ኰ⢕⽌ 安心 信頼
⾒ᒤ 意欲向上 意識改革 ವᣫ

活用のご案内
⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლಋಒథᣟ㮾⦑ജᢔ㕑⦑Ⱗ౮ಬ
⭝⬲ೖഝಎಇ౧ಉ㖲ლವ㑯౩၃ⷐಢಊ౼ద

ⱨ⽌㖲ლᏰᣎಎಫಭ
⭝⬲ೖഝ㜜ಎ౮౮ಲಮᏯಭⷐಢಧ᳙⁾
䈮ಫ౧ಋರ䈯
ಌ౯ಬ౮ಭಡ౼ద
⭝⬲ೖഝርႚ⦑ỏᓼ☟ವᴮḋ౺థ㜜ᐞ྾ಎⷚಖಇಮಋ౯ಊಡ౼ద
ኰ⢕⽌㤚ኜ⭝⬲ೖഝ㤥ᴾಎ㜂౼ಮ᯳᚛ಎಭಡ౼ద
ኰ⢕⽌ಧᢥἳథᘇᙪಛ㗵㛪ၟವ⁾ಂ౺థᄅ㵽ವ㻀ತಮಋಎಇ౯ಭಡ౼ద

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

ⱨ⽌㖲ლ␡ಯ

䊄Ᏸᣎ⢞㢗ಢ౮ಬⷚ⁾ሥ㒅ಡಊ∭⓪⦑␡ಯ䊄
⭝⬲ἥ㖖ജတ↽
䈮တ↽⽌䈯

ⱨ⽌㖲ლ≝㯘

㖲ლ≝㯘ಎಇ౧ಉ᯳᚛Ꮹ㲄

㓣Ỳ㖲ლ≝㯘ವ㤥ᢏജ⍃㠯౺థ㖲ლ
≝㯘ವ⎝ᢏ౼ಮ

တ↽⽌ಎᣜ౺థ㖲ლᢓἥἣ⏜ಧ㛷⢕థ
ആഝഌಌವ㗵౼ಮ

ሷᢨಎ㯘౼ಮᐙᰪಋ

တ↽⽌ᐙᰪವᬧಂ౩౫ಊ౼ಮ

⹄ⷚ
ആഝഌಌ㘂Ỵ

ぷ᧻㖲ლᢓἥథḀኒత
ᭆ㔱 㶔Ḁኒ

ആഝഌಌ㘂Ỵ
တ↽⽌౮ಬḀኒ 㶔ಎಫಮတወኛ
ぷ᧻㖲ლ⫘㗝ജኛ

ኰ⢕⽌㘂ᢓἥಛ᎖ዿ

ኰ⢕⽌㘂ᢓἥ

တወ⓪ᆈ

တወኛ

ᭆ㔱 㶔ⱼ⓪ᆈ

⭝⬲ἥ㖖ജတ↽㔸ᡥ

⭝⬲ἥ㖖ജတ↽㔸ᡥಛᣜ᭖
တ↽⽌ഔೠആഝಛᣜ᭖

တ↽⽌ഔೠആഝ
䈮⾏Ꮿಭ䈯
㶔⫘㗝తతతతతతతతతతతతⱼ

㖓ᓢ㘂
㖲ლ㘂⽌ᐕ㙸ಎಫಮ㖲ლⷚ⁾
Ꮿಭಡಋತ
ᭆ㔱ಎ᭖౻థတ↽⽌ಋ㘂Ỵಋ⫘㗝

တ↽⽌ംഔ೩㖇ሞ
㖲ლⷚ⁾ሥ㒅ಎ㯘౼ಮᐙᰪ

တ↽⽌ಛ㖲ლⷚ⁾᚛ᑇ
㖲ლⷚ⁾ሥ㒅ಎ㯘౼ಮတ↽⽌ಛ㗵

㖲ლⷚ⁾Ꮿಭಡಋತ
ഝഁഝⱼಊ㖲ლⷚ⁾ሥ㒅

㥵㤈ᩥ⧯ᷨ㣭ⷐ⺑ಛ㖲ლⷚ⁾᚛ᑇ
㖲ლⷚ⁾ሥ㒅

㖲ლⷚ⁾ሥ㒅

＊
㥵㤈ᩥ⧯ᷨ㣭ⷐ⺑ഝഁഝಮ౧ಒ:$01(7ಎ౭౧ಉ㖲ლⷚ⁾ವሥ㯇
＊P.7の Q1を参照

ܸ྾㖇ಒథ∭⓪⦑എഝವ⬤౺ಂಥಊಭథᏰᣎಎಂಆಉಒథ㥵㤈ᩥ⧯ᷨ㣭ⷐ⺑ಧ㖲ლ≝㯘ಎ⫘㗝౺ಉಃ౸౧ద

⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ಎಫಮ㖲ლⷚ⁾—ጕ␜⢕
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ਉ⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლಋಒ
ద⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ಊಫಭಫ౧⭝⬲ೖഝᢓ⟝ಎᐞಉధሥ⋰ജ࿘Ⱗⱨ⽌㖲ლ≝㯘౯
ᣟ㮾⦑ജᢔ㕑⦑Ⱗ౮ಬ⭝⬲ೖഝಎಇ౧ಉ㖲ლವ㑯౩၃ⷐಢಊ౼న

⭝⬲ೖഝ㜜ᐞ྾ವᗙಮಋವ⧛⦑ಋ౺ಉ౧ಡ౼ద
㖲ლⷚ⁾ವሥ㒅౼ಮಋಊథ⭝⬲ೖഝኰ⢕ವᨍ†౸ಯಮἣಧథᢥἳ౯⭝⬲త
ೖഝವ㤥ᴾ౼ಮಂತ᯳᚛ⓨྵಇಋಭಡ౼ద

ぷ᧻㖲ლಎᏯಭⷐಣᰪ⼖
ਮⷐ⺑㤀ᔝಧೖഝ㜜ವ㔸⧟౼ಋಎಫಆಉἜಂ⍥ಈ౯ᬧಬಯಡ౼ద
ਮ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ሡႚಊೖഝ㜜ᐞ྾ಎᏯಭⷐಣಆ౮ವᬧಬಯಡ౼ద
దぷ᧻㖲ლಒధ⾒ᒤᄢေᏯಭⷐಢವᙺ⬋ಋ౺౯ಬధೢഝഁಧ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ሡႚಊ
㙸㘕ವⷖಉధ㗺㶅ⱼ౯ረ—౸ಯಮಋ౯㧽㔱ಊ౼న
దⱨ⽌㖲ლ⧛⦑ಒధ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽⭝⬲ೖഝ㜜ವᐞ྾౸౾ಮಋಊ౼౯ధⱨ
⽌㖲ლಊ ಮ㜜ᐞ྾ᏯಭⷐಢജỏᓼⲈⱼವ㔸ኒ౺ధᢓ㱤Ꮿಭⷐಢಎಇಉ౧
ಋ౯㧽㔱ಊ౼న
దረ—౸ಯಂ㗺㶅ధ౸ಬಎⱨ⽌㖲ლಊᬧಬಯಂ㗺㶅ಎధⷐ⺑⦑ಎᏯಭⷐಣᙺ⬋ಋಮಥ
౯ぷ᧻㖲ლಃಋ౧౫ಡ౼న

㖲ლⷚ⁾ವሥ㒅౼ಮᰪ⼖
ਮ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽౯㑯౩⭝⬲ೖഝ㜜ᐞ྾ಂತᏯಭⷐಢ౯
ಬ౮ಎಭಡ౼ద
ద㖲ლⷚ⁾ವᩙ⬨ၷಎ⦈ᄅ౼ಮಋಊధတ↽㤀ᔝ㣑ᮊ౯ᗙಬಯధ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽
⟤᭩ജᙺἣ㨋ಧೖഝಧệḖሷᢨధ⛽ᬽವೃഝഌ౼ಮಋ౯ಊಡ౼న
ద⭝⬲ἥ㖖ജတ↽౯ⱨ⽌㖲ლᏰᣎವ㣛౺ಉధ⭝⬲ೖഝ㜜ᐞ྾ജỏᓼಎᏯಭⷐ
ಶಊ౧ಮಋವధኰ⢕⽌ಧᢥἳధᘇᙪ႖⍡ⱼಎ⦈ᄅ౺ధ⟤㕤ವᩙಮಋ౯㧽㔱ಊ౼న
దಀ㱤ಎಒధഝഁഝಧ≝㯘㗜ಛᷰ㠳౼ಮಋಋಥಎధ᚛ᑇၷⱼವ㯇ᆓ౼ಮಋಊధᏯ
ಭⷐಢಛ⟤㕤౯ྵᤨ⒈ಡಭಡ౼న
ద౸ಬಎధ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ಊ၃တವ౺ಂ౧ಋ౧౩ေಎಋಆಉధ—ᰪ⼖᯳᚛ಋಭಡ౼న
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㖲ლᙺ⓪ಋ㖲ლⷚ⁾

䊄⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლတ↽ಎ㯘౼ಮᵿ㨋䊄
త⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლಒథᗞ౯⬤౺ಂ
ల⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლတ↽ಎ㯘౼ಮᵿ㨋ళ
ವ
ಥಋಎ㥵㤈ᩥ⧯౯ᢓἥ౼ಮတ↽ಊ౼ద
తᗞಒథᩊ᳙  ᩋ  –  ὁಎథ
ర
ల⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლတ↽ಎ㯘౼ಮᵿ㨋ಎಇ౧ಉళ
ሡ
㥫ỏ⋰ಎಇ౧ಉఱ
ವ㣛⩭౺థ
ࣉረ㣛㖲ლᙺ⓪್೪ഊഔᏥಖካἙᙺ⓪್೪ഊഔథ
࣊ሥ
㒅್೪ഊഔⱼವỏᢏ౺ಡ౺ಂద

ਉⱨ⽌㖲ლಒథ㖲ლᙺ⓪ವಥಋಎ
త⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ೖഝ✛⏍ಧሷᢨವ㖲ლ౺ಡ౼ద
దᗞ౯⬤౺ಉ౧ಮ
ఴ⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლᙺ⓪್೪ഊഔవ
ಒధ
లረ㣛㖲ლᙺ⓪
䈮 㵔⧛䈯
ళ
ಋ
లሷᢨ㖲ლᙺ⓪
䈮 㵔⧛⮫ᩪ䈯
ళ
ಊ⇺᳙౸ಯಉ౧ಡ౼న

ረ㣛㖲ლᙺ⓪


㵔⧛

ሷᢨ㖲ლᙺ⓪

ሡಉ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ಎረ㣛㵔⧛

⭝⬲ೖഝᙺἣ㨋ಋⷐ⺑
䈷 ⟤᭩ജᙺἣ㨋
䈸 ⷖᔝ✛⏍ᴮḋ
䈹 တ↽㕺⢤Ⲉᢏ
䈺 ⭝⬲ೖഝ㜜ᐞ྾ಛⷐ⺑⦑ജ
తత㕺⢤⦑Ꮿಭⷐಢ

 ⷐ⺑㤀ᔝⲷ⟤
䈷 ⲷ⟤⽌㛪ၟಋഋഝೡഝ
䈸 ⭝⬲ေ⁆⫘ᄂജ⾸᳙
䈹 㤀ᔝ㣑ᮊ⫘ᄂ
䈺 ᘇᙪಋဤ␡థᘇᙪ㛣❝

 㤚ኜ⭝⬲ೖഝᢓἥ
䈷 ኰ⢕⽌႔⭝⬲ೖഝ
త
䈮ኰ⢕⽌ᣧ㧽థ㗵ಋᐙᰪథኰ⢕⽌ⓢ
త 㝦థኰ⢕⽌ᰪ㔸థഋ೮ംഔ೩䈯
䈸 ⭝⬲ೖഝ㜜⫘ᄂ
త
䈮∭⓪⦑ᢓἥἣ⏜థೃംഔ೩ಎಥಋ
తಈ㕺⢤Ⲉᢏథ㖇㫵䈯



㵔⧛⮫ᩪ

⮿ኬ౷ಋ㵔⧛
⭝⬲ἥ㖖ജတ↽⛽ᮊಧᣟ㮾ᮊವ㞟ಡ
౫ಂೖഝജệḖሷᢨವ㖲ლ౼ಮ
䈮㖲ლ㵔⧛ྵ㥫䈯

ఴᄂ⾸వ

ജ⢌␜ಎಘ౸ಲ౺౧ಋ౺ಉథᡔಌಥ౯᭄
తᘇಫ㤃౷౼ಋಊಮ⡋ᛈỴᆈ
ജဃሑᄂ⾸
䈮⋽ሑ䈯
ಎ౭౧ಉథ㷚㙽ಋủ⾸౯
తྵႚ⦑ಎᤝ㯇౸ಯಮಫ౩㤚ኜ⡋ᛈỴ
తᆈథᄂ⾸ሷᢨಧἣ⏜ಛ㦥ᱫ

ఴ㱥ᢢ⽌ജሑ⭝⬲ೖഝవ
ജኰ⢕⽌ぷ᧻⎝ᢏವᣧ㧽౺ಂᄢኬệḖಋ
తᏯಭⷐಢ
ജኰ⢕⽌ᰪᮂವᣧ㧽౼ಮệḖಋ౺ಉ⧡
త㘇ⱼ㤚ኜᢓἥ

ఴ㻀䄶⽌⭝⬲ೖഝవ
ജኰ⢕⽌ྵေಕಋಭಎ᭖౻ಂྵὁ㤃౷౺
తἣ౯ಊಮಫ౩᧴
ജ㗝⩭⤎✛᱖ಎ㦥ᱫ౺ಂೃ

※各都道府県において使用される評価基準は、国の示したガイドラインに基づき、各都道府県推進組織が定めています。
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ਉ㖲ლⷚ⁾ಒథಫಭಫ౧⭝⬲ೖഝಎᐞಂరኴ㤉ᩪఱಊ౼ద
ద
ఴ⭝⬲ೖഝⱨ⽌㖲ლᙺ⓪ಎ㯘౼ಮᵿ㨋వ
ಊಒధDജEജF㖲ლካἙᙺ⓪ವ
⋈ಫ౩ಎ⬤౺ಉ౧ಡ౼న

評価

ಫಭಫ౧⭝⬲ೖഝ⍱⓪ജ✛᱖థ
㜜ᐞ྾ವ⧛ᵿ౼㱤ಎ⧛ಋ౼ಮ✛᱖

評価

䉧ಎみಬ౧✛⏍థᜮἥ㖖ജတ↽✛᱖థ
䉧ಎᐞಂᏯಭⷐಢႠᘇ౯ಮ✛᱖

評価

䉨ၒ྾Ꮿಭⷐಢಋಮಋವ․ᬙ౼ಮ✛᱖

ద㖲ლⷚ⁾ಒ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽⃦၆ಧ㵕႔၆ವ㑯౩ಥಊಒధ⭝⬲ἥ㖖ജ
တ↽⟤᭩ಧᙺἣ㨋ವርႚ፡౺ధಫಭಫ౧⭝⬲ೖഝᢓ⟝ಎᐞಂల㤉᳙ᩪళ
ವ
⬤౼ಥಊ౼న

ਉ㖲ლⷚ⁾ಒథኰ⢕⽌ജᢥἳಛ㤚ኜ᯳᚛Ḁვಋ
త⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ಊ㜜ᐞ྾ಧỏᓼಎ␜⢕ಊಡ౼ద
ద㖲ლⷚ⁾ሥ㒅∄᪹ಎಒధ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽⟤᭩ಧᙺἣ㨋ధ⛽ᬽ⦑Ꮿಭⷐಢಌధ
⭝⬲ἥ㖖ജတ↽Ꮿಭⷐಢವೃഝഌಊಮ㵔⧛౯㖇㠳౸ಯಡ౼న
ಡ౼
ಡ౼న
దಡಂధ㖲ლ㵔⧛౷ಋಎካᢏ⟤⢜ⱼംഔ೩౯㖇㠳౸ಯಡ౼న
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Ᏸᣎ౺ಂ⭝⬲ἥ㖖ജတ↽ᜒ

䊄ⱨ⽌㖲ლವⷖᔝಧ⭝⬲ೖഝỏᓼಎ␜౮౼䊄

తతతഝೠഌေ⁆೮ംഔ೩

తతతᔝ౼ಮ⭝⬲ἥ㖖ಧတ↽౯ᛖ౫ಮ

ⷖ

తతత౮థ⏜ေሡႚಋ౺ಉ⟤᭩ಧᙺἣ
㨋ವረ—౺థἥ㖖㯎ജ㥫㮾㯎㣣Ḻವ፡
౼ಮಋ౯㗺㶅ಋಆಉ౧ಂద⏜ေሷ㓣
Ỳἥ㖖ಎ౭ಮೖഝ∭⓪፡ᭆ㔱
ᮊಋᏯಭⷐಣಜ㗺㶅౯ಬ౮ಎಆಂద

ర೩
తతత೧ഁ⇺Ⳑಋေ⁆⫘ᄂജᢏ⨏ఱವ
ἥ㖖㧽☟㗺㶅ಋ౺ಉ౧ಮ౯థⲷ⟤⾒
ಢಬ౽థぷ᧻㖲ლಎ㯘ಲಆಂ⾒ᒤಥᭆ
㔱ᮊವ⟤㕤౼ಮಋ౯ಊథἥ㖖ሷ

రေ⁆⾸᳙ఱಛᰪ㙪౯ᜠಲಆಂదርႚ
⦑㗺㶅౯⫘ಋಭథ⾒ᒤಀಯಁಯ
ഄഋೃ〉㱚ಎᣜ᭖౺ಂေ⁆⾸᳙၃
ⷐಢವ⇺Ⳑ౼ಮಂತథ↽ጰỏᓼឬᒤၷಧ
⏜ေတጰᤐഐഝഔഌഝಊὅᮈ
ಎ㕽౼ಮಋಋ౺ಂద

తతత⽌㖲ლⷚ⁾౮ಊỏᓼವ

ⱨ

తతత⍼ತಮတ㵔ಋ౺ಉథ
ర㋕ಎ㯘౼ಮ
അഋജ೩ಛᣜⲈఱ
౯ಬಯಂద
ⷚ⁾ವᏰಉథတỘ⦈⢌Ꮕᗋኛವ㑯
౩ಋథ
ర䊄౺౯ಬ↽ጰఱ
౯ử㔸౸ಯథ⾒
ᒤᰪ㙪႕౸౯㔱ᗋಊಒ౧
౮ಋᰪ㔸౯ኒ౸ಯಂదርႚ⦑ỏᓼⲈ
ವ㕽౺థ
೬ആೃഌವ㔸⧟౼ಋಋಥಎథ
⾒ᒤ⧛ಎಇಋರಎ⏪ᰪವწ౼ỿ
ವᷰ⬤౺ಂద
౩౺ಂᏯಭⷐಢಎಫಭథ

తతత⢕⽌ജᢥἳಛೃഔഝ೩ಒథἥ

ኰ

తతత㖖⡋ᛈಧ⾒ᒤᣜ᭖ಎಇ౧ಉ
ᰪ㔸౯ᜮథᢥἳᮂ౧ಧὁ౷ರ⾁
ಋ౧ᰪ㔸ജ㔱†ⱼವ⩭ಮಋ౯ಊ
ಂదሡ⾒ᒤಊረ—౼ಜಥಋ౺ಉಋಬ
౫థኰ⢕⽌ജᢥἳ㕳ㇴಎ⽬ವᆡಉ౧
ಋኜ౸ವᢓ౼ಮಋ౯ಊಂద

അഋജ೩⒡ᣭಎಇ౯ಆಉ౧ಮద

తతతᣎವ≝ಎ⫘㗝ജႣ᳙౺ಂỿ

ಧ

受
తతత㶔ಒథೖഝሷᢨ
ర㔸౫ಮ፡ఱ
థ
第三者評価受審のための参考書籍
『福祉サービスの第三者評価 受け方・活かし方』
全国社会福祉協議会発行
▶保育所版（2016 年）
▶障害者・児福祉サービス版（2017 年）
▶高齢者福祉サービス版（2017 年）
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ర㕳㗩፡ఱ
ಋಭథ⾒ᒤ㯎ಊረ㣛⟤㕤ವᬧ
ಮಋ౯ಊಂదಡಂಀᬟೖഝ
ᢓ㞒థ
㔸⧟౺థ
ỏᓼಎ౭౧ಉಥᬎⰧಆಂద

第三者評価の Ｑ ＆ A
Ｑ1
A

評価機関には、どのようなところがありますか？
都 道 府 県 推 進 組 織 の ホ ー ム ペ ー ジ、ま た は 福 祉 医 療 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ（WAM NET ：
http://www.wam.go.jp/ ）の第三者評価情報をご参照ください。
また、各評価機関のホームページでは、所属する評価調査者（資格・経歴）
、評価実績、標準的
な評価の流れ、評価料金、評価機関の特徴等が公表されています。

Ｑ2
A

Ｑ3
A

受審申込みから結果公表までの期間はどのくらいですか？
福祉施設・事業所と評価機関の計画にもよりますが、おおむね 3ヵ月から半年程度です。

受審費用は、どのくらいかかりますか？
受審料は評価機関によって異なります。詳細は各評価機関にお問い合わせください。
＊社会的養護関係施設は、30 万 8,000 円が措置費の第三者評価受審加算と算定されています。
＊第三者評価の受審および評価結果の公表を行った保育所に対しては、受審料の半額程度を公定価格の
加算（15 万円）
として補助されています。

Ｑ4
A

誰が調査や評価を行うのですか？
それぞれの専門分野で一定の経験や資格を有し、かつ、評価調査者養成研修を修了した者が
評価調査者となります。また、評価は２名以上でチームをつくり、一貫して評価にあたります。

Ｑ5
A

訪問調査では、どのようなことをするのですか？
評価調査者が福祉施設・事業所へうかがい、評価項目等に基づき聴き取りをします。
期間は概ね 1 〜 2 日です（評価機関によって異なります）。
施設・事業所内の見学をはじめ、自己評価結果や事業計画等の事前に提出した資料をもと
に聴き取りや資料確認等が行われます。利用者や職員に対して、訪問時に聴き取りが実施され
る場合もあります。

Ｑ6
A

評価結果には、評価調査者の主観が入り、客観性に欠けるのではないですか？
評価結果が 1 人の評価調査者のみの判断とならないよう、取りまとめの際には、複数の評価調
査者による合議を行っています。
評価機関において、評価結果の報告書を確定する際に、公平性や客観性をより高めるため、
「評価決定委員会」を設置して協議を行う場合もあります。
また、評価調査者は、自らの専門性、客観性を高めるため、日ごろから福祉制度の動向を把握
するとともに各種研修に参加し、評価調査者自身の質の向上に取り組んでいます。
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福祉サービス第三者評価事業の推進体制
助言

厚生労働省

都道府県

情報提供

助成・助言

助言等

全国社会福祉協議会

都道府県推進組織
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第三者評価事業
推進のための連携
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研修等

認証

第三者評価機関

評価調査者による評価

評価申込み

福祉サービス事業者

（対象：高齢者・障害者・児童など各福祉サービス）
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全国社会福祉協議会 福祉サービス 第三者評価事業
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http://shakyo-hyouka.net/
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