
平成29年度　評価者フォローアップ研修（専門コース）基本編
【児童福祉サービスの現状を学ぶ】

修了者一覧

1/3

認証機関番号 評価機関名 評価者番号

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H0306066

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H0601002

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H0601019

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H0702083

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H0801027

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H1101001

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H1102038

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H1401058

機構02-002 株式会社　地域計画連合 H1401063

機構02-003 特定非営利活動法人　市民シンクタンクひと・まち社 H0901001

機構02-004 特定非営利活動法人　メイアイヘルプユー H0404015

機構02-004 特定非営利活動法人　メイアイヘルプユー H0501008

機構02-004 特定非営利活動法人　メイアイヘルプユー H0801018

機構02-004 特定非営利活動法人　メイアイヘルプユー H1301010

機構02-009 特定非営利活動法人　ＮＰＯ専門職ネット H1501003

機構02-010 特定非営利活動法人　福祉経営ネットワーク H0802065

機構02-010 特定非営利活動法人　福祉経営ネットワーク H0803034

機構02-015 株式会社　日本生活介護 H1601018

機構02-017 特定非営利活動法人　ほいくオーアールジー H0602074

機構02-033 一般社団法人　日本福祉サービス評価機構 H0302033

機構02-047 公益社団法人　東京社会福祉士会 H1102002

機構02-048 公益社団法人　日本介護福祉士会 H1201058

機構02-052 特定非営利活動法人　医療・介護情報ネットワーク H0502012

機構02-052 特定非営利活動法人　医療・介護情報ネットワーク H1002033

機構02-052 特定非営利活動法人　医療・介護情報ネットワーク H1302032

機構03-060 公益社団法人　日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 H0601062

機構03-063 一般財団法人　八王子勤労者福祉会館 H1301004

機構03-063 一般財団法人　八王子勤労者福祉会館 H1601006

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H0803024

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H0902057

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1101008

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1102025

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1102033

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1102054

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1102055

機構03-081 特定非営利活動法人　福祉総合評価機構 H1102056

機構03-091 一般社団法人　アクティブ　ケア　アンド　サポート H0401029

機構03-091 一般社団法人　アクティブ　ケア　アンド　サポート H0701042

機構03-091 一般社団法人　アクティブ　ケア　アンド　サポート H1002021

機構03-104 公益社団法人　長寿社会文化協会 H0305082

機構03-104 公益社団法人　長寿社会文化協会 H1001094

機構03-104 公益社団法人　長寿社会文化協会 H1401001

機構03-109 株式会社　福祉規格総合研究所 H0301085
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機構03-109 株式会社　福祉規格総合研究所 H0401012

機構03-109 株式会社　福祉規格総合研究所 H1302019

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H0403003

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H0502011

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H0602015

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H0602017

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H0901084

機構04-111 特定非営利活動法人　ごとくの会 H1302041

機構04-114 株式会社　サンシャイン H1102034

機構04-118 日本介護情報機構　株式会社 H0901029

機構04-118 日本介護情報機構　株式会社 H0901030

機構04-118 日本介護情報機構　株式会社 H0901031

機構04-118 日本介護情報機構　株式会社 H1201029

機構04-118 日本介護情報機構　株式会社 H1302009

機構04-123 特定非営利活動法人　せたがや福祉サポートセンター H0403041

機構04-123 特定非営利活動法人　せたがや福祉サポートセンター H0801039

機構04-123 特定非営利活動法人　せたがや福祉サポートセンター H1201007

機構04-123 特定非営利活動法人　せたがや福祉サポートセンター H1601066

機構04-124 特定非営利活動法人　関東シニアライフアドバイザー協会 H1601082

機構04-133 有限会社　第一福祉マネジメント H0801078

機構04-133 有限会社　第一福祉マネジメント H1401048

機構05-149 株式会社　学研データサービス H0601020

機構05-149 株式会社　学研データサービス H0801052

機構05-149 株式会社　学研データサービス H0801070

機構05-149 株式会社　学研データサービス H0802009

機構05-149 株式会社　学研データサービス H0901057

機構05-149 株式会社　学研データサービス H1302034

機構05-149 株式会社　学研データサービス H1601068

機構05-151 特定非営利活動法人　市民福祉ネットワーク多摩 H0501041

機構05-151 特定非営利活動法人　市民福祉ネットワーク多摩 H1401035

機構05-155 特定非営利活動法人　福祉を支える友の会 H0501027

機構05-155 特定非営利活動法人　福祉を支える友の会 H0501043

機構05-155 特定非営利活動法人　福祉を支える友の会 H0502059

機構06-167 株式会社　ケアシステムズ H1501011

機構06-169 有限会社　エテルノ H0601040

機構06-169 有限会社　エテルノ H0802060

機構06-169 有限会社　エテルノ H1101048

機構07-172 合同会社　福祉経営情報サービス H1501012

機構07-177 特定非営利活動法人　福祉推進機構アシスト H0304038

機構07-178 日本コンサルティング　株式会社 H0801001

機構08-185 特定非営利活動法人　福祉経営研究会 H0601056

機構09-189 特定非営利活動法人　あす・ねっと H0803007

機構09-190 パブリックサービスＲ＆Ｃ　合同会社 H1401019
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機構09-193 株式会社　フィールズ H0502043

機構09-195 特定非営利活動法人　にこにこ福祉の会 H0302070

機構09-195 特定非営利活動法人　にこにこ福祉の会 H0302071

機構09-195 特定非営利活動法人　にこにこ福祉の会 H1001062

機構09-195 特定非営利活動法人　にこにこ福祉の会 H1501047

機構09-199 特定非営利活動法人　こどもプラットフォーム H1001034

機構10-202 株式会社　ジャパン・マーケティング・エージェンシー H1102001

機構10-202 株式会社　ジャパン・マーケティング・エージェンシー H1202010

機構10-203 一般社団法人　みんなの力 H1102015

機構12-212 一般財団法人　日本薬事法務学会 H1401074

機構12-215 一般財団法人　児童健全育成推進財団 H1201052

機構13-223 株式会社　シーサポート H0405018

機構13-224 特定非営利活動法人　ＳＩＭ H1401039

機構14-226 特定非営利活動法人　ＮＰＯとうきょう福祉サポート H0502057

機構16-234 株式会社　ＲＵＤＥＣ H0202121

機構16-234 株式会社　ＲＵＤＥＣ H0303066

機構16-234 株式会社　ＲＵＤＥＣ H0802005

機構16-234 株式会社　ＲＵＤＥＣ H0803019
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