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神奈川県の第三者評価機関一覧（認証順）
評価機関名

所在地・連絡先等

1 特定非営利活動法人市民セクターよこはま

〒231-0007横浜市弁天通6-81 コーケンキャピタルビル2階Ｃ号室
℡（法人代表）:045-222-6501 （評価専用携帯）：080-3004-6167
Fax:045-222-6502
http://shimin-sector.jp/

2 株式会社Ｒ-ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

〒231-0023 横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル9Ｆ
℡:045-264-6621㈹ Fax:045-264-4746
http://www.r-corp.jp/

3 株式会社フィールズ

〒251-0024 藤沢市鵠沼橘1-2-7藤沢トーセイビル3F
℡:0466-29-9430 Fax:0466-29-2323
http://www.fieldsshonan.jp/

特定非営利活動法人

4 ﾆｯﾎﾟﾝ・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ・ｸﾗﾌﾞ

〒220-0074 横浜市西区南浅間町8-22-207
℡:045-323-4711 Fax:045-309-7401
http://nalc.kf-hyoka.jp/

5 株式会社学研データサービス

〒221-0834 横浜市神奈川区台町11-29横浜ｴﾑｱｲﾋﾞﾙ501
℡:045-313-9304 Fax:045-313-9318
(本部)〒141-0031東京都品川区西五反田2-11-8
℡:03-5436 -8191 Fax:03-5487-8810
http://www.relief-c.co.jp/

6 公益社団法人神奈川県社会福祉士会

〒221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2 神奈川県社会福祉センター4階
℡:045-317-2045 Fax:045-317-2046
http://www.kacsw.or.jp/

7 一般社団法人ｱｸﾃｨﾌﾞ ｹｱ ｱﾝﾄﾞ ｻﾎﾟｰﾄ

〒131-0032 川崎区上麻生2-26-10神奈川事務所
(本部）：〒131-0032 東京都墨田区東向島6-37-4-1002
℡:03-6657-4511 Fax:03-6657-4512
http://www.active-cs.org/

ナルク神奈川 福祉サービス第三者評価事業部

特定非営利活動法人

8 かながわアドバンスサービス
（R3.4.1よりNPO中小企業再生支援から社名変更）

〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1258
十日市場町ﾋﾙﾀｳﾝ14-1-207
℡：045-982-2290 Fax：03-6862-6714
http://npocare

9 公益社団法人神奈川県介護福祉士会

〒221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2 神奈川県社会福祉センター内 5階
℡ :045-319-6687 Fax:045-322-6678
http://www.kanagawa-accw.org/

10 株式会社ケアシステムズ

〒225-0013
横浜市青葉区荏田町110 メゾンハイネス103
℡ :03-3511-5035（本部） Fax:03-3511-5036（本部）
http://www.care-systems.jp/

11 よこはま地域福祉研究センター

〒231-0013
横浜市中区住吉町2-17 金井ビル201号室
ＴＥＬ：045-228-9117 ＦＡＸ：045-228-9118
http://www.yresearch-center.jp/

12 日本会計コンサルティング株式会社

〒252-0216 相模原市中央区清新6-12-21
℡:042-810-5567 Fax:042-810-5596
http://www.yoshioka-group.jp/

13 ソキウスコンサルテーションズ株式会社

〒243-0004 厚木市水引1-9-14
℡：046-221-1328 Fax：046-224-2561
http://www.kcpao.com/socius/

特定非営利活動法人

〒231-0012 横浜市中区相生町61番泰生ﾋﾞﾙ2Ｆ

14 横浜サステナビリティ研究センター有限責任事業組合 ℡：070-4033-2577 Fax：045-350-6499
https://ysusrc.jp

15 一般社団法人 日本保育者未来通信

〒211-0044 川崎市中原区新城2-10-10
℡：044-797-0760 Fax：044-797-0761
http://hoikusya.jp/

16 一般社団法人 かわさき福祉相談センター

〒212-0015 川崎市幸区柳町55-3 柳町フラット201
℡：044-223-7755 Fax：044-223-7775
http://www.soudan-assoc.com/

17

18

19

株式会社ミライ・シア

〒252-0302 相模原市南区上鶴間本町7-25-13
℡：045-594-8149 Fax：045-326-3531
https:mirai-sia.com

シーズ・クリエーション合資会社

〒253-0056 茅ヶ崎市共恵二丁目6番33号
℡：0467-95-1990 Fax：0467-95-1990
https：//www.cs-creation.com

株式会社第三者評価機構 神奈川評価調査室

〒214-0032 川崎市多摩区枡形二丁目14-6
℡：044-455-4651 Fax：044-455-4652
http://3hyouka.com

20 株式会社プレパレーション

21 株式会社評価基準研究所

〒220-0011 横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜519
℡：044-550-5718
（本部）〒150-0002 東京都渋谷区3-8-12 渋谷第一生命ビルディング7F
℡：03-6427-7451
〒235-0023 横浜市磯子区森1-14-6-708
℡：045-758-7809
（本部）〒101-0047 東京都千代田区内神田3-2-14 コスモスビル２階
℡：03-3251-4150
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2022年5月31日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

特定非営利活動法人市民セクターよこはま
理事長 中野しずよ

２．推進機構認証日

平成 16 年 12 月 15 日

３．評価機関担当部署等

担当部署：第三者評価事業部
担当者名：加世田恵美子
住所：〒231-0007
横浜市中区弁天通6-81 コーケンキャピタルビル2階C号室

4．評価機関所在地等

電話：045-222-6501
FAX：045-222-6502
Mail：info@shimin-sector.jp
HP URL：https://shimin-sector.jp/

５．事務所の営業日及び営業
平日 9:00～17:00
時間
６．評価実施サービス

高齢分野・障害分野・児童分野・保護分野

７．評価事業の主な実施地域

横浜市

8．評価料金

500,000円程度～ （定員、規模による）
（例：定員60名の保育所 税抜き510,000円）

９．評価調査者数

16 名 （2022年4月1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

◇市民の目を活かし、福祉サービス利用者一人ひとりの豊かな暮らしの実現
を目指します。
◇施設の職員の方々が、もともともっておられる「利用者の幸福を願う気持
ち」
、その理想を後押しし、次のステップに向けた取り組みをしていくことの
お手伝い・応援をしていきます。
◇施設の現状（日頃の努力や苦労など）を十分に理解することを心がけます。
◇事業者との対話を重ねつつ、
「気づき」の場をつくり、お互いに納得の上で
評価の完了としています。
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年

月

日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

株式会社 R-CORPORATION
代表取締役社長 倉内 エリカ

平成１７年 １月２６日
担当部署：第三者評価事業部
担当者名：倉内 裕基
住所：〒231-0023
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル9階

４．評価機関所在地等

電話：045-264-6621（代）
FAX：045-264-4746
Mail：pr@r-corp.jp
HP URL：https://r-corp.jp

５．事務所の営業日及び営業 営業日:毎週月曜日～金曜日（除く、国民の祝日、夏季・冬季休暇）
営業時間：9：00～18：00
時間
６．評価実施サービス

高齢分野、障害分野、児童分野、保護分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

別表の通り

９．評価調査者数
10．評価調査者の雇用形態

11．評価方針

27名 （令和４年２月 ８日現在）
個別契約
株式会社R-CORPORATIONの調査員は、傾聴のスキルを備え、調査の基本
姿勢に下、相手の立場に立った思いやりと尊重を持ち取組んでおります。評
価は、公平・事実を基に、目に見えないサービスを組み上げ、バランス良く
評価し、また、読み手を誘えるよう表現力豊かにまとめることに努めていま
す。
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2022年

6月 1日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

株式会社

フィールズ

代表取締役 関野真一郎

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

平成１７年１月２６日
担当部署：第三者評価事業部
担当者名：関野・和田
住所：〒251-0024

藤沢市鵠沼橘1-2-7 藤沢トーセイビル
４．評価機関所在地等

3F

電話：0466-29-9430
FAX：0466-29-2323
Mail：hyouka@fieldsshonan.jp
HP URL：https://www.fieldsshonan.jp/

５．事務所の営業日及び営業 土日及び祝日を除く月～金
9:00～17:30
時間
６．評価実施サービス

児童（保育）分野、高齢分野、障害分野、保護分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

別途（見積もりに応じます）

９．評価調査者数

103名 （2022年4月1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

登録（契約）評価調査者による委託調査

11．評価方針

＜方針＞
事業所がそれぞれに持つ特徴や独自性を理解して評価します。
総合的・客観的に評価して、サービスの質の向上に貢献します。
＜特色＞
① 評価プロセスを大切にしてサポートします。
事業所に職員説明会などで、第三者評価の理解と具体的な進め
方を納得して取り組んでいただけるようにします。
② 第三者の参画により、気付きと改善意欲につながる評価に努め
ます。
③ 評価調査者は、福祉サービス第三者評価のみでなく外部評価、
指定管理者評価なども担当して、評価の資質向上に努めた者が
担当します。
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令和4年4月1日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ
会長
神野 毅
ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部
代表
野村 勉

平成17年 6月22日（初回）
担当部署：管理部
担当者名：金子 昭三
住所：〒220-0074 横浜市西区南浅間町8-22-207
電話：045-323-4711

４．評価機関所在地等

FAX：045-309-7401
Mail：info@nalc.kf-hyoka.jp
HP URL：https://nalc.kf-hyoka.jp

５．事務所の営業日及び営業
月曜日～金曜日（祝日を除く） 9：00～17：00
時間
６．評価実施サービス

推進機構が別に定める評価対象サービスによる

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

別紙のとおり

９．評価調査者数

53名 （令和4年 4月 1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

・公正・中立な第三者の立場から、皆さまのお話をよくお聞きして公平な評
価を行います。
・自己評価と第三者評価による気づきを通して更なるサービスの向上に貢献
します。
・対話を大切にした丁寧な調査で、事業所の自己評価をもとに納得のいく評
価をモットーにしています。
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2022 年 ６ 月 18 日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

株式会社 学研データサービス
代表取締役
矢野 佳作

2005 年 9 月 16 日
担当部署：R&C評価事業部
担当者名：寺田 道子
住所：〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町11-29横浜エムアイビル501号

４．評価機関所在地等

電話：045-313-9304
FAX：045-313-9318
Mail：randc@gakken.co.jp
HP URL：https://www.relief-c.co.jp/

５．事務所の営業日及び営業
9:00 ～ 17:00 (土・日曜日・祝祭日除く)
時間
６．評価実施サービス

児童分野、障害分野

７．評価事業の主な実施地域

主に横浜市、川崎市

８．評価料金

基本料金 30名まで 570,350(税込)、31～150名 621,500(税込)
※150名を超える場合は加算あり

９．評価調査者数

46

名 （ 2022 年 ６ 月 １８ 日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託

11．評価方針

１．施設の経営層の皆様に向けて
理念の実現や目標達成に近づくための気づきが得られるように、評価のプ
ロセスにていねいに関わり、施設の良い点、力を入れている取り組みを可
視化する評価をします。
２．職員の皆様に向けて
自信とやる気につながるように、日々の努力や取り組みをくみ上げる評価
をします。
３．利用者様に向けて
評価結果報告書を通じて、施設をより深く理解することができ、かつ施設
の選択時に役立つ情報を提供します。
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令和４（２０２２）年６月２１日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

公益社団法人神奈川県社会福祉士会

平成１７年 ９月１６日
担当部署：福祉サービス第三者評価事業部
担当者名：委員長 杉山幸雄

事務局担当：菅野美和子

住所：〒221-0825
横浜市神奈川区反町３－１７－２ 神奈川県社会福祉センター4階
４．評価機関所在地等

電話：０４５－３１７－２０４５
FAX：０４５－３１７－２０４６
Mail：jimu@kacsw.or.jp
HP URL：http://www.kacsw.or.jp

５．事務所の営業日及び営業
平日 月～金 （９：００～１７：００） ※土日祝：休
時間
６．評価実施サービス

保育 高齢 障害

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

グループホーム14,300円
保育・高齢・障害分野 440,000円 ※税込み

９．評価調査者数

31名 （２０２２年６月１日現在）

10．評価調査者の雇用形態

登録制

11．評価方針

○公益社団法人神奈川県社会福祉士会では、社会福祉士の職能団体とし
ての専門性を活かし、どの分野においても権利擁護の視点を大切に、
第三者評価事業の取り組みにより、神奈川の福祉の質の向上に繋がる
ことを目指しています。
◯神奈川県全域で、受審事業所の発展を基本に展開します。
○鍵となる訪問調査には、専門的な知識や経験に裏打ちされた調査員が
訪問するよう重点を置いています。
○評価決定は、委員が公正かつ慎重丁寧に審議決定し、最終結果をかなが
わ福祉サービス第三者評価推進機構と本会ホームページにて公表いたし
ます。
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2022 年 ４ 月

1日

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称 特定非営利活動法人 かながわアドバンスサポート
及び代表者
理事長 髙橋 榮一

２．推進機構
認証日
３．評価機関担
当部署等

平成１８ 年１０ 月２４ 日（初回）
担当部署：事務局
担当者名：安東 弘勝
住所：〒226―0025
横浜市緑区十日市場町1258番地
十日市場ヒルタウン14-1-207

４．評価機関所 電話：045－982-2290
在地等
FAX：03－6862－6719
Mail：silc.andou@gmail.com
HP URL：
５．事務所の営
事務所の営業日、営業時間 月曜日から金曜日 9時から17時（土曜日、日曜日、
業日及び営
祝日、年末年始は休日）
業時間
６．評価実施サ
高齢分野、保育分野
ービス
７．評価事業の
主な実施地 神奈川県全域
域
８．評価料金

別紙のとおり

９．評価調査者
数

１０ 名 （2022 年 4月 1日現在）

10．評価調査者
業務委託
の雇用形態
11．評価方針

サービスを提供する事業者がサービス提供上の問題点や課題を把握し、サービス
の質の向上に結び付ける評価を実施します。
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令和4年４月１日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

公益社団法人神奈川県介護福祉士会
コッシュイシイ美千代

２．推進機構認証日

平成２１年３月１６日

３．評価機関担当部署等

担当部署：福祉サービス第三者評価事業部
担当者名：梅田 滋
住所：〒221-0825
横浜市神奈川区反町３－１７－２ 神奈川県社会福祉センター内５階

４．評価機関所在地等

電話：０４５－３１９－６６８７
FAX：０４５－３２２－６６７８
Mail：info@kanagawa-accw.org
HP URL：http://www.kanagawa-accw.org

５．事務所の営業日及び営業
９：００～１６：００（土日祝日、年末年始を除く）
時間
６．評価実施サービス

高齢、障害、児童、保護分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県内全域

８．評価料金

別掲

９．評価調査者数

１８名 （令和４年４月１日現在）

10．評価調査者の雇用形態

担当訪問調査ごとの雇用

11．評価方針

福祉の専門職能団体として、受審事業所の日ごろの取り組みを評価し、さら
なる「気づき」が生まれる場としていきます。職員の皆様が提供しているサ
ービスの確認や振り返り、努力していること、工夫していることを評価につ
なげ、サービスの質のさらなる向上を支援します。また、統一した評価項目
の他に、独自項目（発展的評価項目、課題抽出項目）を用意して、活用をす
すめています。
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2022年

5月

1日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター
代表 豊田宗裕

2012 年 12 月 12 日
担当部署：福祉サービス第三者評価担当
担当者名：武田千香恵 柿沼陽子
住所：〒231-0013
横浜市中区住吉町2-17金井ビル201号室

４．評価機関所在地等

電話：045-228-9117
FAX：045-228-9118
Mail：hyoka＠yresearch-center.jp
HP URL：http://www.yresearch-center.jp

５．事務所の営業日及び営業
月曜日～金曜日（祝日を除く） 9:30～17:30
時間
６．評価実施サービス

高齢分野・障害分野・児童分野・保護分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県・東京都

８．評価料金

別紙のとおり

９．評価調査者数

28

名 （

2022年

5月

1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

【評価事業における私たちの姿勢】
・利用者本位のサービスは、職員の方々の日ごろの努力や苦労によって実現
されているものです。このことを念頭に、職員の方々が第三者評価の受審プ
ロセス（自己評価やヒアリング調査）を通じて、日ごろの取組みを振り返る
ことの支援をしていきます。
・また、事業者の皆さまと十分に対話を重ね、皆さまの「気づき」を少しで
も多く生み出せるよう、支援させていただきます。
・
「誠実さ、公正さ」と「専門性、客観性」を持ちつつ、
「事業所の現状を理解
し、職員の皆さんの思いに寄り添うこと」を重視して事業にのぞみます。
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２０２２年 ６月１４日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

日本会計コンサルティング株式会社
代表取締役 吉岡 和守

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

平成２６年 ９月 ３日
担当部署：コンサルティング部
担当者名：菊池 大輔
住所：〒105-7110
東京都港区東新橋1-5-2汐留 シティセンター10階

４．評価機関所在地等

電話：03-4363-2597
FAX：03-4363-4087
Mail：d.kikuchi@j-consul.jp
HP URL：https://j-consul.jp/

５．事務所の営業日及び営業
平日９：００～１７：００
時間
６．評価実施サービス

全分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

主に６０万円程度

９．評価調査者数

１２名 （2022年 ６月 １４日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

一般法人をはじめ医療機関、社会福祉法人などのヘルスケア業種を特化分野
としております。税理士・社会保険労務士・中小企業診断士及び福祉専門分
野として介護支援専門員等豊富な経験と知識を有し、多くの福祉関連法人の
経営に関与し、施設に訪問しています。
「第三者評価」においては、社会福祉
法人に対する豊富な経験を持つ評価者が、各福祉サービスの評価に当ります。
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2022年6月20日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

ソキウスコンサルテーションズ株式会社
長谷川 幹

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

平成 27年5月 18日

担当部署：第三者評価事務局
担当者名：星加 修
住所：〒243-0004
厚木市水引1-9-14

４．評価機関所在地等

電話：046-221-1328
FAX：046-224-2561
Mail：kanagawahyouka@kcpao.com
HP URL: https://www.kcpao.com/socius/index..html

５．事務所の営業日及び営業
月曜日～金曜日 9:00 ～ 18:00 （祝祭日・年末年始をのぞく）
時間
６．評価実施サービス

保育・高齢・障害分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

標準的な金額￥430，000円（個別見積り対応します）

９．評価調査者数

20 名 （2022年 6月 20日現在）

10．評価調査者の雇用形態

非常勤

11．評価方針

福祉サービス第三者評価が真に役立つ、愛ある評価であると実感していただ
けるよう努めます。
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2022年5月20日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

横浜サステナビリティ研究センター有限責任事業組合
センター長 藤﨑 晴彦

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

2016年10月4日
担当部署：第三者評価事業部門
担当者名：藤﨑 真規
住所：〒231－0012
横浜市中区相生町三丁目61番泰生ビル2Ｆ

４．評価機関所在地等

電話：070-4033-2577
FAX：045-350-6499
Mail：ysusrc@kki.biglobe.ne.jp
HP URL：https://ysusrc.jp

５．事務所の営業日及び営業
平日 9:00～1７:00
時間
６．評価実施サービス

高齢・障害・児童・保護分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

別紙のとおり

９．評価調査者数

4名 （2022年5月20日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託

11．評価方針

福祉問題が国家的問題になっていますが、私どもはこれからの福祉施設の運
営は質の向上こそが課題であると考えております。私どもはCSR（事業の社
会的責任）およびサステナビリティ（持続可能な組織運営）の活動を推進
する評価機関として、経験豊富な評価調査員が多様な専門知識を活かしなが
ら客観的かつ丁寧に第三者評価を実施します。福祉の現場や職員、スタッフ、
利用者ならびにご家族の皆様の姿を熱い視線でとらえるとともに、事業者様
が強み・弱みに気づき、課題の発見からサービスの質の向上に繋げられるよ
う促進し、利用者のサービス選択を支援するような評価報告書をご提供いた
します。
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令和4年

6月 17日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

一般社団法人 日本保育者未来通信
代表理事 清水 友康

平成29年 9月7日
担当部署：第三者評価事業部
担当者名：蒲地 直美
住所：〒211-0044
神奈川県川崎市中原区新城2丁目10番10号

４．評価機関所在地等

電話：044-797-0760
FAX：044-797-0761
Mail：info@hoikusya.jp
HP URL：http://hoikusya.jp/

５．事務所の営業日及び営業
月曜日～金曜日（土・日曜日、祝祭日を除く）10:00～18：00
時間
６．評価実施サービス

児童分野（保育）

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

394,950円（税込み）
※定員数によって変動あり

９．評価調査者数

8名 （令和4年 4月 1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

【基本方針】
・事業者の日ごろの努力や苦労を十分に理解したうえで、評価活動を行いま
す。
・事業者との丁寧な対話の中で、新たな気づきや強みを発見できるよう支援
させ
ていただきます。
・事業所のより良いサービスにつながるよう、その後に活用できる評価報告
書を作成いたします。
【評価機関の特徴】
・私たちは、
“一人ひとりの子どもたちが心から輝き、一人ひとりの保育者が
心から輝く社会を創る”に賛同した保育者が集まり結成した法人です。保育
経験者をはじめ、保育に関する有識者が在籍しております。第三者評価を通
して、事業所にかかわるすべての人の生活がより輝くよう支援させていただ
きます。
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２０２２年６月１日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

一般社団法人かわさき福祉相談センター
代表理事
中田 覚史

平成３０年１月２３日
担当部署：評価事業部
担当者名：理事 深澤 亮
住所：〒212-0015
神奈川県川崎市幸区柳町15-2 柳町フラット201

４．評価機関所在地等

電話：04４-223-7755
FAX：04４-223-7775
Mail：fukushi@soudan-assoc.com
HP URL：https://www.soudan-assoc.com/

５．事務所の営業日及び営業
月～金曜日（祝日、夏季、年末年始除く）8:30～17：30
時間
６．評価実施サービス

保育分野・障害分野

７．評価事業の主な実施地域

神奈川県全域

８．評価料金

事業所規模別料金（見積もりにより決定）

９．評価調査者数

７ 名 （令和４年６月１日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

基本方針：真に役立つフィードバック志向
① 利用者（保護者）アンケートは日本語・英語・中国語に対応
② 利用者・職員アンケートはスマホ・PC等からカンタンWeb回答
③ 事業所の自己評価のコメント欄記入をサポート
④ 調査員向けの自社マニュアルで評価の質を担保
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2022年6月22日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

シーズ・クリエーション合資会社
伊藤 一郎

令和2年

4月

1日

担当部署：かながわ第三者評価
担当者名：
住所：〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵2-6-33

４．評価機関所在地等

電話：0467-95-1990
FAX：0467-95-1990
Mail：info.cscrestion@gmail.com
HP URL：https@://www.cs-creation.com

５．事務所の営業日及び営業
月曜日～金曜日 10:00 ～ 7:00
時間
６．評価実施サービス

保育、障害（児）
、高齢

７．評価事業の主な実施地域

湘南地区、県西部

８．評価料金

依頼時に提示

９．評価調査者数

4名 （

令和４年4月 1日現在）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託

11．評価方針

利用者起点で気づきの発見に力を入れている
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令和４年 ６月 ２０日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

（株）第三者評価機構 神奈川評価調査室

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

（代表取締役 曽根真奈美）

令和２年４月１日
担当部署：本社事務部
担当者名：原﨑小百合
住所：〒214-0032
川崎市多摩区枡形２丁目１４ー６

４．評価機関所在地等

電話：(044)455-4651
FAX：(044) 455-4652
Mail：3hyouka@3hyouka.com
HP URL： 3hyouka.com

５．事務所の営業日及び営業 基本は月～金、１０時～１８時ですが、事業所のご要望に応じて土日・祝日、
時間外も稼働しています
時間
６．評価実施サービス

児童福祉法に基づく施設 / 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
老人福祉法及び介護保険法に基づく施設 / 生活保護法に基づく保護施設

７．評価事業の主な実施地域

県域

８．評価料金

３００，００円～５0０，０００円（消費税別途）
事業者のご要望に応じて工夫いたしますので、ご予算をお伝えください

９．評価調査者数

３ 名 （令和４年 ６月 ２０日現在）
※令和４年度新規評価調査者養成研修を２名受講中

10．評価調査者の雇用形態

正社員、委託契約

○事業所の都合に合わせた手作りの評価です
事業所の規模や形態も異なるため、実施期間や訪問日数などを画一的に
はしていません。事業所一つひとつ、カスタマイズすることで、事業所
の負担を減らすよう工夫しています

11．評価方針

○秀でている点を掘り起こし、明らかにします
改善向上点を明らかにするとともに、良い点や秀でている点を確実に掴
み、組織と職員の今後の活力となるよう支援しています
○国基準の評価方法を適切に実施しています
（前身の法人は平成１６年の指定を受け１８年の実績があります）評
価項目の着眼点に基づき、国基準の評価を適切に実施しています
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2022年5月11日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

株式会社プレパレーション
岡 知己

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

2022年4月1日
担当部署：
担当者名：
住所：〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島二丁目１１―２スカイメナー横浜５１９

４．評価機関所在地等

電話：045-550-5718
FAX：
Mail：k-hyouka@prep-web.com
HP URL：

５．事務所の営業日及び営業 9:00～18：00
※土日祝日を除いた平日
時間
６．評価実施サービス

保育分野

７．評価事業の主な実施地域

横浜、川崎

８．評価料金

44万円（税込）

９．評価調査者数

3名 （ 2022年4月1日現在 ）

10．評価調査者の雇用形態

業務委託契約

11．評価方針

現場に寄り添い、迅速かつ丁寧な評価を心がけております
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2022年5月16日現在

評価機関基本情報報告書
１．評価機関名称及び代表者

２．推進機構認証日
３．評価機関担当部署等

株式会社 評価基準研究所

R4年4月1日
担当部署：
担当者名：
住所：〒101-0047
東京都千代田区内神田3-2-14 コスモスビル２階

４．評価機関所在地等

電話： 03-3251-4150
FAX： 050-3737-0943
Mail： jin@ires.co.jp
HP URL： https://ires.co.jp/

５．事務所の営業日及び営業
時間

月曜～金曜 10：00～17：00

６．評価実施サービス

児童福祉（認可保育所、認定こども園）

７．評価事業の主な実施地域

東京都、神奈川県、福岡県、長崎県 ほか

８．評価料金

600,000円程度(税込)

９．評価調査者数
10．評価調査者の雇用形態

11．評価方針

2 名 （ R4年 5 月 25日現在）
委託契約
弊社は、高い理念を実現しようとする志の高い法人のみを支援したいと考
えています。従って、弊社が業務受託する企業や法人は、目指すサービスを
より高めたいと考える企業や法人のみに限定し、形式的な評価を求めるクラ
イアントからの評価委託を受けることは一切ありません。また評価結果報告
書の質には、徹底的にこだわります。
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