
４　評価手法・項目等の検討

開催回数

3回

１回

３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

3回

　高齢ワーキング
　　高齢分野の評価項目改善を検討

0回

　障害ワーキング
　　障害分野の評価項目改善を検討

0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。

　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

　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

　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
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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20年3月31日現在）

氏 名 所 属氏　　名 所　　　　属

◎ 安念　潤司 中央大学法科大学院教授

木間　昭子 NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事

栃本　一三郎 上智大学大学院総合人間科学研究科教授

村田 幸子 ジ ナリ ト村田　幸子 ジャーナリスト

○ 森本　佳樹 立教大学コミュニティ福祉学部教授

秋好　進 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・研究委員会委員名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年3月31日現在）

氏　　名 所　　　　属

○ 赤塚　光子 立教大学コミュニティ福祉学部教授○ 赤塚 光子 教 福 部教授

下垣　光 日本社会事業大学社会福祉学部准教授

綱川　晃弘 人事コンサルタント（社会保険労務士）

◎ 栃本　一三郎 上智大学大学院総合人間科学研究科教授

新津　ふみ子 NPO法人メイアイヘルプユー代表新津　ふみ子 NPO法人メイアイ ルプ 代表

松原　康雄 明治学院大学社会学部教授

宮内　眞木子 税理士

宮本　節子 学識経験者

秋好　進 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課長秋好　進 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）
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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20年3月31日現在）

評価手法ワーキング評価手法ワーキング

氏　名 所　　　　属

阿部　美樹雄 「町田福祉園」ゼネラルマネージャー

要　厚子 NPO法人メイアイヘルプユー 評価者

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 人事コンサルタント（社会保険労務士）綱川　晃弘 人事コンサルタント（社会保険労務士）

◎ 栃本　一三郎 上智大学大学院総合人間科学研究科教授

阿　和嘉男 社会福祉法人至誠学舎東京 理事長

松原　康雄 明治学院大学社会学部教授

横内　康行 社会福祉法人あいのわ福祉会　「足立あかしあ園」園長

蓬生 君子 社会福祉法人上宮会 「広尾上宮保育園」園長蓬生　君子 社会福祉法人上宮会　 広尾上宮保育園」園長

秋好　進 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課長

　◎：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桜実会　「玉川学園高齢者在宅サービスセンター」井 リ

今澤　隆一郎 社会福祉法人マザアス　「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

香取　　幹 株式会社やさしい手 代表取締役社長

倉島　傳 社会福祉法人浴風会　「浴風園」施設長

澤口　勝利 社会福祉法人いろは福祉会　「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

栃本 一三郎 上智大学大学院総合人間科学研究科教授

新津　ふみ子 NPO法人メイアイヘルプユー 代表

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

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

吉本　雅人 株式会社太平洋シルバーサービス　「シルバーシティ武蔵野」園長

和田　行男 株式会社大起エンゼルヘルプ　グループホームクオリティマネージャー

石橋　久哉 世田谷区保健福祉部介護保険課長

市川　　薫 青梅市健康福祉部高齢介護課長

粉川　貴司 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長

小室　明子 東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課長
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障害ワーキング

氏　名 所　　　　属

赤塚　光子 立教大学コミュニティ福祉学部教授

阿部　美樹雄 「町田福祉園」ゼネラルマネージャー

安藤　真洋 地域生活支援センター「びーと」施設長

飯山　和子 「目黒区立すくすくのびのび園」園長

伊澤　雄一 社会福祉法人はらからの家福祉会　「地域生活支援センタープラッツ」所長

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

奥村　次雄 「世田谷区立岡本福祉作業ホーム」施設長

改田　幹夫 「東京都立北療育医療センター」指導科長

輿水　篤 社会福祉法人東京都民生委員薫風会　「東京都清瀬園」管理係主査

佐野　澄子 「グループホームなんがい」世話人

佐柳　忠晴 「東京都日野療護園」園長

鈴木　栄美子 社会福祉法人東京光の家　「光の家新生園」主任

鈴木　康之 社会福祉法人鶴風会　総括施設長

高橋　秀志 社会福祉法人友愛十字会　「東京都聴覚障害者生活支援センター｣ 指導部長

田辺　安之 医療法人財団厚生協会　「生活訓練施設ねくすと」施設長

月村　巳佐夫 社会福祉法人武蔵野千川福祉会　「天の甍」施設長

土屋　典子 財団法人調布ゆうあい福祉公社　訪問事業課長

長岡　雄一 社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会　「東京都視覚障害者生活支援センター｣ 指導訓練課長　

中野　雅義 社会福祉法人東京都知的障害者育成会　「世田谷区立砧工房」施設長

中村　哲治 「東京都心身障害者福祉センター」自立支援課主任

中村　悠子 社会福祉法人雲柱社　「賀川学園」園長

沼倉　実 社会福祉法人嬉泉　「袖ヶ浦のびろ学園」園長

藤田　　進 社会福祉法人みずき福祉会　「八王子市障害者療育センター」施設長

山地　圭子 社会福祉法人多摩棕櫚亭協会　社会就労センター「ピアス」施設長

山本　あおひ 社会福祉法人正夢の会　「パサージュいなぎ」施設長

横内　康行 社会福祉法人あいのわ福祉会　「足立あかしあ園」園長

米川　覚 社会福祉法人滝乃川学園　「滝乃川学園 児童部」施設長

石川　守 東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課長

小林　幸男 東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課長

中村　雄 東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課長
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児童ワーキング

氏　名 所　　　　属

石川　宜子 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会　「サンライズ武蔵野」施設長

稲永　勝行 社会福祉法人至誠学舎立川　「至誠保育園」園長

宇田川　貴子 「仲よし保育園」園長

長田　朋久 社会福祉法人希望福祉会　「横川さくら保育園」園長

柿山　青谷 社会福祉法人恩賜財団慶福育児会　「麻布乳児院」施設長

川上　豊 社会福祉法人同胞援護婦人連盟　「こどものうち八栄寮」施設長

菊地　恵子 社会福祉法人東京児童協会　「白河かもめ保育園」園長

佐藤　敦子 元・株式会社パソナフォスター　代表取締役

中谷　猛 社会福祉法人東京都社会福祉事業団　「東京都小山児童学園」園長

西川　昌宏 社会福祉法人みきの家　「わかくさ保育園」園長

松原　康雄 明治学院大学社会学部教授

蓬生　君子 社会福祉法人上宮会　「広尾上宮保育園」園長

松山　祐一 東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課長

山根　誠治 東京都福祉保健局少子社会対策部子育て支援課長

婦人保護ワーキング

氏　名 所　　　　属

熊田　栄一 社会福祉法人救世軍社会福祉事業団　「救世軍婦人寮」指導員

宮本　節子 学識経験者

横田　千代子 社会福祉法人ベステダ奉仕女母の家　「いずみ寮」寮長

太田　敏子 「東京都女性相談センター」所長

松山　祐一 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

川本　儀嗣 社会福祉法人新栄会　「ふじみ」施設長

品川　卓正 社会福祉法人村山苑　「村山荘」施設長

宮本　節子 学識経験者

山田　明彦 自立支援センター「中央寮」所長

平倉 秀夫 東京都福祉保健局生活福祉部保護課長平倉　秀夫 東京都福祉保健局生活福祉部保護課長
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