
５　評価手法・項目等の検討

開催回数

0回

　
　評価機関認証審査会
　　評価機関の認証について審議

3回

　評価者養成講習受講資格審査会
　　評価者養成講習受講を希望する者が、評価者養成講習
　受講資格要件に該当しているかについて審議

１回

2回

　評価手法ワーキング
　　評価手法・項目の改善方策を専門的に検討

2回

　高齢ワーキング
　　高齢分野の評価項目改善を検討

3回

　障害ワーキング
　　障害分野の評価項目改善を検討

4回

　児童ワーキング
　　子ども家庭分野の評価項目改善を検討

0回

　婦人保護ワーキング
　　婦人保護施設の評価項目改善を検討

0回

　保護ワーキング
　　保護分野の評価項目改善を検討

0回

委　員　会　名

　 第三者評価の信頼性を高め、早期に普及・定着を図れるよう、学識経験者
や事業者の方々で構成される認証・公表委員会、評価・研究委員会及び各種
サービス別ワーキングにおいて検討を実施した。

　評価・研究委員会
　　共通評価項目、評価手法の策定、評価者研修の内容等を検討

　認証・公表委員会
　　評価機関の認証、評価者養成講習受講生の審査、評価結果の
　公表方法等を検討



東京都福祉サービス評価推進機構認証・公表委員会委員名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年3月31日現在）

氏 名 所 属氏　　名 所　　　　属

◎ 黒田　美亜紀 明治学院大学法学部准教授

○ 下垣　光 日本社会事業大学社会福祉学部准教授

水野　眞 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課長

◎ 委員長 ○ 副委員長 （５０音順）◎：委員長　○：副委員長　　　　　　　　　　　（５０音順）

東京都福祉サービス評価推進機構評価・研究委員会委員名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年3月31日現在）

氏　　名 所　　　　属

○ 赤塚　光子 学識経験者

川原　恵子 東洋大学社会学部社会福祉学科講師

下垣　光 日本社会事業大学社会福祉学部准教授

綱川　晃弘 有限会社　HRM・LINKS　代表取締役綱川 晃弘 有限 社 代表 締役

◎ 栃本　一三郎 上智大学総合人間科学部学部長

新津　ふみ子 NPO法人メイアイヘルプユー代表

松原　康雄 明治学院大学副学長

宮内　眞木子 税理士宮内　眞木子 税理士

水野　眞 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課長

◎：委員長　○：副委員長　　　　　　　　　　　（５０音順）



東京都福祉サービス評価推進機構評価・研究委員会ワーキング委員名簿
（平成23年3月31日現在）

評価手法ワーキング評価手法ワ キング

氏　名 所　　　　属

阿部　美樹雄 「町田福祉園」ゼネラルマネージャー

久留　善武 社団法人シルバーサービス振興会　企画部長

綱川　晃弘 有限会社　HRM・LINKS　代表取締役

◎ 栃本　一三郎 上智大学総合人間科学部学部長

松原　康雄 明治学院大学副学長

横内　康行 「竹の塚あかしあの杜」施設長

蓬生　君子 「さくら上宮保育園」園長

渡辺　真紀 株式会社日本生活介護　評価室長

水野　眞 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課長

◎：座長　◎：座長　

高齢ワーキング

氏　名 所　　　　属

井上　ノリ子
特定非営利活動法人鶴川にケアセンターを作ろう会
ケアセンターつくしんぼ 統括相談員

井上　信太郎
有限会社心のひろば　代表取締役
地域ケアサポート館　福わ家　代表

今澤　隆一郎 「マザアス日野」施設長

笠原　ケサエ 有限会社ケアワーク弥生 顧問

加藤　浩之 株式会社　医療福祉経営研究所　評価者

香取　　幹 株式会社やさしい手 代表取締役社長

金山　雅俊
ミヤビメディカル有限会社　取締役
グループホーム　みやびの里

松本　義勝 「浴風園」施設長

齊藤　貴也 「世田谷区立きたざわ苑」施設サービスグループ グループマネージャー

澤口　勝利 「グレースビレッジ」施設長

下垣　　光 日本社会事業大学社会福祉学部准教授

高橋　裕二 アースサポート株式会社 営業企画部マネージャー（兼）西日本エリア営業マネージャー

綱川 晃弘 有限会社 HRM・LINKS 代表取締役綱川　晃弘 有限会社　HRM LINKS　代表取締役

栃本 一三郎 上智大学総合人間科学部学部長

新津　ふみ子 NPO法人メイアイヘルプユー 代表

林田　俊弘
NPO法人　ミニケアホームきみさんち
有限会社　自在

平川　博之 医療法人社団光生会　理事長

藤澤 節子 有限会社フジサワ 代表取締役藤澤　節子 有限会社フジサワ　代表取締役

山本　一志 株式会社ヤマシタコーポレーション　企画部次長

石橋　久哉 世田谷区保健福祉部介護保険課長

神子　武己 武蔵村山市　高齢福祉課長

平野　雅則 青梅市健康福祉部高齢介護課長

平山　信夫 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長

加藤　みほ 東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課長



障害ワーキング

氏　名 所　　　　属

赤塚　光子 学識経験者

明智　豊文 「心身障害者福祉センター」自立支援課  支援サービス係長

阿部　美樹雄 「町田福祉園」ゼネラルマネージャー

安藤　真洋
社会福祉法人武蔵野理事長
「デイセンターふれあい」施設長

上杉　正忠 社会福祉法人東京愛育苑　経営改革推進本部金町学園担当

小田　潤 「東京都立北療育医療センター」指導科長

齋藤　隆彦 「すみだ花工房」指導員

鈴木　弘士 「世田谷区立岡本福祉作業ホーム」施設長

鈴木　康之 社会福祉法人鶴風会　総括施設長

関口　仁朗 「光の家新生園」係長

長岡 雄 「東京都視覚障害者生活支援センタ 」自立支援課長長岡　雄一 「東京都視覚障害者生活支援センター」自立支援課長

中野　雅義 「世田谷区立砧工房」施設長

中村　悠子 「賀川学園」園長

沼倉　実 「袖ヶ浦のびろ学園」園長

藤田　　進 「八王子市障害者療育センター」施設長

山下　和子 特定非営利活動法人わくわくかん 事務局長

山地　圭子 「ピアス」サービス管理責任者

山本　あおひ
「パサージュいなぎ」
「コラボいなぎ　いなぎワークセンターつくし」施設長
社会福祉法人正夢の会　総合施設長

横内　康行 「竹の塚あかしあの杜」園長

渡辺　真紀 株式会社日本生活介護　評価室長

髙岸　聡子 東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課長

藤井　麻里子 東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課長

櫻井　幸枝 東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課長

野原　永子 東京都福祉保健局障害者施策推進部就労支援担当課長



児童ワーキング

氏　名 所　　　　属

石川　宜子 「サンライズ武蔵野」施設長

稲永　勝行 「至誠保育園」園長

今田　義夫 「日本赤十字社医療センター付属乳児院」院長

宇田川　貴子 「仲よし保育園」園長

岡田　賢宏 特定非営利活動法人　福祉経営ネットワーク　評価者

長田 朋久 「横川さくら保育園」園長長田　朋久 「横川さくら保育園」園長

加藤　尚子 明治大学　心理社会学科　准教授

加藤　浩之 株式会社　医療福祉経営研究所 　評価者

菊地　恵子 「白河かもめ保育園」園長

佐藤　敦子 株式会社モエインターナショナル　代表取締役

田口　信一 「白鳥寮」施設長

恒松　大輔 「あすなろ荘」ホーム長

名須川　貞夫 「慶福育児会麻布乳児院」院長

西川　昌宏 「わかくさ保育園」施設長

西村　孝幸 小梅保育園代表

増島　忠文 「東京都八街学園」施設長

松原 康雄 治学院 学 学松原　康雄 明治学院大学副学長

松本　耕造 「新宿寮」ホーム長

溝口　義朗 ウッディキッズ代表

武藤　素明 「二葉学園」施設長

村井　美紀 東京国際大学　人間社会学部　准教授

蓬生 君子 「さくら上宮保育園」園長蓬生　君子 さくら 宮保育園」園長

平倉　秀夫 東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課長

多田　菜穂 東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課長

婦人保護ワーキング

氏　名 所　　　　属

川原　恵子 東洋大学社会学部社会福祉学科講師

須藤　八千代 愛知県立大学　教育福祉学部　教授

田口　道子 「いこいの家」　施設長

横田　千代子 「いずみ寮」寮長

渡辺　真紀 株式会社日本生活介護　評価室長

大日方 すみ江 「東京都女性相談センター」所長大日方　すみ江 「東京都女性相談センタ 」所長

平倉　秀夫 東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課長



保護ワーキング

氏　名 所　　　　属

石井　　司 社会福祉法人まりも会 理事長

川原　恵子 東洋大学社会学部社会福祉学科講師

川本　儀嗣 「江戸川寮」施設長

品川　卓正 「村山荘」施設長

山田　明彦 「千駄ヶ谷荘」所長

坂本　尚史 東京都福祉保健局生活福祉部保護課長


