
１．趣 旨

介護・福祉サービス第三者評価事業において評価調査者が適正に第三者評価を行なうた

めに必要な知識および技能を修得することを目的に開催するものである。

２．実施主体

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構

３．日程・会場・研修内容

別紙研修カリキュラムを参照してください。

（日によって会場が異なりますのでご注意ください）

４．受講申込要件 （※経験年数は、平成２７年８月 1 日現在とします）

下記（１）～（５）の要件のうち、いずれかに該当する者であって、京都府より認定

された評価機関（認定を申請している者を含む）の長から推薦が得られる者。

（１）一般調査者 社会福祉及び介護・福祉サービス第三者評価に関する知識と理解

力を 持ち、公正・中立的に評価が行える者

（２）管理部門調査者 法人組織（個人事業主対象外）の管理者として経営、組織運

営、財務管理に関する知識・技能及び３年以上の実務経験を有する者

（３）処遇部門調査者 福祉、医療、保健、介護分野での専門資格を有し３年以上の

業務経験を有する者

（４）学識部門調査者 社会福祉及び介護・福祉サービス第三者評価等、評価事業に

関する学識経験・研究者であって、３年以上の研究（業務）経験を有する者

（５）社会的養護部門調査者 全国の推進組織が実施する社会的養護関係施設評価調

査者研修の修了者または京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が実施する

社会的養護関係施設評価調査者説明会並びに伝達研修の修了者

※但し、（５）において、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が実施する

社会的養護関係施設評価調査者説明会並びに伝達研修のみの修了者は免除が適用

されません。

５．受講料

科目№ 区分 内容 受講料

1
新規受講者

（介護のみ取得）

科目№

A,B,C,D,E,F,G,H,I

２０，０００円

（実習費含む)

2
新規受講者

（保育のみ取得）

科目№

A,B,C,D,J,K,L,M,N

２０，０００円

（実習費含む)

3
新規受講者

（介護・保育の２分野取得）

科目№

A,B,C,D,E,F,G,H,I, J,K,L,M,N

３５,０００円

（実習費含む)

4

上記の 2または 2と 3に加え

て障害の第三者評価項目基

準の解釈を受講する者

科目№（選択制）

O
１科目

５，０００円

5

既に何らかの評価調査者の

資格を有する者でいずれか

の第三者評価項目基準の解

釈を受講しようとする者

科目№（選択制）

E…介護

J…保育

O…障害

１科目

５，０００円

6

初日のみ受講を希望する者

（初日だけ受講しても評価

調査者にはなれません）

科目№

A,B,C,D
５,０００円
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６．【注意事項】

※受講料は指定の口座に評価機関を通じてお振込みをお願いします。

※欠席等により全課程を受講できなかった場合でも受講料の返還はできません。

※会場等への交通費及び研修期間中の昼食・宿泊費等は自己負担となります。

※新規受講の方は、複数の年度に部分受講をしても、介護・福祉サービス評価調査者に

はなれません。（サーベイヤーバンク登録できません。）

７．募集定員

介護２５名、福祉２０名

※定員を超える申込があった場合は、申込内容等を勘案し、受講者を決定します。

※福祉分野の評価項目のみ受講される方は、定員に含まれません。会場の空き状況

により受講いただけますので、事務局までお問い合わせください。

８．研修修了者について

研修の全課程を修了した者は、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が作成す

る研修修了者名簿に研修修了者として登録されます。

※京都府知事の認定を受けた評価機関から要請があった場合には、評価調査者として必

要な業務を行なう必要があります。

９．申込方法・決定について

別添「介護・福祉サービス評価調査者養成研修受講申請書」により必要書類を添付の上、

評価機関または認証を受けようとする団体にて取りまとめの上、下記事務局まで郵送に

てお申込ください。

受講決定については評価機関にお知らせいたします。

申込締切 ＜当日必着＞ 平成２７年８月３１日（月）

※申請書の注意事項にご留意いただき、必要書類の準備をお願いいたします。

※申請書類は支援機構ホームページにも掲載されていますので、ご利用下さい。

※申請書類に不備がある場合は受講いただけない場合があります。

※申請書等にご記入いただいた個人情報については、個人情報保護法令等を遵守し、介

護サービス第三者評価事業以外の目的には使用しません。

１０．お問い合わせ・申込先

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 事務局

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 ﾊｰﾄﾋﾟｱ京都 5Ｆ

京都府社会福祉協議会内 （担当：大林・矢野）

E-Mail ： toh@kyoshakyo.or.jp tel:075-252-6292 ／ fax:075-252-6310

支援機構ホームページ ： http://kyoto-hyoka.jp/



【会場地図】

＜京都テルサ＞

駐車場、駐輪場はありますが、出来る限り公共交通機関を御利用ください。

京都府京都市南区東九条下殿田町 70 電話:075-692-3400

●ＪＲ京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約 15分

●近鉄東寺駅より東へ徒歩約 5 分

●地下鉄九条駅 4 番出口より西へ徒歩約 5 分

●市バス九条車庫南へすぐ

＜京都社会福祉会館＞

駐輪場はありますが、台数に限りがありますので、出来る限り公共交通機関を御利用く

ださい。

京都市上京区堀川通丸太町下る（二条城北側） TEL：075-801-6301

●地下鉄東西線二条城前徒歩１０分

●市バス二条城前徒歩約５分

●市バス堀川丸太町徒歩約５分

（自転車・バイクは駐輪できますが、台数に限りがあります。出来る限り公共交通機関

をご利用ください。また、自動車は駐車出来ません。）



＜和牛登録会館＞

駐車場、駐輪場はありませんので、公共交通機関を御利用ください。

京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町 546− 2 TEL075-221-5856 

●地下鉄「烏丸御池」駅下車すぐ



平成２７年度介護・福祉サービス評価調査者養成研修カリキュラム（介護・福祉共通）

【１日目】９月２５日（金） 会場：京都テルサ東館２階セミナー室

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:30～10:00 受付

10:00～10:10 あいさつ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 介・福

Ａ 10:10～11:10

第三者評価の意義 介・福 ○評価受診の必要性

○第三者評価のねらいと効果

○行政監査との違い

○京都における第三者評価

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

副会長

櫛田 匠

Ｂ 11:10～12:10
第三者評価を取巻く施策の動向 介・福 ○昨今の第三者評価を取巻く施

策など
京都府

12:10～13:10 昼食・休憩 ― ― ―

Ｃ 13:10～14:40

第三者評価の流れと活かし方

（利用者調査の意義について）

介・福 ○支援機構の役割

○評価実施手順

○公表の方法

○評価公表情報の活用

○訪問調査と評価審査委員会の

役割

○評価審査委員会の開催方法

○アドバイスレポートの役割・

作成方法

○事業所見学の観点

○書類等の確認方法

○訪問調査時の利用者との関わ

り

○アンケートの意義（活用方法）

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

幹事

榺 憲之

14:40～14:50 休憩 ― ― ―

Ｄ 14:50～16:20

評価調査者の役割と倫理

受診事業所に対する対応

介・福 ○評価調査者の視点及び役割

○評価調査者に求められる倫理

※具体的事例を交えて

○事業所が求める評価調査者像

同上

※Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄについては、すでに京都介護・福祉サービス第三者評価支援機構で介護・福祉・社会的養護部門の

いずれかの評価調査者として登録されている者は受講免除。



平成２７年度介護サービス評価調査者養成研修カリキュラム（介護）

【２日目】１０月２１日（水） 会場：和牛登録会館２階

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:15～9:30 受付 ― ― ―

Ｅ 9:30～12:30

第三者評価項目基準の解釈 介 ○介護サービス第三者評価基準

の各項目について、その考え方

や基準策定の意図等について

○実際の第三者評価における判

断のポイントについて

介護項目変更ワー

キングメンバー

小林 啓治

12:30～13:30 昼食・休憩 ― ― ―

Ｆ 13:30～16:30

訪問調査の着眼点 介 ○自己評価票の読み込み

○訪問調査における第三者評価

基準の評価判定方法、着眼点に

ついてグループにより課題演

習、事例検討を行う。

同上

Ｇ 16:30～16:45
訪問調査にむけて 介 ○3 日目の同行訪問に向けての

グループ調整
事務局

※ＦとＧについては、福祉分野ですでに評価調査者として実績のある者は受講免除。

【３日目】 会場：各事業所

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:45 現地集合 介 ― ―

Ｈ 10:00～16:00

実際に施設（事業所）を訪問、調

査を行うことによって具体的な

第三者評価の方法・技術を習得す

る。

介 ○「協力施設（事業所）」を訪問、

実際に調査を行うことにより、

インタビュー技術等について実

習を行うとともに、訪問調査時

の留意事項を学ぶ。

同行訪問者

実習協力事業所

※Ｈについては、福祉分野ですでに評価調査者として実績のある者は受講免除。

【４日目】平成２７年１２月１７日（木） 会場：京都社会福祉会館３階第５会議室

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:20～9:30 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 介 ― ―

Ｉ 9:30～16:40

○３日目の訪問の内容を受けて、

第三者評価結果のとりまとめに

ついて具体的な手法を習得する。

○まとめ

介 ○訪問調査の結果に基づいて評

価調査者間で合議を行い、最終

的な第三者評価結果をとりまと

めるとともに、実習に基づきレ

ポートをまとめる。

○評価審査委員会の運営につい

て

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

幹事

奥本 喜裕

※Ｉについては、福祉分野ですでに評価調査者として実績のある者は受講免除（Ｈを受講しないとＩは受講できませ

ん）。



平成２７年度介護・福祉サービス評価調査者養成研修カリキュラム（介護・福祉共通）

【１日目】９月２５日（金） 会場：京都テルサ東館２階セミナー室

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:30～10:00 受付

10:00～10:10 あいさつ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 介・福

Ａ 10:10～11:10

第三者評価の意義 介・福 ○評価受診の必要性

○第三者評価のねらいと効果

○行政監査との違い

○京都における第三者評価

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

副会長

櫛田 匠

Ｂ 11:10～12:10
第三者評価を取巻く施策の動向 介・福 ○昨今の第三者評価を取巻く施

策など
京都府

12:10～13:10 昼食・休憩 ― ― ―

Ｃ 13:10～14:40

第三者評価の流れと活かし方

（利用者調査の意義について）

介・福 ○支援機構の役割

○評価実施手順

○公表の方法

○評価公表情報の活用

○訪問調査と評価審査委員会の

役割

○評価審査委員会の開催方法

○アドバイスレポートの役割・

作成方法

○事業所見学の観点

○書類等の確認方法

○訪問調査時の利用者との関わ

り

○アンケートの活用方法

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

幹事

榺 憲之

14:40～14:50 休憩 ― ― ―

Ｄ 14:50～16:20

評価調査者の役割と倫理

受診事業所に対する対応

介・福 ○評価調査者の視点及び役割

○評価調査者に求められる倫理

※具体的事例を交えて

○事業所が求める評価調査者像

同上

※Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄについては、すでに京都介護・福祉サービス第三者評価支援機構で介護・福祉・社会的養護部門の

いずれかの評価調査者として登録されている者は受講免除。



平成２７年度福祉サービス評価調査者養成研修カリキュラム（福祉分野）

【２日目】１０月２０日（火） 会場：和牛登録会館２階

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:15～9:30 受付 ― ― ―

Ｊ 9:30～12:30

第三者評価項目基準の解釈

保育所版

福 ○福祉サービス第三者評価基準

（保育所版）の各項目について、

その考え方や基準策定の意図等

について

○実際の第三者評価における判

断のポイントについて

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

理事

杉本 一久

12:30～13:30 昼食・休憩 ― ― ―

Ｋ 13:30～16:30

訪問調査の着眼点 福 ○自己評価票の読み込み

○訪問調査における第三者評価

基準の評価判定方法、着眼点に

ついてグループにより課題演

習、事例検討を行う。

同上

L 16:30～16:45
訪問調査にむけて 福 ○3 日目の同行訪問に向けての

グループ調整

事務局

※Ｊについては、既に介護分野や福祉分野の障害・児童の評価調査者であって、保育以外の福祉部門の評価調査者と

なろうとする者は必須受講（保育部門の評価調査者は受講免除）。

※ＫとＬについては、すでに評価調査者として実績のある者は受講免除。



平成２７年度福祉サービス評価調査者養成研修カリキュラム（福祉）

【３日目】 会場：各事業所

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

8:45 現地集合 ― ― ―

Ｍ 9:00～17:00

実際に施設（事業所）を訪問、調

査を行うことによって具体的な

第三者評価の方法・技術を習得す

る。

実
習
先
は
す
べ
て
保

育
所

○「協力施設（事業所）」を訪問、

実際に調査を行うことにより、

インタビュー技術等について実

習を行うとともに、訪問調査時

の留意事項を学ぶ。

同行訪問者

実習協力事業所

※今年度の実習は保育所で行うこととする（支援機構として実習先は保育所のみ準備します）。

※Ｍについては、すでに評価調査者として実績のある者は受講免除。

【４日目】平成２７年１２月１８日（金） 会場：京都社会福祉会館３階第５会議室

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

9:20～9:30 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 保障児 ― ―

Ｎ 9:30～16:40

○３日目の訪問の内容を受けて、

第三者評価結果のとりまとめに

ついて具体的な手法を習得する。

○まとめ

保

障

児

○訪問調査の結果に基づいて評

価調査者間で合議を行い、最終

的な第三者評価結果をとりまと

めるとともに、実習に基づきレ

ポートをまとめる。

○評価審査委員会の運営につい

て

京都介護・福祉サ

ービス第三者等支

援機構

理事

杉本 一久

※Ｎについては、すでに評価調査者として実績のある者は受講免除（Ｍを受講しないとＮは受講できません）。



平成２７年度福祉サービス評価調査者養成研修カリキュラム（福祉分野）

【２日目】１０月２０日（火） 会場：和牛登録会館２階

№ 時間 研修項目 対象 内容 講師 敬称略

16:45～17:00 受付 ― ― ―

Ｏ 17:00～19:00

第三者評価項目基準の解釈

障害事業所版

福 ○福祉サービス第三者評価基準

（障害事業所版）の各項目につ

いて、その考え方や基準策定の

意図等について

○実際の第三者評価における判

断のポイントについて

華頂短期大学

教授 武田 康晴

※Ｏについては、既にいずれかの分野でサーベイヤー登録を済ませている者であって、障害分野の評価調査者になろ

うとする者が受講できます。



平成27年度 介護・福祉サービス新規養成研修早見表

日数 科目 日 曜日 時間帯 講師 会場 科目

1日目 共通 9月25日 金 10:00～11:10 櫛田匠 京都テルサ東館２階セミナー室 第三者評価の意義

9月25日 金 11:10～12:10 京都府 同上 第三者評価を取り巻く施策の動向

9月25日 金 13:10～14:40 榺憲之 同上 第三者評価の流れと活かし方

9月25日 金 14:50～16:20 榺憲之 同上 評価調査者の役割と倫理 受診事業所に対する対応

2日目 保育 10月20日 火 9:30～16:45 杉本一久 和牛登録会館２階ホール
第三者評価項目基準の解釈（保育）
訪問調査の着眼点
訪問調査に向けて

障害 10月20日 火 17:00～19:00 武田康晴 和牛登録会館２階ホール 第三者評価項目基準の解釈（障害）

介護 10月21日 水 9:30～16:45 小林啓治 和牛登録会館２階ホール
第三者評価項目基準の解釈（介護）
訪問調査の着眼点
訪問調査に向けて

3日目 各自実習 各実習先

4日目 介護 12月17日 木 9:20～16:40 奥本喜裕 京都社会福祉会館3階第5会議室 実習のまとめ

保育 12月18日 金 9:20～16:40 杉本一久 京都社会福祉会館3階第5会議室 実習のまとめ

講義開始の２０分前程度から受付をいたします。




