められる。 
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（５）評価を改善につなげる取り組み（肯定的意見、否定的意見の区分なし） 

 ■区として、受審事業所への指導や改善報告を積極的に実施する必要がある。 
■区の補助制度の一環として、施設運営のコンサルティングを盛り込むこと 
 ができないか検討する。 
■評価者が改善の確認まで責任を持つべきである。 
■課題を区と事業所が共有し、集中改善期間を設定して実施する。３年サイ

クルで課題の改善に取り組む。課題は年１つから２つ程度でよい。 
■マンパワーやスキルが不足している事業所に対し、改善に向けた支援が必

要である。 
■質の向上の取り組みは、すぐに効果が出るものではないので、第三者評価

の中で前回、前々回との比較や評価後の定期的なフォローアップがあると

よい。 
■悪いところを見つけるのではなく、短期的、長期的に改善していき、よい

方向に進めることができる内容であり、役立っている。 
■受審事業所から改善報告を受けるが、その効果については報告を受けるシ

ステムがない。 
 ■東京都の行う実地検査と一体化して公表すべきである。 
 ■改善策に対する第三者評価が必要である。 
 ■指摘事項や評価を通じて気付いたことを、組織目標や研修に反映させた。 
 ■職員全体で自己評価を行い課題分析をし、結果を利用者家族に公表する。 
 ■すぐに改善できないような内容だと意味がない。 

■アンケート結果はパーセンテージではなく、今後の取り組みの指針となる

べきものがほしい。 
■第三者評価以外にも、独自のアンケート調査等を実施し、利用者の声を拾

う取り組みが重要である。一方で、職員が自己点検できる仕組み（自己申

告書・目標シート等）を整えたらよい。 
■評価結果をサービス向上につなげるという意識が低いためか、積極的な受

審がみられない。 
■定期的に研修に努めているので、新たに第三者評価を受審する必要性がな

い。 
 

 多くの受審事業所は第三者評価の効果について一定の評価をしているものの、評価を

改善につなげる取り組みまで構築し、体系的に取り組んでいる例は少ない。そのような

中、評価機関にコンサルティングを求める声も多く出ているが、第三者評価の位置付け

は事業所自らが質の向上に取り組むための支援策であることや、評価機関の第三者性の

担保の観点から現状では認めれられていない。 

しかしながら、評価を改善につなげることこそが制度の最大の目的である以上、上記

の趣旨を踏まえつつ効果的なフォローアップの手法等を検討し、実効性を高めることが

求められる。 

 



7 

 （６）評価機関の第三者性の担保 

 ●毎年同じ評価機関を利用していると、馴れ合いが生じる可能性がある。 
 ●評価機関は複数年（回）継続して契約できるようになるとよい。 
  

 評価機関が毎回同じ相手方であると、評価の指標等の整合性が高まり、前回の評価結

果との比較分析がしやすいというメリットがあるが、一方で違う視点からの指摘を受け

られないことや、評価機関と受審事業所の馴れ合いが生じる可能性などの問題が考えら

れる。 

 
 （７）評価機関の質の担保 

●評価者の質について、都の認証機関でしっかりとチェックし、質の悪い評

価機関は認証しないでほしい。 
●都の見解では、市場原理が働き質の悪い評価機関は淘汰されるとのことだ

が、契約が入札方式である以上、必要経費を削って破格の金額で契約を取

る事業者が後を絶たない。契約を取れば実績数が増え、経験豊富な評価機

関のように思われる。 
●さらなる改善が望まれる点の項目で、事業所にはどうにもできない制度や

枠組みに対する課題をあげられた。 
●実態と異なる内容が記載されていた。 
●評価機関の評価が必要である。 
●評価機関の遵守項目を明確にし、従わない場合は認証の停止等を勧告する

制度があるとよい。 
●評価者のレベルにばらつきがあるため、多くの労力と費用をかけてもそれ

に見合う評価を受けていない。また、毎回共通の視点で評価してもらえな

い。 
●専門知識の欠如やヒアリング方法が適切でないなどの不満が多い。 
●区の委託仕様書の内容を理解していない。 
●評価推進機構のガイドブックの内容を理解していない。 
●評価結果報告書の提出期限を守らない。誤字脱字が多い。 
●受審事業所と日程調整せずに、評価機関の都合のみで訪問調査日を指定し

たり、その日程も二転三転したりし、多大な迷惑がかかった。 
●評価機関に対する苦情が区に入り、支障をきたすことがある。 
●ビジネスマナーを理解していない評価機関がある。 

 
 第三者評価においては、受審事業所と評価機関の信頼関係が成立しないと指摘を真摯

に受け止める姿勢が薄れ、受審実績のみを積み重ねる形骸化の悪循環が生まれる。 

 今後、制度の拡充を図る上では、評価機関の質を担保する具体的方策の検討が必要で

ある。 
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 （８）評価機関との契約 

 ●契約方式が入札である以上、評価者の質等を見極められない。 
 ●専門分野に長けた評価機関を選定するための情報が乏しい。 
 ●同じ評価手法であるにも関わらず、契約金額に差があるのは理解しがたい。 

●補助金交付額が６０万円を上限としていることから、見積書も６０万円で

積算する事業所が多い。しかし、落札額は３０万円となることもあり、金

額の妥当性に疑問を感じる。 
●法人の運営理念に基づき、それに見合った評価機関（サービス分野が得意

な機関、経営マネジメントが得意な機関等）を選べる仕組みでなければ意

味がない。 
 

 評価機関の質の問題と連動し、契約で質の高い評価機関を確保しようとする契約担当

者の苦労が伺える。 

 入札及び見積り合わせが定着し価格競争が進み、市況は下落傾向が続いている中、評

価機関との標準的な契約価格のあり方が問われている。評価の質とコストをもとに、市

場原理による淘汰の成果を得るためには、評価機関の評価を厳格に行う仕組みが必要な

のかも知れない。 

 
 

３ 全体を通しての考察 

    第三者評価に対する意見を求めた結果、まず目に付くことは評価機関に対す

る不満の多さであった。その一つ一つを紐解くと、一部では受審事業所側が制

度の趣旨を正しく理解しておらず、受審を〝させられている〟との認識から負

担感のみが募り、評価機関がその不満の矛先となっているように思われるとこ

ろもある。しかし、大多数の受審事業所が感じている評価の客観性の担保、評

価結果の精度、評価者の理解不足等においては明らかに改善の必要性があり、

今後制度の拡充を進めるうえでは根幹に関わる課題になると思われる。 
    また、評価結果は有益であるとの認識を持ちつつも改善につなげる方策に具

体性がない。受審事業所の自主的取り組みに委ねるのみでその成果に目を向け

ない制度設計では、今後補助金等の公費負担の妥当性を問われかねない。評価

を活用し確実に改善に導くよう、一層の支援が求められる。 
    一方、サービス利用者の視点から考察すると、依然として制度への理解度が

低く、十分に活用されていない実態が浮き彫りとなる。その背景には、情報の

ニーズ、分かりやすさ、アクセシビリティ等の点で利用者と提供者の間に乖離

があるものと考えられる。 
 



別紙１ 

第三者評価の実務的課題等に関するアンケート 

 

課・係名  

サービス名  

担当者（記入者）  

 

１．受審事業者（施設）に関すること（メリット・デメリット） 

 

 

 

 

２．評価機関（評価者）全般に関すること（メリット・デメリット） 

 

 

 

 

３．評価機関（評価者）の質についての問題提起（具体的事例） 

 

 

 

 

４．制度に関すること（都へ要望したいことを含む） 

 

 

 

 

５．区の実務（委託や補助の手続きの流れ、質の向上につなげる手順等）に関すること 

 

 

 

 

６．その他 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 



22 

 



本アンケートは、今後の世田谷区内の福祉サービス全体の質の向上策を検討する素材とさせていただきたく、
東京都福祉サービス第三者評価を受審したことのある事業所に、ご協力をお願いしております。
事業者としての率直なお考えをご記入くださいますよう、お願いいたします。

法人名
事業所（施設）名

貴事業所の実施している福祉サービス

A　保育サービス B　高齢者福祉サービス C　障害者福祉サービス

問１ サービスの質の向上を図るための取り組みについて、次のうち実施していることをお答えください（複数回答可）。

またA～E以外に取り組んでいることがあれば、その内容についてご記入ください。

A 第三者評価の結果の活用 B　独自の利用者・家族アンケートの実施 C　利用者・家族との意見交換会

D　計画的な職員研修 E 定期的な実務改善会議等

その他の取り組み：

問２ 第三者評価を受審することは、貴事業所のサービスの質の向上のうえで効果があると思いますか

A　思う B　どちらかといえば思う

C どちらかといえば思わない D　思わない

その理由：

問３ 問２でAまたはBと回答した事業所にお聞きします。

第三者評価の結果をどのようにサービスの質の向上に活かしているかご記入ください。

問４ 問２でCまたはDと回答した事業所にお聞きします。

どのようにしたら第三者評価の結果をサービスの質の向上へ活かせると思いますか。ご記入ください。

問５ 第三者評価の受審による貴事業所への負担（負荷）は、効果・メリットに対して妥当であると思いますか

A　思う B　どちらかといえば思う

C どちらかといえば思わない D　思わない

その理由：

１／２

東京都福祉サービス第三者評価

受審事業所アンケート

世田谷区保健福祉部指導担当課 行
FAX：０３－５４３２－３０１７
回答期限 平成２５年５月１５日（水）

別紙２



問６ 評価機関や評価者の質（スキル・マナー等）については満足していますか

A　満足 B　どちらかといえば満足

C どちらかといえば不満足 D　不満足

その理由：

問７ 評価結果については妥当だと思いますか

A　思う B　どちらかといえば思う

C どちらかといえば思わない D　思わない

その理由：

問８ 第三者評価の評価項目は妥当だと思いますか。

A　思う B　どちらかといえば思う

C どちらかといえば思わない D　思わない

その理由：

問９

問１０

ご協力ありがとうございました。　
交換便　または　FAX　により返送をお願いいたします。
世田谷区保健福祉部指導担当課　担当　藤原・峰尾
電話　０３－５４３２－２６０５ FAX番号　０３－５４３２－３０１７ 回答期限　平成２５年５月１５日（水）

２／２

第三者評価の目的の１つ目に、利用者によるサービスの選択と事業の透明性確保のための情報提供がありま
す。この目的のために、第三者評価制度（仕組み・評価項目等）をどのように改善すれば、より効果をあげることが
できると思いますか。

第三者評価の目的の２つ目に、事業者によるサービスの質の向上に向けた取り組みの支援があります。この目的
のために、第三者評価制度（仕組み・評価項目等）をどのように改善すれば、より効果をあげることができると思い
ますか。



参考人の意見（要旨） 

参考人 主な意見 

飯村 史恵 氏 

（立教大学コミュ

ニティ福祉学部福

祉学科准教授） 

○都の第三者評価制度は、株式会社やＮＰＯなど評価機関が多様にあ

ることが特徴。他の都道府県をみると県社協などが評価機関とな

り、県に評価機関は１つだけというケースが多い。事業者そのもの

が評価機関を選んで契約するのも特徴。 

○利用者にとっては、一般的な情報が欲しいのではなくて「私にあっ

た情報」が欲しいが、どこを見れば良いのかということで情報の読

み解きが必要となる。その意味で、ケアマネ等が利用者を支援する

際、必要としている情報を伝達する役割が込められている。 

○第三者評価は、事業者自らが振り返って気づいていくところにポイ

ントがある。決して上から指摘をする仕組みではない。事業者の主

体性を大事にするというコンセプトがあって、事業者との対話を重

視した評価をするというのが特色である。 

○評価の信頼性を担保するために、評価の軸を揃える必要があり、共

通評価項目、共通の評価手法を作った。実態としては、共通評価項

目があまりにも膨大で、「共通」の意味をなしていないのではなど

の指摘もある。世田谷区の保育園の第三者評価のように、本当はベ

ース部分にプラスアルファをしてその評価機関ならではの視点を

盛り込んでいってほしいという思いはある。 

○第三者評価とは、指導検査の最低基準の上にあるデコボコを評価す

るもの。質をどのようなものさしを使って測り、どう目盛りを刻む

かが難しい。 

○第三者評価はある意味で、新しい公共という扉を開いていくツール

の一つに成り得るのではないかと思う。その時にポイントとなるの

は、区民がこの仕組みにどのように参加するのかということ。選

択・参加・自己決定とよく言われるが、当事者と協働してこの扉を

開いていく可能性を秘めている。 

○第三者評価作成の検討メンバーに事業者は入っていたが、利用者は

入っていない。 

○インターネットの評価結果に、事業者自らが事後改善の情報をお知

らせするページを作ったが、その事後改善の結果を評価する仕組み

がないので、現状として事業者の記入はほとんどない。 

齋藤 貴明 氏 

新井 結花 氏 

（株式会社川原経

営総合センター） 

○事業者へのフィードバックとは別に、利用者向けに評価結果を説明

するということも、事業者の要望に応じて実施している。 

○第三者評価の理解度が事業者によって違う。監査と同じと捉えてい

たり、補助金（サービス推進費等）を得るための手段として捉えて

いる場合もある。よって受審に対する姿勢が消極的な事業者が多

く、評価機関の選定の際、費用の安さを重視する傾向がみられる。 

○制度上、２年間評価実績がなければ認証取消しになるので、実績確



保のための価格競争が進んでいる。 

○事業者にはできるだけ複数年にわたり評価させてもらうことをお

願いしている。信頼関係もできるし、指摘事項の改善結果も確認で

きる。効率的に評価を進めることができ、事業者負担も軽減される。 

○評価とコンサルの切り分けだが、事業者の主体性が大事なのでここ

をこう変えれば良いという具体的な方法論は一切話さない。あくま

で、事業者が気づいて自分達でこうやろうと決めることが大事。 

○当社では、機構が出している標準評価項目を基に、独自の職員回答

シートを採用しており、評価項目ごとに自分達がどう工夫して取り

組んでいるのか、どのような改善点があるのかをすべて書いていた

だいている。それを基にどこに意識をもっていくべきかなどを伝え

ていかないと良い気づきにつながっていかないと考えている。 

○事業所だけでは対応できない部分もあるので、法人全体として受審

してもらうことをお奨めしている。 

村山 俊彦 氏 

（（社福）武蔵野会 

区立九品仏生活実

習所・中町分場 

施設長） 

 

○第三者評価の活用について 

・第一に、業務の点検として活用している。国の求めている支援のレ

ベルに達しているかどうかの確認とともに、今、時代が何を求めて

いるのかの確認にもなっている。 

・第二に、利用者・保護者等のニーズの点検として活用している。評

価結果は、評価機関同席のもと、保護者会や職員会議等で報告して

いる。前向きな意見が保護者からでてくれば、可能な限り反映して

きている。また、第三者評価受審年以外の年は、独自の保護者アン

ケートを実施し、集計結果を保護者にも説明している。評価機関か

ら他の事業所の情報などを聞けることは参考になっている。 

・第三に経営者と労働者との乖離の点検として活用している。事業所

では下位者が上位者へ手紙をかいて意見を述べる機会も設けてい

るが、それに追加のツールとして、職員へのアンケート結果を確認

している。また、町会等にも積極的に情報を開示し、意見をいただ

いている。 

・第三者評価で指摘されなくても、事業所内で課題を見つけ解決して

いく仕組みが大切である。 

○第三者評価のメリット、デメリットについて 

・メリットとしては適正な運営の確認ができること、客観的に外から

見てくれることはありがたい。また、今回は、支援の部分を評価す

る評価者がベテランであり、運営のノウハウも聞けたことも良かっ

た。 

・デメリットとしては、知的障害者の場合、質問に対しての答えが出

てこない。「質問に対して職員がすぐ答えてくれますか」という項

目の評価が悪くなる。実際は自分達は利用者の声なき声をコミュニ

ケーションで拾っていっている。さらに保護者と利用者の意見が異

なることもあり、解釈の難しさがある。 



小谷 悦子 氏 

（（株）日本デイケ

アセンター 東京

都認証保育所 砧

らる保育園 園

長） 

○評価機関をどのように選ぶかが難しい。３社と面談したが、評価の

実績は豊富だが、熱意が感じられない評価機関と、熱意はあるが認

証保育所の評価をしたことがない、評価者に認証保育所保育士の経

験者がいないなど。 

○利用者アンケートは、保護者に説明してから実施している。保護者

の意見のうち、良い評価も悪い評価も、どうしてそのような評価に

なるのか原因を職員全員で考えるようにしている。第三者評価の受

審年以外の年でも、独自のアンケートを実施している。第三者評価

や独自アンケートなどの結果については、園だよりや施設内の掲示

等によりお知らせしている。 

○第三者評価受審の準備作業の際、業務を見つめなおす過程で、マニ

ュアルが整備できたのは収穫である。マニュアルは常時見直しを行

っており、スタッフ全員で気づいた都度、加筆・修正を続けている。 

○第三者評価の結果を参考にして保育園を選んでいる人は、現状では

いないと思う。保護者は実際に保育園を見学して決めている。 

○評価結果を保護者がみても、文言が難しすぎてわからない、読む気

が起こらないと思う。もう少しわかりやすい表現が望まれる。 

○評価のサイクルは３年に１度で良い。指摘される改善点は困難な課

題が多く、成果を出すのに年月を要する。また改善点が３つ挙げら

れるが、少し多すぎる。改善に取り組む労力を考えると２つが精一

杯である。 

米山 政男 氏 

（（社福）正吉福祉

会 区立きたざわ

苑 総務グループ

マネージャー） 

○評価の活用の仕方については、評価結果は経営に関すること、サー

ビスに関すること、職員に関することがあるが、経営や職員に関す

ることで出てきたことは、管理職会議で取り上げ、対応策を検討す

ることにしている。 

○サービスに関する利用者アンケートについては、実際に利用者自身

が答えている割合は入所者のうち２割くらいだと思う。これでどれ

だけの意見を取れているのか疑問がある。 

○第三者評価受審のメリットとしては、評価機関から他の施設の状況

を聞けることがある。ただ、評価機関の実力に差があると感じてい

る。 

○制度としては、事業所にとって良い刺激になるものと思っている。 
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福祉サービス第三者評価の課
題～東京都の試みを例に

立教大学 コミュニティ福祉学部 飯 村 史 恵

2013/8/14IIMURA

1



社会福祉基礎構造改革とサービス評価

利用者と事業者の対等な関
係を確保するためのさまざま
なサブシステムが構築された。

これらは、利用者エンパワメン
トと支援者の質の向上を柱に、
相乗効果が期待されるシステ
ムと言える。

第三者評価は、サービス選択、
透明性の確保、質の向上等を
目的としたこれらの仕組みの
一つである。

2013/8/14IIMURA

2



東京都における第三者評価のしくみ

第三者評価は事業者と評価機関
間の契約契約によって実施される。

利用者や職員に周知した上で、利
用者調査及び事業評価の自己評自己評
価価が行われる。

自己評価を分析し、評価者が事業
所に出向き、訪問調査（事業者イン訪問調査（事業者イン
タビュー）タビュー）等が行われる。

評価結果は、事業者にフィードバッ
クされるとともに、評価推進機構に
報告され、公表される。

評価推進機構評価推進機構は、評価機関の認証、
評価者の研修、共通評価項目や手
法の策定を行い、第三者評価シス
テムをバックアップしている。

2013/8/14IIMURA

3

評価機関

事業者

評価推進機構

利用者利用者ケアマネジャー等

公表

支援

契約



東京都における第三者評価の特徴

福祉サービスの事業のみならず、
「経営」を評価

マルコム・ボルドリッジ国家品質
賞を範とする日本経営品質賞を
ベースに構築

☞福祉サービスには、合致しない
部分も多々見られた。

業界水準の合意がなく、「卓越
した経営のしくみ」を設定でき難
い

事業所努力による経営改善が
発揮し難い報酬構造等々

多様な評価機関を備え、福祉と経営
の専門家による評価を実施

事業者のセルフアセスメントを基に、
評価者が事業者との「対話」を通じ
て評価を実施

評価の軸を揃えるために、共通の評
価項目・評価手法を備えた

☞事業者側からは、評価者・評価機関
の多様性に対する疑義、あるいは、
劇的な変化／成果を求め難い福祉
サービスの特質を踏まえていない等
の批判も寄せられることになった。

2013/8/14IIMURA

4



第三者評価と指導検査等との差異

行政として法令順守をチェック
する義務と、事業者の自発性
に基づく第三者評価の差異を
説明

東京都は、上下関係にあるも
のではなく、双方ともに必要で
あることを強調

しかし実際には、第三者評価実
施への誘導策等があり、完全
に自発性に基づく実施との説
明には無理も生じている。

双方共必要と言いながら、相互
の情報共有が完全になされて
いるわけではない。

2013/8/14IIMURA

5



東京都における第三者評価で使用する調査票

2013/8/14IIMURA

6
事業プロフィル事業プロフィル

組織マネジメント
分析シート

組織マネジメント
分析シート

サービス
分析シート
サービス
分析シート

事業所の理念や基礎的
データを把握

経営や組織マネジメントの実態把握
利用者調査票利用者調査票

利用者の意向や満足度を把握

サービスの状態や質の実態把握



福祉サービスの質を評価する困難性

ある事業所の職員の「記録の書き方」が適切であるかどうかを判断するには、何を
どのように見ればよいと思いますか？

A)事業所に１００人の職員がいるとします。９８人は「適切な書き方」をしているとしま
す。２人が不適切な書き方をしていた場合、この事業所における職員の「記録の書
き方」は適切であると思いますか。

B) １人の職員でも、日々記録の書き方は、微妙に違っていることが想定されます。ど
の日の記録の書き方を見て、判断すればよいと思いますか。

C)記録には、大変素晴らしい着眼点と経過が根拠と共に記されています。しかし、こ
の事業所では、記録はほぼ書きっ放しで、活用されていません。このような状態は
どのように評価すべきだと思いますか。

D)個々の利用者の記録には、申し分のない内容が書かれています。しかし、この事
業所では、職員が記録作成に没頭していて、日常的に利用者に向かい合う時間が
殆どありません。このような記録を書いている事業所は、質が高いと言えるでしょ
か。

2013/8/14IIMURA

7



東京都の評価項目と評価ポイントを考える①

■評価項目６－３－３

「利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している」

1.利用者一人ひとりに関する情報を過不足なく記載するしくみが
ある

2.計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態が
どのように推移したのかについて具体的に記録している

1に関する着眼点

利用者の個別性の捉えた支援内容が記録に反映されているか

サービス提供組織（職員集団）が何を「過不足」と捉えているの
か

「過不足」が認められた場合に、どのような対応が行われている
のか 2013/8/14IIMURA

8



国（全社協）による評価項目と判断基準①

Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録

が適切に行われている。

【判断基準】

ａ）利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が
適切に記録されている。

ｂ）利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が
記録されているが、十分ではない。

ｃ）利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が
記録されていない。

2013/8/14IIMURA

9



東京都の評価項目と評価ポイントを考える②
■評価項目６－５－１

「利用者のプライバシー保護を徹底している」

1.利用者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合
には、利用者の同意を得るようにしている

2.個人の所有物や個人宛文書の取り扱い、利用者のプライベートな空
間への出入り等、日常の支援の中で、利用者のプライバシーに配慮し
た支援を行っている

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

1に関する着眼点

個人情報の自己コントロール権が保障されているかどうか

実質的に、どのような同意確認が行われているのか

同意を得ることが難しい場合は、どのように対応しているのか
2013/8/14IIMURA
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国（全社協）による評価項目と判断基準②

Ⅲ-１-(1)-② 利用者のプライバシー保護に関する規程・マ

ニュアル等を整備している。

【判断基準】

ａ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整
備し、職員に周知するための取組を行っている。

ｂ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整
備しているが、職員に周知する取組が十分ではない。

ｃ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整
備していない。

2013/8/14IIMURA

11



福祉サービス第三者評価の展望
～新たな公共の視点

2013/8/14IIMURA
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誰が何を持ってサービスの
を見極めるのか；自律的活
としてのチェック機能

福祉・医療･教育等への市民
参加；行政とのパートナーシ
プ

「選択」「参加」「自己決定」
事者との協働

主体的創造的な新たな市民
会への転換

強制力

自発性

市場性 非営利性

新たな公共的
活動としての
第三者評価第三者評価



平成 25年 8月 14日 
 

世田谷区保健福祉サービス向上委員会資料 
 

株式会社 川原経営総合センター 
 
１．弊社の評価機関としてのスタンス等について 
 
 別添のプレゼン資料を参考 
 
２．「東京都福祉サービス第三者評価に関するアンケートの分析結果」を受けて 
 
（１）事業所の抱える課題 
 
・ 第三者評価の位置づけについての理解度が事業所によって様々であること。評価受審の

動機として、補助金を得ることが重視される現状が見受けられる。 
・ 評価受審を義務的に捉えているため、受審に対する姿勢が消極的な事業所がある。 
・ 評価機関の選定においては、評価機関の実績や取り組み姿勢といった質的な要素ではな

く、受審費用の安さといった金額的な要素が重視されている傾向がある（特に入札によ

る選定の場合）。 
 
（２）評価機関の抱える課題 
 
・ 評価項目内容については、精査すべき課題があると捉えている。評価の視点が重複して

いる項目の存在等。 
・ 評価機関が、事業者に対して対等な立場で客観的な視点ではなく、指導的な態度で評価

を実施すると、事業者からのクレームにつながる可能性が大きくなる。 
・ 年間評価実績がゼロの場合、東京都の評価機構からのヒアリングが行われ、その時に２

年間評価実績がなければ認証取り消しとなる。そのため、事業所に対して低価格の提案

をして、実績を挙げる評価機関が増える傾向にある。こうしたことから価格競争が進ん

でおり、評価機関の取り組み姿勢等が評価されない結果となっている。 
 
（３）弊社としての課題への対応について 
 
・ 事業所との信頼関係の構築を前提にした評価を行うことを心掛けている。事業所が大切

にしている価値観を受容した上で、改善への気づきをともに見つけていく、というスタ



ンスで評価を行うことを評価者に教育している。 
・ 事業所には、できるだけ複数年にわたる評価をさせていただくことをお願いしている。

前年度に指摘した改善事項について事業所がどのような取り組みを行って成果がでて

いるかどうかを確認していくことに意味があると考えている。馴れ合いになってしまっ

ては評価ができないと思うが、指摘すべきことを指摘した方が、事業所から感謝される

ケースも多い。複数年実施することで、評価にかかる時間や作業量も効率化される効果

もある。 
・ 改善事項の指摘を行う場合には、改善されることが「誰にとって望ましいことなのか」

という視点を重視している。利用者・家族が望むより良いサービスに近づくための改善

事項であることを念頭において報告書をまとめている。 
・ 報告書にはヒアリングや利用者調査、場面観察等で確認できたこと以外は記載しない。

ヒアリングの中で良い点・改善が必要な点についてのコンセンサスを得て、それを報告

事項としてまとめている。 
・ サービスの「質」ということについては、ヒアリングの中で事業所と弊社の認識を共有

するように努めている。評価項目として設定されていないポイント（職員の利用者への

関わりの仕方とそれへの利用者の反応・表情等）についても、弊社として感じた印象等

を伝えるようにしている。 
 

以上 



2013年８月 

オランダにおけるケアの品質管理・監査－長期ケアを中心に 

労働政策研究・研修機構 堀田聰子 

 

１．品質管理・監査をめぐる議論等の流れ 

伝統的に 宗教的基盤を背景とする救貧・ケア 

 

戦後~1960年代 福祉国家の拡大（分権性・受動性） 

         財政支援・執行監督：国家（医療監査機関は早くから発達） 

実施・運営主体：宗教・宗派別民間非営利組織（柱状社会） 

70年代半ば~80年代後半 公的介入強化・規制強化、福祉国家拡大の終焉 

 

1987年（デッカープラン）~ 市場志向・規制緩和 

 

1990年代~ 質をめぐる議論の活発化 

 1995 ケア関連の監査機関の統合（IGZ） 

 質の保証 1993 ヘルスケア専門職法（WetBIG） 

      1996 ヘルスケア事業者の質の関する法律（KZi） 

 利用者・患者の権利義務、事業者の果たすべき機能 

      1994 医療行為契約法 

      1995 ヘルスケアサービスにおける苦情申立に関する法律 

      1996 ヘルスケア事業者における利用者の参加に関する法律 

     （1998 家主テナント協議法） 

 専門職のプロトコル、疾患別ガイドライン発達 

 民間の品質認証枠組みの発達（HKZ等） 

 

2000年代 管理競争（短期医療保険）、さらなる規制緩和、質・成果に基づく支払への検討 

 ケアオフィス（保険会社）における購買ガイドラインの見直し 

 事業者団体等におけるベンチマークプロジェクト 

 2006 利用者・患者の経験に関する指標の設定（CQ-Index） 

 責任あるケア提供に向けた質の評価枠組みの検討（KVZ） 

 2007~ 見えるケアプログラム 

 

2010年代 高い信頼・高いペナルティ 

 監査機能強化 

 



２．責任あるケア提供に向けた質の評価枠組み（KVZ） 

目的：事業者における自己評価、利用者への情報提供、IGZへの情報提供の観点から質の評価指

標を標準化（継続的な検討の始まり）~見えるケアプログラムによる指標改善・適用・発展、デー

タベース構築 

 

検討体制（長期ケア）：IGZ、事業者団体、利用者評議会連盟、専門職団体、保険会社協会 

 

適用された評価の枠組み： 

10の領域と領域ごとの指標、２年に１回の利用者評価、１年に１回の自己評価、 

結果の公表（KVZに基づく評価と IGZによる監査結果を掲載する公的なポータルサイト） 

 

領域 利用者評価 

（CQ-Index） 

事業者による自己評価 

組織レベル 利用者レベル 

①ケア・ライフプラン ✓   

②コミュニケーションと情報 ✓   

③身体的健康 ✓   

④ケアの安全性 ✓ ✓ ✓ 

⑤住まい・生活環境 ✓   

⑥参加 ✓   

⑦精神的健康 ✓  ✓ 

⑧住環境の安全性 ✓ ✓  

⑨十分かつ有能な人材 ✓ ✓  

⑩コーディネートされたケア ✓   

 

３．ヘルスケア監査機関（IGZ） 

安全性、有効性、患者中心、アクセシビリティ、公平性、効率性の観点から監査 

評価と指導結果の公表 

助言、勧告、懲戒、行政処分、刑事訴訟 

 

４．展望 

ケア品質研究機関の設立に向けて 

目的：国民・保険会社・IGZ等に対する医療・介護の透明性を高め、質を継続的に改善 

質の評価指標、疾患別ガイドライン、ケア基準、ベストプラクティス等の整理 

患者・利用者中心、安全性・適時性・透明性・効率性・有効性の高い 

①ケア手法の開発・標準化、ベストプラクティス蓄積、技術革新 

②質の評価指標のブラッシュアップ 

③ケアの質に基づく報酬のあり方の検討 

④質の高いケア提供を促す監査・指導（IGZ） 

⑤質の高いケアの購買促進（保険会社） 



世田谷区保健福祉サービス向上委員会（第４期） 

 審議経過 

 
 
 
第1回 平成２５年３月２２日（金） 

 ◆第４期委員紹介及び正副会長の互選 
◆諮問第２号「東京都福祉サービス第三者評価の成果を踏まえた今後の

福祉サービスの質の評価のあり方について」 
  ・諮問内容の説明 
  ・審議スケジュールの確認 
  ・審議 
 
 
第２回 平成２５年５月２３日（木） 

 ◆第三者評価に関する関係者への調査結果について（報告） 

・関係所管意見 

・受審事業所意見 

 ◆調査結果を踏まえた課題整理（参考人との意見交換に向けて） 
 ◆今後の進め方 
 
 
第３回 平成２５年８月１４日（水） 

 ◆第三者評価に関する参考人意見聴取 

・参考人 飯村史恵氏（立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科准教

授） 

・参考人 齋藤貴明氏（株式会社川原経営総合センター経営コンサル

ティング部門課長） 

・参考人 新井結花氏（株式会社川原経営総合センター経営コンサル

ティング部門第三者評価室主任） 

◆オランダにおけるサービス評価制度の紹介（堀田委員より報告） 

 ◆参考人との意見交換 



第４回 平成２５年９月５日（木） 

 ◆第三者評価に関する参考人意見聴取 

・参考人 村山俊彦氏（社会福祉法人 武蔵野会 世田谷区立九品仏

生活実習所・中町分場施設長） 

・参考人 小谷悦子氏（株式会社日本デイケアセンター 東京都認証

保育所 砧南らる保育園園長） 

・参考人 米山政男氏（社会福祉法人 正吉福祉会 世田谷区立きた

ざわ苑総務グループマネージャー） 

◆参考人との意見交換 

◆審議 

 
 
第５回 平成２５年１２月４日（水） 

 ◆答申案審議 
 
 
第６回 平成２６年１月２２日（水） 

◆「福祉サービスの質を高めるための評価のあり方と評価結果の活用に

向けて」答申 
 
 



 

世田谷区保健福祉サービス向上委員会（第４期） 委員名簿 

 

 氏 名 所 属 

会長 高 橋
たかはし

 紘士
ひろし

 国際医療福祉大学 大学院 教授 

副会長 森田
もりた

 明美
あけみ

 東洋大学 社会学部 社会福祉学科 教授 

委員 朝日
あさひ

 雅也
まさや

 埼玉県立大学 社会福祉学科 教授 

委員 森
もり

 長 秀
ながひで

 日本大学 生物資源科学部 一般教養 准教授 

委員 堀田
ほった

 聰子
さとこ

 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 研究員 

任期：平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日 
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福祉サービスの質を高めるための 
評価のあり方と評価結果の活用に向けて 

 
平成２６年１月 

 
世田谷区保健福祉サービス向上委員会 
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