神奈川県の第三者評価機関一覧
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

Ｒ-ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

＊
3 株式会社 フィールズ

特定非営利活動法人
ﾆｯﾎﾟﾝ・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ・ｸﾗﾌﾞ
4
ナルク神奈川 福祉サー
ビス第三者評価事業部

実施地域等

評価料金

【障害・高齢・保護】500,000円～
児童 横浜市及び横浜市周
〒231-0011横浜市中区太田町4-49 NGS横浜馬車道ビル802
*利用者人数に応じ見積り
障害 辺市町村
【児童分野：認可保育所】500,000円～600,000円
℡:045-222-6501 Fax:045-222-6502
高齢
*定員に応じ見積り
http://www.shimin-sector.jp/
保護
横
・障害者グループホーム150,000円

＊
2 株式会社

対象
分野

（認証順）

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8ＳＹﾋﾞﾙ２F
℡:045-319-0278㈹ Fax:045-319-0268
http://www.r-corp.jp/

【児童分野】350,000円
神奈川県全域（横浜
児童
（横浜保育室）300,000円
市,川崎市及び近隣
障害
【障害分野】一律350,000円
都市）
高齢
【高齢分野】一律350,000円（応相談）
横 川
・障害者グループホーム 99,000円

〒251-0024 藤沢市鵠沼橘1-2-7湘南リハウスビル3F
℡:0466-29-9430 Fax:0466-29-2323
http://www.fieldsshonan.jp/

児童
神奈川県全域
障害
高齢
横 川
保護

〒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/

【高齢分野】410,000円(税込)
児童 神奈川県全域（横浜
*100名規模を標準として相談
障害 市内に重点を置く) 【障害分野】380,000円(税込)
高齢
*50名未満規模を標準として相談
保護
横 川
【児童分野】 一律 360,600円(税込)
*園児150名以上の場合は20,000円増の380,600円

・250,000円～600,000円程度
*見積りにより決定
・障害者グループホーム：97,200円

＊ 〒221-0834 横浜市神奈川区台町11-29横浜ｴﾑｱｲﾋﾞﾙ501
(本部)〒141-0031東京都品川区西五反田8-1-13
℡:(本部)03-5436-8191
Fax:(本部)03-5487-8810
http://www.relief-c.co.jp/

5

株式会社
学研データサービス

6

公益社団法人
神奈川県社会福祉士会

7

公益社団法人
けいしん神奈川

＊ 〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2
℡:045-317-2045 Fax:045-317-2046
http://www.kacsw.or.jp/
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業ｾﾝﾀｰ2F
℡ :045-633-5163 Fax:045-662-5174
http://www.keieishindan.jp/

＊ 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生2-26-10神奈川事務所

児童 神奈川県全域
障害
高齢
横 川

・476,191円(税別)～:施設の規模や状況に応じて見積り
・障害者グループホーム：1居住190,477円(税別)

児童
障害 神奈川県全域
高齢

【児童分野（保育所）】350,000円（税別）
【障害・高齢分野】400,000円（税別）
・障害者グループホーム：130,000円（税別）

児童
高齢

神奈川県全域
横

川

【高齢分野】400,000円（標準的料金）
【児童分野（保育所）】300,000円～400,000円（標準的
料金）
*施設の規模や状況に応じ、契約時に相談の上決定

℡:080-1182-9420
http://www.active-cs.org/

児童 神奈川県全域
障害
高齢
横 川

特定非営利活動法人
介護の会 まつなみ

〒253-0022 茅ヶ崎市松浪1-1-12
℡:0467-57-5272 Fax:0467-57-5273
http://www.matsunami-k.com/

児童
【高齢分野】295,000円
横浜市・川崎市を除
障害
【障害分野】295,000円
く県域
高齢
【児童分野（保育所）】295,000円

特定非営利活動法人
NPO中小企業再生支援

〒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://www.npo-care.com/

児童
高齢

8

一般社団法人
ｱｸﾃｨﾌﾞ ｹｱ ｱﾝﾄﾞ ｻﾎﾟｰﾄ

9

10

神奈川県全域
横

川

（神奈川支部）〒244-0804 横浜市戸塚区前田町508-7-309
児童
（本部）〒150-0011 東京都港区芝公園2-6-8
神奈川県全域
障害
日本女子会館１階
高齢
川
℡:03-5405-1501 Fax:03-5405-1502
保護
http://www.wac.or.jp/

公益社団法人
11 長寿社会文化協会

（通称：ＷＡＣ）

＊ 〒231-0002

【高齢分野】500,000円から別途見積り
【児童分野（保育所）】400,000円から別途見積り
・障害者グループホーム：150,000円から別途見積り

【高齢分野】350,000円～600,000円（50人規模）
【児童分野（保育所）】280,000～360,000円

・250,000～500,000円
*施設の規模、状況、事業者の希望等に応じて見積もり

12

公益社団法人
神奈川県介護福祉士会

児童
障害 神奈川県全域
高齢

【児童分野（保育所）】350,000円(税別）
【障害・高齢分野】400,000円（税別）
・障害者グループホーム：130,000円（税別）

13

株式会社
ケアシステムズ

児童
神奈川県全域
障害
高齢
横 川
保護

・300,000円～600,000円
*施設の規模、状況に応じて見積り
・障害者グループホーム：100,000円

横浜市中区海岸通4-23 マリンビル305
℡ :045-319-6687 Fax:045-222-6676
http://www.kanagawa-accw.org/
〒225-0013 横浜市青葉区荏田町110メゾンハイネス103
＊ ℡:080-3401-7845
本部:℡03-3511-5035 Fax03-3511-5036
http://www.care-systems.jp

特定非営利活動法人 ＊ 〒231-0013
15 よこはま地域福祉研究

センター

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/
〒231-0023 横浜市中区山下町1番地シルクビル

16

ビューローベリタスジャ ℡:045-664-3831 Fax:045-664-2071
本部℡:03-5573-8686 Fax:03-3505-3389
パン株式会社

http://www.bvjc.com/CTC-Business/WES/

＊

児童
【高齢分野】定員60名 400,000円（税別）
横浜市および横浜市
障害
【障害分野】定員60名 400,000円（税別）
周辺市町村
高齢
【児童分野】定員60名 380,000円（税別）
横 川
保護
・障害者グループホーム1住居あたり100,000円（税別）
神奈川県全域
児童 （川崎市は除く)
横
児童
障害 神奈川県全域
高齢 横
保護

【児童分野】
・1～100名 500,000円（税別）
・101名以上 550,000円（税別）

【児童・高齢・障害・保護施設】
・400,000円(税別）～

17

日本会計コンサルティン 〒252-0216 相模原市中央区清新6-12-21
℡:042-810-5567 Fax:042-810-5596
グ株式会社
http://www.yoshioka-group.jp/

18

ソキウスコンサルテー
ションズ株式会社

〒220-0023 横浜市西区平沼1-2-20-1409
℡：045-594-8264 Fax：045-594-8364

児童
障害 神奈川県全域
高齢
保護

19

横浜市立大学CSRセン
ター有限責任事業組合

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2
℡：070-4033-2577 Fax：045-777-7257
http://ycucsr.jp/

横浜市を中心として
【児童分野】
児童 神奈川県全域
・約500,000円
横

20

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/

児童

横浜市・川崎市

【児童・高齢・障害・保護施設】（標準価格）
・516,000円(税別)

【児童分野】
・394,950円

※ 上記表の料金は標準的な料金です。詳しくは各評価機関にお問合せください。
※ 実施地域等の欄に表示されている 横 は横浜市の、川 は川崎市のそれぞれ指定評価機関であることを表しています。
※ 評価機関名の右肩に＊記号の付いている評価機関は、障害者グループホーム（共同生活援助）の第三者評価実施評価機関です。
※ No.14の評価機関（合同会社

評価市民・ネクスト）は現在受付業務休止中のため掲載をしておりません。

（平成29年9月現在）

