
子どもと保護者に喜ばれる「質の高い保育」の提供と、 
保育者の「専門性」と「チーム力」の向上を目指して。 

 

福祉サービス ≪第三者評価≫ 制度 の 

ご提案 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 保育者の、保育者による、保育者のための、 

 新しい第三者評価、はじまります。 

福祉サービス第三者評価機関 

ああおおももりり保保育育みみららいいササポポーートト  
  

実施主体：社会福祉法人あおもり愛育会 

青森県五所川原市みどり町三丁目 93 番地 1 

お問い合わせ 0120-338875 

 

平成 27 年度 青森県福祉サービス第三者評価推進委員会認証 

平成 28 年度 社会福祉法人公益事業：青森県知事認可（予定） 

 

福祉サービス第三者評価は、保育所をはじめとする福祉施設等の組織や

サービスが、現時点でどのような状態にあるのかを、公正で中立な第三者

の立場にある調査者が、公的な基準（評価基準ガイドライン）に基づいて

客観的に評価するものです。また、評価は事業所の自己評価や諸資料を手

掛かりに、管理者をはじめ職員と応答的に進めます。 

私たちあおもり保育みらいサポートは、保育士等の養成校の教員と保育

現場に就いている保育者等がタッグを組みながら協働的に評価するだけで

なく、第三者評価受審に先立っての自己評価のお手伝いや、第三者評価受

審後の更なる保育の質の向上への具体策を一緒に考えていく等、総合的に

サポートして参ります。まさに、保育者の、保育者による、保育者のため

の、新しい ≪第三者評価≫ を目指しています。 



… ここが
 
〇第三者評価は、施設（事業所）

第三者評価は

査者が施設の管理者

更に望ましい取り

ジでも公表されることで

を有する第三者
 

〇第三者評価は、行政機関による
第三者評価は、行政機関が行う「指導

結果も、改善や向上を強制するものではありません

例を根拠とする運営や設備等の基準（

基準を満たしていることを前提としつつ、
 

〇第三者評価は、「今を、より良
第三者評価は、

ケートや聞き取りを

保護者をはじめ、施

が展開されるだけでなく

りえるものです。 
 

〇第三者評価は、「公平・中立」
第三者評価は、国が示した第三者評価基準

者推進委員会が定めた第三者評価基準

の主観が入らないよう、取りまとめの際には

評価機関には「評価決定委員会」を設置

評価の「客観性」を確保するようにしています
 

〇受審にかかる費用は６０人規模
第三者評価に係

の集計等の事務処理費等

で約２４万円、９０

受審施設の所在地

評価決定後の職員

 

 

福祉系大学教授

保育施設

保育系短期大学准教諭

 

ここが気になる、第三者評価 …

）の「ランク付け」ではありません。 
は、成績表のように評価することではありません。施

管理者や職員に聞き取り等を行うことにより、できていること

り組みの方向性などを明らかにしていきます。また

されることで、サービスの利用者やこれから利用を検討

第三者からみて、どのような水準にあるのか」を知ることができるようになります

による「指導監査」とは違います。 
指導監査」とは違い、受審は「任意」です。調査に

するものではありません。また、第三者評価は、指導監査が

（通称「最低基準」）に基づくものであることとは違

、職場環境やサービスの現状を評価するものです

良く」していくための「きっかけ」となりえます
、評価調査者が施設の管理者や職員に聞き取りを

りを行うことで、かつ、職員の自己評価と一体的に取

施設を利用する方々にとって安全や権利擁護の面

されるだけでなく、そこで働く職員にとってもより良い職場環境

」を基本に「客観的」に行います。 
第三者評価基準ガイドラインに沿って青森県福祉サービス

第三者評価基準に基づいて評価を行います。また、評価評価調査者

には複数の評価調査者による「合意」を行います

設置し、評価調査が適正に行われたかどうかをチェックし

するようにしています。 

人規模の保育所で「約２４万円」です。 
係る費用は、評価調査者の報酬や交通費の他、自己評価

事務処理費等からなりますが、例えば６０人の子どもが

９０人の子どもが利用している保育所の場合で約２６

所在地や評価に要する日数により料金は変動します。

職員・保護者等へ詳しい説明などはオプションとなります

当機関所属の評価調査者
主に管理運営部門

系大学教授、社会福祉協議会事務局長、社会福祉法人事務職

主に専門（
保育施設長、幼保連携型認定こども園職員（主任保育教諭

当機関所属の評価決定
保育系短期大学准教諭、県社会福祉協議会（三ツ

県保育組織事務局次長

… 

施設の現状について、評価調

できていること、不足していること、

また、評価結果は、ホームペー

検討される方も、「一定の専門性

ることができるようになります。 

に基づく評価

が法律や条

違って、最低

するものです。 

となりえます。 
を行うことや、保護者にもアン

取り組むことで、子どもたちや

面などで更に上質なサービス

境となるための「きっかけ」とな

サービス第三

調査者

います。更に、

われたかどうかをチェックし、

自己評価や利用者アンケート

どもが利用している保育所の場合

２６万円ほどになります。なお、

。また、自己評価の実施前や

などはオプションとなります。 

評価調査者（全９名） 
管理運営部門を担当（４名） 

社会福祉法人事務職、社会福祉法人理事長 

（保育）を担当（５名） 
主任保育教諭１名、保育教諭２名） 

 

評価決定委員（全５名） 
ツ星保育支援センター）職員、 

県保育組織事務局次長、保育施設長（２名） 



受審の申し込みから
 

第三者評価を受審する施設・事業所

（事業者） 

 

〇評価受審の流れや料金等の説明

契約内容に同意の上で契約へ 

 

〇スケジュールなどの調整 

〇職員自己評価の実施 

〇書面調査に必要な書類の整備 

〇利用者アンケートの実施 

 

〇書面調査に必要な書類の提出 

〇自己評価の評価機関への提出 

〇訪問調査時の確認書類の整備 

〇事業所視察・聞き取り調査への準備

 

 

〇訪問調査への対応（説明） 

 

〇評価結果の確認、同意 

〇所定の様式への事業者コメントの記入

〇調査の評価結果の好況に関する同意

〇必要に応じて職員や利用者（保護者

の説明 

 

（ＷＡＭ

みから結果公表までの標準的

事業所 
 

あおもり保育みらいサポート

（評価機関

  

説明を受け、
第１週目 

〇評価受審の流れや料金等

者の同意を得た上で契約

  

第２週目 

〇スケジュールなどの調整

●職員自己評価（第三者評価基準

提出資料等に関する説明

  

準備 

第３～５ 

週目 

〇事前提出書類の分析 

〇自己評価の確認・分析

〇利用者アンケートの回収

  

第５～６ 

週目 

〇訪問調査の実施（１日

設・事業所内の視察、聞

確認等） 

  

記入 

同意 

保護者）等へ

第７～８ 

週目 

〇評価調査者の合議による

まとめ 

〇事業者への調整と確認

〇事業者への評価結果のフィードバック

〇評価結果の公表の同意確認

〇評価機関内の「評価決定委員会

査（報告・承認） 

 

第９～１０ 

週目 

 

 

 

概ね 

３ヶ月後 

 

〇青森県福祉サービス第三者評価推進委

員会への評価結果の報告

●職員、利用者（保護者）

 

 

 

評価結果の公表 

（ＷＡＭ ＮＥＴ、福祉情報ネット、当機関ＨＰ） 

契約 
締結 

事前 
準備 

訪問 
調査 

評価の 
まとめ 

評価の
公表

標準的な流れ 

みらいサポート 

評価機関） 

料金等を説明し、事業

契約へ 

調整 

第三者評価基準）や事前

説明 

 

分析 

回収・分析 

日＋半日を基本：施

聞き取り調査、書類

による評価結果の取り

確認 

のフィードバック 

同意確認 

評価決定委員会」による審

第三者評価推進委

報告 

）等への説明 

事前 
分析 

評価の 
公表 



第 三 者 評 価 基 準 項 目 

評価対象 評価分類 評価項目 
評価 

細目 

Ⅰ 福祉サービスの

基本方針と組織 

１ 理念・基本方針 (1) 理念、基本方針が確立・周知されている。 １ 

２ 経営状況の把握 (1) 経営環境の変化等に適切に対応している。 ２ 

３ 事業計画の策定 
(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 ２ 

(2) 事業計画が適切に策定されている。 ２ 

４ 福祉サービスの

質の向上への組

織的・計画的な取

組 

(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われてい

る。 
２ 

Ⅱ 組織の運営管理 

１ 管理者の責任と

リーダーシップ 

(1) 管理者の責任が明確にされている。 ２ 

(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 ２ 

２  福 祉 人 材 の 確

保・育成 

(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備さ

れている。 
２ 

(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。 １ 

(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 ３ 

(4) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成

が適切に行われている。 
１ 

３ 運営の透明性の

確保 
(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 ２ 

４ 地域との交流、

地域貢献 

(1) 地域との関係が適切に確保されている。 ２ 

(2) 関係機関との連携が確保されている。 １ 

(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 ２ 

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 

(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 ２ 

(2) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）

が適切に行われている。 
３ 

(3) 利用者満足の向上に努めている。 １ 

(4) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 ３ 

(5) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取

組が行われている。 
３ 

２ 福祉サービスの

質の確保 

(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立して

いる。 
２ 

(2) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策

定されている。 
２ 

(3) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 ２ 

 
〇この他、各福祉分野・施設種別ごとの福祉サービス第三者評価機関サービス内容評価項目（保育所版は

２０細目）もあります。保育所の第三者評価は、上の４５細目に、サービス内容評価の２０細目を加え

た「全６５細目」の受審が基本となります。 
 
〇当評価機関は、これら評価基準の詳しい解説の他に、法人・施設等の経営と運営のための書類整備等の

サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。 

 


