
③　評価機関支援研修実績数
　（単位：人）

受講決定
機関数

修了機関
数

評価機関支援研修 【評価機関に求められるコンプライアンス】 58 53

　　＜参考＞　　評価者の要件内訳 （単位：人）

注１：令和3年3月31日現在の評価者名簿登載者の状況である。

注２：複数の要件に該当する評価者は、それぞれの要件でカウントしている。

④　社会的養護関係施設評価者養成研修
　（単位：人）
受講決
定者数 修了者数

社会的養護関係施設評価者養成研修 38 35

社会的養護関係施設評価者継続研修 24 19

⑤　保護・婦人保護施設に関する研修
　（単位：人）

受講決
定者数 修了者数

保護施設に関する法制度と現状を学ぶ 20 17

その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者 57

要　　　　　件

福祉・医療・保健業務を３年以上経験している者

組織運営管理等業務を３年以上経験している者

調査関係機関等で調査業務や経営相談を３年以上経験している者

福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を３年以上経験している者

要件該当
評価者延数

1,052

181

206

20
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ⅡⅡ  フフォォロローーアアッッププ研研修修  

  

○○評評価価者者フフォォロローーアアッッププ研研修修（（共共通通ココーースス））  

 

・実施日：令和 2年 5月 7日～令和 2年 6月 25日 

・対象者：（1）全評価者（令和 2年 4月 1日付で評価者名簿から抹消となった場合を除く。） 

（2）評価機関の事務局で第三者評価を担当する責任者等 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合型を中止し、集合研修の配布資料に解説を 

付加した資料による自宅学習 

  

○○評評価価者者フフォォロローーアアッッププ研研修修（（専専門門ココーースス））  

  

【【福福祉祉ササーービビススのの共共通通評評価価項項目目のの理理解解をを深深めめるる～～高高齢齢分分野野～～】】 

・実施日：令和 2年 7月 29 日、7月 30 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義及び演習 2日間 

・講師 株式会社ウエルビー 代表取締役                   青木 正人 氏 

      株式会社ウエルビー                        亀井 恵美子氏 

  

【【利利用用者者調調査査のの手手法法をを学学ぶぶ～～障障害害分分野野～～】】  

・実施日：令和 2年 8月 4日、8月 5 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義及び演習 2日間 

・講師 立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉学科 准教授         飯村 史恵 氏 

    株式会社フォーサイツコンサルティング 代表取締役         浅野 睦  氏 

社会福祉法人みずき福祉会 理事長 町田福祉園ゼネラルマネージャー 阿部 美樹雄氏 

山田こどもクリニック 言語聴覚士                 高泉 喜昭  氏 

  

【【福福祉祉ササーービビススのの共共通通評評価価項項目目をを学学ぶぶ～～保保育育分分野野～～】】 

・実施日：令和 2年 11 月 5 日、11 月 6 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義及び演習 2日間 

・講師 パブリックサービス R＆C合同会社 代表社員            臼井 淳  氏 

    パブリックサービス R＆C合同会社                 狩野 節子 氏 
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【【福福祉祉ササーービビススのの現現状状をを学学ぶぶ～～児児童童分分野野～～】】  

・実施日：令和 2年 11 月 12 日、11 月 13 日 

・対象者：受講を希望する評価者  

・講義 2日間 

・講師 明治大学 文学部 心理社会学科 教授               加藤 尚子 氏 

学校法人八幡学園 認定こども園 やはたみずのとう幼稚園 園長   関  政子 氏 

株式会社マグハウス 代表取締役                 久保田 桂子氏 

東京都福祉保健局 立川児童相談所 児童福祉相談専門課長      坂本 靖  氏 

東京都福祉保健局 少子社会対策部 認証・認可外保育施設担当課長  多田 博史  氏 

社会福祉法人 子供の家 児童養護施設 子供の家 施設長       早川 悟司 氏 

社会福祉法人 みんなのおうち 小梅保育園 園長          西村 孝幸 氏 

株式会社ニチイ学館 基幹事業統括本部 

         保育事業本部保育管理部スーパーバイザー   大兼 美佐子氏 

 

【【評評価価のの視視点点のの導導きき出出しし方方をを学学ぶぶ《《高高齢齢事事例例》》】】 

・実施日：令和 2年 11 月 18 日、11 月 19 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義及び演習 2 日間 

・講師 株式会社フォーサイツコンサルティング 代表取締役        浅野 睦  氏 

株式会社ウェルビー 代表取締役                 青木 正人 氏 

 

【【組組織織ママネネジジメメンントトのの共共通通評評価価項項目目をを学学ぶぶ】】  

・実施日：令和 2年 11 月 25 日、11 月 26 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義 2日間 

・講師 一般社団法人 Riccolab. 代表理事                 渡辺 真紀 氏 

有限会社アーチ・ラボラトリーズ 取締役              吉田 紅愛 氏 

 

 

ⅢⅢ  評評価価機機関関支支援援研研修修  

○○評評価価機機関関支支援援研研修修【【評評価価機機関関にに求求めめらられれるるココンンププラライイアアンンスス】】 

・実施日：令和 2年 8月 28 日 

・対象者：評価機関代表者、評価者育成責任者、評価手法管理責任者又は事務局 

職員等 

・講義 半日 

・講師 多久島岩﨑法律事務所 弁護士                   岩﨑 雄大 氏 

    社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部長           加藤 英三 氏 

  

ⅣⅣ  社社会会的的養養護護関関係係施施設設評評価価者者研研修修  

【【社社会会的的養養護護関関係係施施設設評評価価者者養養成成研研修修】】  

・実施日：令和 2年 8月 25 日 

・対象者：（１）令和２年度東京都社会的養護関係施設第三者評価機関としての認証申請を予定 

している評価機関に主たるとして所属する評価者 

（２）その他受講を希望する評価者 

・講義 1日 

・講師 一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 理事      岡田 賢宏 氏 

    社会福祉法人二葉保育園 常務理事                 武藤 素明 氏 

 

【【社社会会的的養養護護関関係係施施設設評評価価者者継継続続研研修修】】  

・実施日：令和 2年 8月 26 日 

・対象者：（１）東京都福祉サービス評価推進機構が実施した「社会的養護関係施設評価者養成研

修」の修了者 

（２）平成３０年度・令和元（平成３１）年度の２年間に、東京都における社会的養護 

関係施設の評価実績が 1件以上ある評価者 

・講義及び演習 1日 

・講師 社会福祉法人二葉保育園 常務理事                  武藤 素明 氏 

社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 院長             都留 和光 氏 

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 理事       岡田 賢宏 氏 

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会          大関 はるみ氏 

 

ⅤⅤ  保保護護・・婦婦人人保保護護施施設設にに関関すするる研研修修  

  【【保保護護施施設設にに関関すするる法法制制度度とと現現状状をを学学ぶぶ】】  

・実施日：令和 2年 10 月 29 日 

・対象者：受講を希望する評価者 

・講義 1日間 

・講師 東洋大学 社会学部 社会福祉学科 講師                      川原 恵子 氏 

東京都福祉保健局生活福祉部保護課統括課長代理            簑   正広 氏 

社会福祉法人村山苑 救護施設さつき荘 施設長           手塚 真一 氏 

社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団 

更生施設しのばず荘 施設長                     山下 深志 氏 

─ 30 ─



【【福福祉祉ササーービビススのの現現状状をを学学ぶぶ～～児児童童分分野野～～】】  

・実施日：令和 2年 11 月 12 日、11 月 13 日 

・対象者：受講を希望する評価者  

・講義 2日間 

・講師 明治大学 文学部 心理社会学科 教授               加藤 尚子 氏 

学校法人八幡学園 認定こども園 やはたみずのとう幼稚園 園長   関  政子 氏 
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東京都福祉保健局 立川児童相談所 児童福祉相談専門課長      坂本 靖  氏 
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