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はじめに 

東京都の福祉サービス第三者評価制度は、利用者のサービス選択を容易にし、事

業の透明性が確保される情報を提供することと、事業者のサービスの質を向上させ

るための取り組みを促すことを目的として、平成１５年から実施しています。  

このガイドブックでは、この目的を達成するために評価者の皆様に対して、本制

度の内容を正しく理解していただいた上で評価を実施されるよう、評価の手法やそ

の考え方等をわかりやすく解説しています。令和２年度は、児童養護施設、乳児院、

児童自立支援施設、児童自立生活援助事業【自立援助ホーム】及び母子生活支援施

設の共通評価項目の見直しをおこないました。これに伴い、付録の「共通評価項目

解説ＣＤ」内の項目解説書も改訂しました。  

 このガイドブックは大きく７つの構成から成り立っています。  

Ⅰ  東京都の福祉サービス第三者評価の概要  

評価を行ううえで踏まえておくべき第三者評価の定義や目的について解説して

います。  

 

Ⅱ  第三者評価の基本的なルール  

評価を実施するにあたり、必ず守っていただかなければならない事項について解

説しています。  

 

Ⅲ  評価実施の具体的な流れ  

評価実施における必要な考え方とその具体的な進め方について解説しています。 

第三者性の確保や、事業所の運営形態による留意点など、評価を実施する際に特

にご留意いただきたい点についても解説しています。  

 

Ⅳ  利用者調査ガイドライン  

利用者調査を実施する目的を明確にし、かつ一定の水準を確保するために、利用

者調査の基本的事項や、調査の方式と具体的な実施方法、利用者のプライバシー

の保護、調査結果の活用方法について解説しています。  

 

Ⅴ  共通評価項目等の解説  

「事業者の基本情報」、「組織マネジメント項目」、「サービス項目」、「利用者調査

項目」における評価項目のねらいや、標準項目の確認ポイントについて解説して

います。  

 

Ⅵ  評価手法上特に留意が必要なサービスについて  

評価を実施するうえで、特に留意していただきたいサービスについて解説してい

ます。  

 

Ⅶ  参考資料  

標準的な評価プロセスにおける工数モデルや各種参考様式のほか、評価を実施す

るうえで知っておかなくてはならない要綱や通知を掲載しています。  

また、「よくある質問と回答」を掲載しています。  
 

本制度は、都内の福祉サービスを利用している、あるいは利用しようと考えてい

る都民のためにあります。そのことを絶えず念頭に置きながら、利用者、事業者、

評価機関が連携し、「利用者本位の福祉」の実現に向けた取り組みを促進させるため、

本ガイドブックを積極的にご活用いただきたいと考えております。  
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