
主催  公益財団法人 東京都福祉保健財団

高齢者の方々が、要介護になっても住み慣れた地域において健やかで豊かな人生を送る
ことを可能にするためには、質の高いサービスを提供する事業所の存在が不可欠です。
東京都ではサービスの質の向上に向けて、第三者評価の受審促進に取り組んできまし
たが、介護保険制度の中で、今後一層重要な役割を担う居宅系事業者については、第三
者評価が十分活用されていない状況にあります。
このセミナーでは、介護保険分野に携わっている第一線の方々から、介護サービスの質の
向上について御意見をいただきます。この機会に是非参加していただき、介護サービスの
質の向上に向けた第三者評価の活用について理解を深めるきっかけになれば幸いです。

FAX03 - 3235 - 8533

参加申込書　兼　受付確認書

東京都福祉サービス評価推進機構　事務局（評価支援室）行き

平成 24 年 10 月 27 日（土）13 時 30 分から 16 時 30 分までの
「第三者評価高齢セミナー」に出席します。（2名まで）

第三者評価高齢セミナー

所　属（施設名・区市町村名）

※電話番号、FAX番号に記入がない場合、申し込み受付できません。

※申し込みの受付が済んだ方（上記「事務局記入欄」の「1」に○がついています。）は、
　当日この FAXを必ずご持参ください。

氏　　名 電話番号 FAX番号

評価制度に対するご質問や、知りたいことがありましたら御記入ください。
（当日の参考とさせていただきます。）

事務局記入欄

返信先 FAX番号（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

氏　名： 様 （申し込み時にお名前をお書きください。）

FAX受付：　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分　　　受付番号

1　申し込み受け付けしました。
2　応募多数のため、残念ながら申し込み受け付けできませんでした。

第三者評価 高齢セミナー
のお知らせ

第三者評価 高齢セミナー
のお知らせ

～介護サービスの質の向上に向けて～



概　　要

日　時

会　場

参加対象者

参加方法

問合せ先

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 13：35

受　付

開会の挨拶

14：05～ 14：35

14：35 ～ 14：50

14：50 ～ 16：30

休　憩

第1部

「地域包括ケア実現に向け、民間事業者に期待すること」

会場案内

当日スケジュール

第2部 シンポジウム

前厚生労働省老健局長 　宮島　俊彦氏

「東京都第三者評価制度10年の歩みとこれからの展望について」
東京都福祉サービス第三者評価推進機構 評価研究委員会委員長

上智大学総合人間科学部学部長

東京都福祉サービス第三者評価推進機構 評価研究委員会委員長
上智大学総合人間科学部学部長

基調講演

13：35 ～ 14：05

パネルディスカッション

栃本一三郎氏

栃本一三郎氏

■ 東西線
　「飯田橋駅」 A2出口より　徒歩約 2分
■ JR線
　「飯田橋駅」 東口より　徒歩約 3分
■ 有楽町線・南北線
　「飯田橋駅」 B5 出口より　徒歩約 4分
■ 大江戸線
　「飯田橋駅」 C1出口より　徒歩約 5分

【所在地】東京都千代田区飯田橋 3－8－5　住友不動産飯田橋駅前ビル 1F
ベルサール飯田橋駅前
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神田川
首都高速

ベルサール飯田橋駅前
（住友不動産飯田橋駅前ビル）

ベルサール飯田橋ファースト
（住友不動産飯田橋ファーストタワー）

パ ネ リ ス ト

コーディネーター

介護分野におけるサービスの質の向上について
ー第三者評価を中心にー

有限会社向陽介護システムズ代表取締役 　廣瀬　豊邦氏

特定非営利活動法人 　　　　　　　
高齢社会をよくする女性の会理事 　木間　昭子氏

　
福祉ジャーナリスト 　村田　幸子氏

シルバー新報編集長 　川名佐貴子氏

公益財団法人 東京都福祉保健財団
東京都福祉サービス評価推進機構 （担当：戸村、西村）　
〒162－0823　東京都新宿区神楽河岸 1－1セントラルプラザ 13階
電話：03（5206）8750　　FAX：03（3235）8533
e-mail： hyoka@fukushizaidan.jp

ベルサール飯田橋駅前　1階ホール　※詳しくは下記「会場案内」参照

裏表紙「参加申込書兼受付確認書」に必要事項を記載の上、
平成24年10月14日（日）までに FAXまたはメールにてお申し込みください。
メールでお申し込みされる場合は、所定の申し込み用紙をご利用ください。
（申し込み用紙ダウンロード先）
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/seminar.htm
受付が済んだ方には、こちらからFAXにて返信いたします。

定員 300名（先着順）

平成 24年 10月 27日（土）
13時 30分～ 16時 30分　 ●受付は 13時から

一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会理事長 　馬袋　秀男氏

●介護保険居宅サービス事業者
●介護支援専門員（ケアマネジャー）
●サービス提供責任者
●各都道府県の第三者評価担当者

●行政職員（介護保険又は、第三者
評価関係業務に携わる方）
●評価機関
●サービス利用者および家族の皆様
●その他、有識者



概　　要

日　時

会　場

参加対象者

参加方法

問合せ先

13：00 ～ 13：30

13：30 ～ 13：35

受　付

開会の挨拶

14：05～ 14：35

14：35 ～ 14：50

14：50 ～ 16：30

休　憩

第1部

「地域包括ケア実現に向け、民間事業者に期待すること」

会場案内

当日スケジュール

第2部 シンポジウム

前厚生労働省老健局長 　宮島　俊彦氏

「東京都第三者評価制度10年の歩みとこれからの展望について」
東京都福祉サービス第三者評価推進機構 評価研究委員会委員長

上智大学総合人間科学部学部長

東京都福祉サービス第三者評価推進機構 評価研究委員会委員長
上智大学総合人間科学部学部長

基調講演

13：35 ～ 14：05

パネルディスカッション

栃本一三郎氏

栃本一三郎氏

■ 東西線
　「飯田橋駅」 A2出口より　徒歩約 2分
■ JR線
　「飯田橋駅」 東口より　徒歩約 3分
■ 有楽町線・南北線
　「飯田橋駅」 B5 出口より　徒歩約 4分
■ 大江戸線
　「飯田橋駅」 C1出口より　徒歩約 5分

【所在地】東京都千代田区飯田橋 3－8－5　住友不動産飯田橋駅前ビル 1F
ベルサール飯田橋駅前

大
江
戸
線 南

北
線

目
白
通
り
東
西
線

C１
B5

A2

A5

外堀通り

飯田橋駅

JR
飯
田
橋
駅

JR 貨物
東京区政会館

ampm

　ローソン

モス
バーガー飯田橋

プラザ
ホテル
メトロポリタン
エドモント ガーデン

エアタワー

ラ
ム
ラ

東京
ドーム小石川

後楽園

神田川
首都高速

ベルサール飯田橋駅前
（住友不動産飯田橋駅前ビル）

ベルサール飯田橋ファースト
（住友不動産飯田橋ファーストタワー）

パ ネ リ ス ト

コーディネーター

介護分野におけるサービスの質の向上について
ー第三者評価を中心にー

有限会社向陽介護システムズ代表取締役 　廣瀬　豊邦氏

特定非営利活動法人 　　　　　　　
高齢社会をよくする女性の会理事 　木間　昭子氏

　
福祉ジャーナリスト 　村田　幸子氏

シルバー新報編集長 　川名佐貴子氏

公益財団法人 東京都福祉保健財団
東京都福祉サービス評価推進機構 （担当：戸村、西村）　
〒162－0823　東京都新宿区神楽河岸 1－1セントラルプラザ 13階
電話：03（5206）8750　　FAX：03（3235）8533
e-mail： hyoka@fukushizaidan.jp

ベルサール飯田橋駅前　1階ホール　※詳しくは下記「会場案内」参照

裏表紙「参加申込書兼受付確認書」に必要事項を記載の上、
平成24年10月14日（日）までに FAXまたはメールにてお申し込みください。
メールでお申し込みされる場合は、所定の申し込み用紙をご利用ください。
（申し込み用紙ダウンロード先）
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/seminar.htm
受付が済んだ方には、こちらからFAXにて返信いたします。

定員 300名（先着順）

平成 24年 10月 27日（土）
13時 30分～ 16時 30分　 ●受付は 13時から

一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会理事長 　馬袋　秀男氏

●介護保険居宅サービス事業者
●介護支援専門員（ケアマネジャー）
●サービス提供責任者
●各都道府県の第三者評価担当者

●行政職員（介護保険又は、第三者
評価関係業務に携わる方）

●評価機関
●サービス利用者および家族の皆様
●その他、有識者



主催  公益財団法人 東京都福祉保健財団

高齢者の方々が、要介護になっても住み慣れた地域において健やかで豊かな人生を送る
ことを可能にするためには、質の高いサービスを提供する事業所の存在が不可欠です。
東京都ではサービスの質の向上に向けて、第三者評価の受審促進に取り組んできまし
たが、介護保険制度の中で、今後一層重要な役割を担う居宅系事業者については、第三
者評価が十分活用されていない状況にあります。
このセミナーでは、介護保険分野に携わっている第一線の方々から、介護サービスの質の
向上について御意見をいただきます。この機会に是非参加していただき、介護サービスの
質の向上に向けた第三者評価の活用について理解を深めるきっかけになれば幸いです。

FAX03 - 3235 - 8533

参加申込書　兼　受付確認書

東京都福祉サービス評価推進機構　事務局（評価支援室）行き

平成 24 年 10 月 27 日（土）13 時 30 分から 16 時 30 分までの
「第三者評価高齢セミナー」に出席します。（2名まで）

第三者評価高齢セミナー

所　属（施設名・区市町村名）

※電話番号、FAX番号に記入がない場合、申し込み受付できません。

※申し込みの受付が済んだ方（上記「事務局記入欄」の「1」に○がついています。）は、
　当日この FAXを必ずご持参ください。

氏　　名 電話番号 FAX番号

評価制度に対するご質問や、知りたいことがありましたら御記入ください。
（当日の参考とさせていただきます。）

事務局記入欄

返信先 FAX番号（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

氏　名： 様 （申し込み時にお名前をお書きください。）

FAX受付：　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分　　　受付番号

1　申し込み受け付けしました。
2　応募多数のため、残念ながら申し込み受け付けできませんでした。

第三者評価 高齢セミナー
のお知らせ

第三者評価 高齢セミナー
のお知らせ

～介護サービスの質の向上に向けて～


