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サービスの買のよリー冬のぬ上睦爾にし

第亜 彰反笏猾燿鰊
福祉サービスの第三者評価とは、利用者以外の第三者 (評価機関)が、

事業所の提供しているサービスの質などについて、

専門的かつ客観的な立場から行う評価のことをいいます。

事業者のサーぽス鰊貪鰊鰺量は

向けた取織励を重饉彦畿警

社会福祉事業を行う経営者(事業所)が第三者

評価を受けることによつて、事業運営や提供して

いるサービスの質。内容などに関する具体的な問

題点や課題などを把握することができ、自らが提

供するサービスの質の向上。内容の改善に向けた

事業所内の取組みに結びつけることができます。
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凸鰈紛蒻咎

評価結果を公表することで、利用者自身が事業

所の提供しているサービス内容などを把握する

ことができ、福祉サービスを選択する際の目安と

なります。
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特定非童利活動法人ニッボン・アクラィプライア・クラブ

ナルク福祉調査センタ轟

〒540…0028 大阪市中央区常盤町 2¨ 卜8 FGビル大阪4階
丁EL 06-6941… 5220   FAX 06… 6941-5222
URL http:〃 nalc.ip/   E… rTna‖  fu…chousa@nalc.ip

介護サービス情報の公表 指定日 平成 18年 5月 25日 指定第 1048‐ 4
外部評価選定取得    選定日 平成 17年 5月 31日  選定第 1030-3号

第三者評価認証取得   認証日 平成 17年 6月 15日 認証第270012号



社会福祉事業を行う経営者 (事業所)にとつてまず必要なのは、サービスの向上を図るため、

自らのサービスの内容を点検する「自己評価」を行うことですが、第三者評価を受審することに

より、さらに次のようなメリットがあります。

専門的・客観的視点で、自らが提供するサー

ビスの質について改善すべき点が明らかに

なります。また、自らでは気づかなかつた利  |
用者の意向等も把握できます。

第三者評価を受ける過程で、職員間で事業

所の抱える課題などの共有化が図 られ、

サービスの質の改善に向けた事業所内の取

組み意欲がより醸成されます。

改善点などが明らかになるため、サービス

の質の向上に向けた取組みの具体的な目標

設定ができます,‐_.._‐
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第三者評価を受けることによつて、利用者

や家族等からの信頼をより得ることができ

ます。また、評価結果を公表することによ

り、社会的にも事業所に対する信頼をより

得ることができます。
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サービス 不」用者の
の質   意向

大阪府内の福祉施設・事業所が提供している福祉サービスの第三者評価は、大阪府が認証し

た評価機関が行います。

認証に当たつては、第三者評価の/AN平
性と信頼性を確保するため、大阪府は評価機関として

備えなければならない認証要件を設け、これを満たした団体だけを評価機関として認証してい

ます。

ナルクはこの評価機関として認証を受けています。

認証評価機関に所属する評価調査者で、組織の運営管理業務に3年以上従事した者と福祉。保

健。医療分野の有資格者。学識経験者で当該業務に3年以上従事した者が評価調査を行います。

また、評価調査者は福祉サービス第三者評価システム推進支援会議。大阪が実施する隔平価調

査者養成研修」を修了しています。

第二者評価を受けると、どんなメリットがあるの?

どんな機関が評価を行うの?

どんな人が調査を行うの?
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第三者評価結果



福祉サービス第三者評価は、国が示した「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」をもと

に都道府県が実施する事業です。

評価のための基準は、すべての福祉施設。事業所に共通の項目「共通評価基準」、種別ことの

項目「内容評価基準」大阪府が特に定める「推奨評価基準」をもとに行います。体系的には次表

に示します。

◎共通評価基準項目

基巳栞甚罫雷量慇

輩1組織の運営管理

].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・言十画的な取組み

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

1.利用者本位の福祉サービス
菫 ‐ 適切慧福祉サービスの実鑽

2.福祉サービスの質の確保

◎雉饗評価轟準項爾

福祉施設 。事業所の特性や専門性を踏まえたサービス・支援内容を評価 します。

(評価項目の一部)

・利用者一人ひとりに応 じた一日の過こし方ができるよう工夫

・認知症の状態に配慮 したケア

・生活にふさわ しい場として子どもが心地よく過ごすことのできる環境の整備

・乳児保育 (0歳児)に おいて、養護と教育が一体的に展開されるよう

適切な環境の整備、保育の内容や方法への配慮

・利用者の自己決定を尊重 した個別支援と取組み

・利用者の意思を尊重する支援としての相談等の適切な実施

◎推奨評価基準

共通評価基準、内容評価基準をフォローする事項

どのような基準で評価を行うの?
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評価結果は、よりよい福祉サービスに向けた「至」達度」で示します。

「福祉サービス第三者評価基準に関する指針」では、a・ bocの判断基準を次のように示して

います。

‐N詐饉

よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態。

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

b以上の取組みとなることを期待する1犬態。

評価結果は福祉施設。事業所の格付けや順位付けを行うものではなく、福祉施設。事業所の

理念や基本方針を具体化し、より良い福祉サービスの実現に向けた「達成度」を示すものです。

福祉施設・事業所の現状にもよりますが、

おおむね4カ月から半年程度です。なお、受審

結果
/AN表

後、大阪府から「大阪府福祉サービス

第三者評価受審証」が交付されます。

言平価機関によつて異なりますが、ナルク福祉調査センターでは次のとおりです。(2019.10現在)

高齢者施設・障がい者(児)施設・保育園 竃59,09③円籠費税込)

ナルク福祉調査センターは、

間 法人三ッポン。ア努 ィプライフ・クラプの

事業活動部問鍛 1つで、全国8ヵ所に

同センターの事務断があります。

(注 )上記の金額は特養など高齢者施設の場合、定員50名以下の時に適用させていただきます。

定員50名を超える時は10名増す毎に15,900円を上乗せさせていただきます。

なお、在宅サービス施設(デイサービス等)は 118,000円 とさせていただきます。

保育園の場合、上記料金は定員90名以下の時に適用させていただきます。定員90名を超える時は

10名増す毎に15,900円を上乗せさせていただきます。
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評価結果はどのように示されるの?

受審申込みから結果公表までの期間はどれくらい?
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受審費用は、どれくらいかかるの?



受審申込みから結果公表までの標準的な流れは下図のとおりです。

評価機関についての情報収集

複数の評価機関を選定・比較し、

評価機関を決定する

契約内容に関する同意と契約

●事業者に対し、評価実施方法や費用、

スケジュールなどを説明する

●事業者の同意を得たうえで契約する

●スケジュールなどの調整

●事業者からの提出書類による事前分析

●自己評価の確認・分析

●利用者調査の実施

111無 |:‐ 1‐ |

(評価調査員2名以上で訪問)

●評価調査者の合議による評価結果の

取りまとめと総合調整

●必要に応 じ、事業者との調整と確認

●事業者への評価結果の報告

●評価結果の公表に関する事業者への説明

スケジュールなどの調整

自己評価の実施、提出
必要書類の提出

利用者調査実施への協力

|=:|||:||||

事業者コメントの記入

評価結果公表に関する同意

必要書類等の準備

福祉施設・事業所訪問への対応

事業者インタビューヘの対応

評価結果報告書の受理

ホームページ等での評価結果の公表

都道府県推進組織ホームペ‐ジあるいは WAM
※福祉医療機構のホームページ(http://www wam goip/)

NETにおいて評価結果を公開

(ナルク福祉調査センター)

福祉施設・事業所による評価結果の有効活用



ナルクとは「ニッポン・アクティブライフ・クラブ」の頭文字から「NALC」 または「ナルク」と略称して

います。1999年 、経済企画庁 (現 内閣府)か ら特定非営利活動 法人(NPO法人)と して認証され、全国

ネットでボランティアの輪を広げています。

特定葬営利活動法人 ニッポン・アクティプライフ・クラブ

本    部 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2… 1‐8 FGビル大阪4階

tel.06…6941¨ 5448    fax.06…6941¨ 5
ma‖ .homepage@nalc.ip

1994年 4月 20日
1999年 6月 7日
神 野 毅

15,500名 (2019年 7月現在)

110拠点 (2019年 10月 現在)

130

ナルクの理念と目的
人生 100年の時代。たつ73iり ある時間を、あなたはどんなふうに過こしていますか。

ナルクは "自 立・奉仕・助け合い"をモットーに、できるだけ夫婦で参加する画期的なボランティア活動に

よるNPO法 人です。あなたも社会と人に尽くす喜びを"生きがい"に しませんか。

「生涯現役」を合い言葉に、さあ !い つしょに活動しましょう。
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いつまでも健康で、精神的に自立し、

「質の高い」人生を送る。

ボランティアを生き甲斐にし、

社会と人に貢献する。

会員相互が時間預託制度で助け合い、

生活を豊かにする。

ナルクは、魅力ある「時間預託」ボランティアで住みよい環境を作り、目の前に迫つた超高齢社会を

乗り切るための全国ネットのNPO法人です。

生きがい志向の中高齢者が結集し、助け合いや地域貢献で社会のために役立ちます。

主 なボランティア活 動

庭の手入れ、家事援助、送迎、話し相手……

公園の清掃、子育て支援、介護、福祉施設の手助け……

会員相互の時間預託活動は現在、会員が全

国36の都道府県、110の 活動拠点でボラン

ティア活動を行つています。

(2019年 10月 現在)

詳しくはナリレクのホームページをご覧ください。

∪穐担 htttpゴノnaicョ jpノ

ナルク結成 1年後の阪神淡路大震災では、

2年間に亘り延べ4,500人が手弁当、旅費

持ちで20,000時間の救援奉仕活動を行

い、厚生労働大臣から感謝状を頂きました。

スマー トフォンからはQRコー ドを

読み取つてアクセスしてください。

特定非営利活動法人ニツポン・アクティプライフ。クラブ(ナルク)の概要
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