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資格 社会福祉士／保育士／介護福祉士／介護支援専門員
愛福評07008 特別養護老人ホーム（５年）、県社会福祉協議会（２３年）、県社会福祉協議会職
員
資格 看護師／学識経験／組織運営管理
愛福評08001
市社会福祉協議会等の看護師、大学付属高等看護学校・福祉系専門学校・福祉系大
全国Ｈ20-33
学講師等（３９年）を歴任、大学教授
資格 介護福祉士／介護支援専門員／社会福祉主事
愛福評08003 特別養護老人ホーム（２３年）、特別養護老人ホーム主任介護職、部長職等を歴
任、高齢者福祉施設長
資格 保育士／組織運営管理
愛福評08005 法人立保育園（１１年）、公立保育園（２３年）、主任保育士等（２９年）を歴
任、市立保育園長
資格 保育士／幼稚園教諭／組織運営管理
愛福評08006
法人立保育園、公立保育園、主任保育士等（２９年）を歴任、市立保育園長
資格 心理療法士／相談支援専門員／高等学校教諭／組織運営管理
教職員（１０年）、医療法人立病院心理職（３年）、精神障害者社会復帰施設（９
愛福評09002
年）、障害者施設管理者（８年）等、市教育委員会スクールソーシャルワーカー、
大学非常勤講師等を歴任、社団法人代表理事
資格 社会福祉士／介護福祉士／組織運営管理
愛福評09003
障害者支援施設（２８年）、主任指導員、副施設長等を歴任、障害者支援施設長
資格 保育士／組織運営管理
愛福評09005 法人立保育園（６年）、公立保育園（２３年）、主任保育士（１４年）等を歴任、
市立保育園長
資格 社会福祉主事／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評10001 財団法人立病院（１７年）、老人保健施設、特別養護老人ホーム（２５年）、主任
生活相談員等（１６年）を歴任、特別養護老人ホーム施設長、社会福祉法人理事長
資格 社会福祉士／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評10002 特別養護老人ホーム、財団法人立病院等（６年）、在宅介護支援センター、居宅介
護支援事業所等（２７年）、特別養護老人ホーム事務長等を歴任
資格 社会福祉士／介護福祉士／介護支援専門員
愛福評10004 特別養護老人ホーム（１９年）、特別養護老人ホーム主任生活相談員、部長職等を
歴任
資格 社会福祉主事
愛福評11003
特別養護老人ホーム（２７年）、事務職員等を歴任、特別養護老人ホーム副施設長
資格 保育士／組織運営管理
愛福評11004
法人立乳児保育園、主任保育士等（３２年）を歴任、法人立保育園長
資格 社会福祉士／組織運営管理
愛福評11006
県社会福祉協議会（３６年）、保育所・児童養護施設・高齢者施設職員等のサービ
全国SK18267
ス向上研修会の企画運営を担当、県社会福祉協議会職員
資格 社会福祉士／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評12022 市社会福祉協議会（２７年）、部長職等を歴任、大学非常勤講師、社会福祉士事務
所長
資格 社会福祉士／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評12024 障害者支援施設（２９年）、主任生活支援員、副施設長等を歴任、障害者支援施設
長
資格 介護福祉士／社会福祉主事
愛福評12025 老人保健施設（４年）、訪問介護事業所等（６年）、県社会福祉協議会介護実技普
及指導員等を歴任、大学非常勤講師
資格 社会福祉士／組織運営管理
全国SK2019019 県社会福祉協議会（３９年）、保育所・児童養護施設・高齢者施設職員等のサービ
ス向上研修会の企画運営を担当、県社会福祉協議会職員
資格 社会福祉士／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評13006 特別養護老人ホーム（２０年）、生活相談員、副施設長等を歴任、高齢者福祉施設
長
資格 看護師／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評13007 財団法人立病院等（２３年）、特別養護老人ホーム（６年）、特別養護老人ホーム
施設長等を歴任、介護事業株式会社代表取締役

資格 社会福祉士
愛福評13009 県社会福祉協議会（２６年）、保育所・児童養護施設・高齢者施設職員等のサービ
ス向上研修会の企画運営を担当、県社会福祉協議会職員
資格 社会福祉士／介護支援専門員／主任介護支援専門員
愛福評13010 市社会福祉協議会、在宅介護支援センター、地域包括支援センター等（１５年）、
主任介護支援専門員等を歴任
資格 作業療法士／介護支援専門員／主任介護支援専門員／組織運営管理
愛福評14007 医療法人立病院、特別養護老人ホーム等（３０年）、介護・リハビリテーション事
業株式会社代表取締役
資格 中学校教諭／高等学校教諭／組織運営管理
愛福評 15004 障害者支援施設（２３年）、主任生活支援員、課長職等を歴任、大学非常勤講師、
障害者支援事業所長
資格 社会福祉士／保育士／幼稚園教諭／組織運営管理
全国 SK18268 児童養護施設（３２年）、主任児童指導員、被虐待児個別対応職員、基幹的職員等
を歴任、児童養護施設副施設長
資格 社会福祉士／中学校教諭／高等学校教諭
全国SK2019020
児童養護施設（２０年）、大学非常勤講師等を歴任、ファミリーホーム代表
資格 保育士／幼稚園教諭
愛福評16005
法人立幼稚園（６年）、市立保育園（１４年）、主任保育士等（４年）を歴任
資格 保育士／幼稚園教諭／小学校教諭
愛福評16006 法人立幼稚園（１３年）、法人立保育園（１１年）、県保育専門職員等（２１年）
を歴任
資格 社会福祉主事
愛福評 16007 県社会福祉協議会（２１年）、高齢者施設職員等のサービス向上研修会の企画運
営、地域生活定着支援センター事業等を担当、県社会福祉協議会職員
愛福評 17002 資格 社会福祉士／精神保健福祉士／介護支援専門員
全国 S18135 医療法人立病院（７年）、居宅介護支援事業所（５年）、県社会福祉協議会職員
資格 組織運営管理
愛福評 17003
特別養護老人ホーム（２年）、障害者支援施設（１３年）、障害者支援施設長
資格 保育士／産業カウンセラー／組織運営管理
愛福評 17004 公立保育園（３５年）、保育園長等（２２年）を歴任、株式会社立認定こども園園
長
資格 保育士／組織運営管理
愛福評 18002 公立保育園（４年）、法人立保育園（３９年）、主任保育士、保育園長等（１６
年）を歴任、法人立認定こども園園長
資格 社会福祉士／組織運営管理
愛福評 18003 児童相談所等（１９年）、児童福祉司、知的障害者福祉司、児童支援専門員、児童
相談所所長等を歴任
資格 社会福祉士／介護支援専門員／組織運営管理
愛福評 18004
特別養護老人ホーム等（３６年）、特別養護老人ホーム施設長
資格 社会福祉士／介護福祉士／介護支援専門員／社会保険労務士／組織運営管理
愛福評 18005
医療法人・社会福祉法人等職員（８年）、社会保険労務士法人会社代表
資格 保育士／組織運営管理
愛福評 18006 公立保育園（４２年）、主任保育士、保育園長等（１１年）を歴任、医師会立保育
園長
資格 介護福祉士／介護支援専門員
愛福評 18007
社会福祉法人等職員（１７年）、県社会福祉協議会職員
資格 社会福祉士／精神保健福祉士
全国 S2019058
児童養護施設（２２年）、基幹的職員等を歴任
資格 幼稚園教諭／保育士
愛福評 19001
私立幼稚園（１３年）、公立保育園（１７年）、主任保育士等（２２年）を歴任
資格 理学療法士／介護支援専門員
愛福評 19002 医療法人立病院（３年）、老人保健施設職員（２６年）、県社会福祉協議会介護実
技普及指導員等を歴任、特別養護老人ホーム施設長
資格 介護福祉士／社会福祉主事
愛福評 19003
税理士事務所（１２年）、社会福祉法人等職員（８年）、社会福祉法人監査部門長
資格 社会福祉士
県社会福祉協議会（２６年）、保育所・児童養護施設・高齢者施設職員等のサービ
愛福評 19004
ス向上研修会の企画運営、地域生活定着支援センター事業等を担当、県社会福祉協
議会職員
資格 社会福祉士
愛福評 19005 県社会福祉協議会（１０年）、高齢者施設職員等のサービス向上研修会の企画運
営、地域生活定着支援センター事業等を担当、県社会福祉協議会職員
資格 社会福祉士／介護福祉士／健康運動指導士 等
愛福評 20002
高齢者福祉施設・障害者支援施設 等（１１年）、特別養護老人ホーム施設長
資格 保育士／介護福祉士
愛福評 20003
障害者支援施設 等（２１年）、障がい者支援施設園長
資格 保育士／幼稚園教諭２級
愛福評 20004
保育園勤務、保育園長（１６年）、保育園長
資格 介護福祉士／介護支援専門員
愛福評 20005
短期大学・大学（８年）、大学講師
資格 組織運営管理
愛福評 20006 管工事関係 理事 等（２３年）、一般社団法人代表理事（ファミリーホーム経
営）

第三者評価の手法

料金

別紙

手法に関する規程・標準的な評価の流れ

300,000 円（税込）

責任者職・氏名

評価に関する異議・苦情申立窓口

評価調査者の研修計画
評価結果の公表方法

第三者評価以外の主な業務内容

第三者評価の実績

・訪問調査時に実習調査者１名の受入れ及び事前提出資料３部作
成の場合は１割引。
・上記を満たし、１法人が単年度に３施設以上実施する場合は２
割引。
・利用者調査はオプションによる（1 件 200 円）。
事務局長 若藤 憲二

窓口担当者職氏名

調査支援課長
調査支援課主任

山田
葛本

真左紀
啓士

電話・ＦＡＸ番号

TEL 089-921-8353

電子メールアドレス

chousa@ehime-shakyo.or.jp

受付日及び時間

月～金：10時～17時（年末年始、祝日除く）

FAX 089-921-8939

現任調査者継続研修、評価調査者連絡会
愛媛県ＨＰ、ＷＡＭＮＥＴ（ワムネット）、県社協ＨＰ
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会は、昭和26年7月の設立以来、県内の社会福祉協議会等の
関係機関・団体と連携をとりながら、社会福祉にかかわる様々な課題の解決や福祉サービスの
向上などを目的とした広報・啓発、調査研究、講座・研修、ボランティア・市民活動の推進、
権利擁護、福祉人材の確保など、幅広い活動を行っている県域の団体で、以下に挙げる主な事
業等の運営を行っています。
・ボランティア・ＮＰＯに代表される市民活動への支援と協働、福祉教育の推進、各種助成事
業の周知と活用促進
・低所得世帯等に対する生活福祉資金等の貸付と償還業務等の実施
・福祉・介護人材確保にかかる職業紹介、介護支援専門員等の社会福祉事業従事者養成や資格
取得にかかる研修及び県民各層を対象とした研修・講座等の実施
・良質な福祉サービス提供に向けた苦情解決事業、地域密着型サービス外部評価事業の実施
・県内福祉団体（８種別協議会）の受託事務の実施
本会では、令和3年3月末時点で計223施設（複数回受審施設を含む）の評価実績があります。主
な内訳としては、保育施設（67）、高齢者福祉施設（90：併設型事業所（訪問・通所介護）
を含む）、障がい者・児施設（21）、救護施設（8）、児童養護施設（28）・その他社会的養護
関係施設（9）です。

事業実施にかかる規程等

運営規程、実施要領、倫理規程及び守秘義務に関する規程、苦情解決に関する規程、第三者評
価委員会設置規程、評価の手法に関する規程等

評価機関自己ＰＲ欄

本会では、県域における地域福祉推進を目指す事業活動の一環として、福祉サービス第三者
評価事業を実施し、県民の福祉サービス利用環境の整備に取り組んでいます。
本事業については、福祉サービス事業者が提供する福祉サービスの質の向上を図り、福祉サ
ービス利用者の適切な事業者選択に資するためのサービス情報を提供することを目的として、
第三者の立場による専門的かつ客観的視点での公平・中立な調査・評価を行います。
本会における評価活動の特徴は、福祉サービス事業者との共同作業を基本とし、監査的では
なく、事業者の運営やサービスの実施にかかる質的な取組み状況について、対話を重視した双
方向的な調査・評価を行うものです。事業者にとっての伴走者として、事業所の積極的な努力
・創意工夫等の姿勢や取組みを前向きに評価し、事業者の福祉サービスの質向上に向けた後押
しやエンパワメントにつながる効果的かつ適正な評価活動を実施します。

評価機関に対する事業者評価

未だありません

