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1 07-a00001 ａ 組織運営系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 知的障害者授産施設　理事兼施設長

2 07-a00002 ａ 組織運営系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 高齢者福祉施設　施設長

3 07-a00003 ａ 組織運営系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 介護老人保健施設　課長　・介護支援専門員　・看護士

4 07-a00009 ａ 組織運営系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 保育園　理事、理事長　・保育士　・社会福祉士

5 07-a00010 ａ 組織運営系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・NPO法人 事務局長　・社会福祉士　・訪問介護員１級

6
16-a00044
07-b00007

ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・児童相談所勤務（児童福祉業務に従事）　・社会福祉士

7 07-b00011 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・介護サービス事業所　介護支援専門員、生活相談員　・介護支援専門員

8 07-b00017 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・医療ソーシャルワーカー（病院勤務)
・社会福祉士

9 07-b00018 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・特別養護老人ホーム　生活相談員、副施設長兼務　・社会福祉士　・介護支援専門員

10 07-b00019 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人　介護保険総合ケアセンター　・社会福祉法人　相談員　・社会福祉士

11 07-b00020 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・特別養護老人ホーム　相談員　・社会福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員

12 07-b00021 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 社会福祉事業団　保育士　・保育士

13 07-b00023 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉事務所　・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護支援専門員

14 07-b00027 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉法人 社会福祉事業団（知的障害児通園施設等勤務)
・財団法人 市民福祉サービス公社　・社会福祉法人 福祉サービス協会
・社会福祉士　・保育士　・養護学校教諭１級普通免許

15 07-b00029 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人 重症心身障害児施設　児童指導員　・社会福祉士　・社会福祉主事

16 07-b00030 ｂ 福祉系 平成19年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉法人　支援相談員、介護支援専門員　・社会福祉士　・介護支援専門員

17
12-a00020
12-b00051

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・福祉士事務所　・保育所長　・社会福祉士

18 12-b00033 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士

19 12-b00035 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・介護福祉士　・准看護師　・社会福祉士　・精神保健福祉士

20 12-b00036 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・母子指導員　・社会福祉士　・介護福祉士

21 12-b00040 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・介護サービス事業所 サービス提供責任者　・介護福祉士　・社会福祉士

22 12-b00041 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・営利法人 福祉企画室 部長　・社会福祉士事務所　・精神保健福祉士
・介護福祉士　・介護支援専門員　・社会福祉士

23 12-b00043 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・医療ソーシャルワーカー　・介護老人保健施設 相談員　・社会福祉士　・看護師
・保健師　・介護支援専門員

24 12-b00044 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・医療ソーシャルワーカー　・社会福祉士

25 12-b00045 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・スクールソーシャルワーカー　・軽費老人ホーム生活相談員　・社会福祉士

26 12-b00046 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・小児病院看護師　・ホームレス支援相談員　・社会福祉士　・看護師

27 12-b00047 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・保育士　・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護支援専門員

28 12-b00049 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・介護支援専門員　・医療ソーシャルワーカー 地域連携室 室長

29 12-b00052 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・救護施設 生活指導員　・特別養護老人ホーム 相談員　・社会福祉士
・精神保健福祉士　・介護支援専門員

30 12-b00053 ｂ 福祉系 平成24年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・特別養護老人ホーム相談員　・居宅介護支援事業者　・介護支援専門員
・長期入院患者社会復帰支援事業　・社会福祉士　・精神保健福祉士

31
14-a00021
14-b00055

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士
・グループホーム管理者　・通所介護管理者

32
14-a00022
14-b00057

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・介護支援専門員　・主任介護支援専門員　・社会福祉主事
・介護老人保健施設

33
14-a00024
14-b00062

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士 　・社会福祉主事
・社会福祉法人保育園施設長

34
14-a00026
14-b00069

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・訪問介護員　・福岡県外部評価調査員
・ＮＰＯ法人理事

35
14-a00027
14-b00074

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・福岡県外部評価調査員
・ＮＰＯ法人事務局長

36
14-a00028
14-b00075

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・福岡県外部評価調査員　・北九州市介護サービス評価事業調査員
・ＮＰＯ法人理事　・株式会社専務取締役

37
14-a00029
14-b00076

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・福岡県外部評価調査員　・北九州市介護サービス評価事業調査員
・ＮＰＯ法人理事長　・株式会社代表取締役

38
14-a00033
14-b00083

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・社会福祉士　・介護支援専門員
・介護付有料老人ホーム

39
14-a00034
14-b00085

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・介護支援専門員
・グループホーム　・小規模多機能型居宅介護

40 14-b00054 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・介護支援専門員
・介護老人保健施設　・グループホーム

41 14-b00056 ｂ 福祉系 平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・保育士

福岡県福祉サービス第三者評価調査者登録名簿
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42 14-b00059 ｂ 福祉系 平成26年度
特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護支援専門員

43 14-b00061 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護支援専門員

44 14-b00063 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・精神保健福祉士　・保育士

45 14-b00064 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・介護支援専門員　・介護認定審査員　・介護認定調査員
・介護付有料老人ホーム

46 14-b00065 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・介護支援専門員
・特別養護老人ホーム

47 14-b00066 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員　・保育士

48 14-b00070 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員　・認知症介護指導者

49
22-a00066
14-b00071

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員　・社会福祉主事

50 14-b00072 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士
・通所介護相談員

51 14-b00073 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員

52 14-b00080 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・介護支援専門員

53 14-b00082 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士
・ＮＰＯ法人理事　・社会福祉士事務所代表

54 14-b00084 ｂ 福祉系 平成26年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・精神保健福祉士　・保育士

55 14-b00086 ｂ 福祉系 平成26年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・看護師　・介護支援専門員
・介護老人保健施設

56 15-a00035 ａ 組織運営系 平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・介護支援専門員　・介護福祉士

57 15-b00089 ｂ 福祉系 平成27年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・社会福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員

58
15-a00037
15-b00090

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護福祉士
・障害者福祉施設　管理者

59 15-b00091 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　・介護支援専門員
・専門学校　講師

60 15-b00092 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員　・社会福祉主事

61 15-b00093 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員

62
15-a00038
15-b00095

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員

63 15-b00097 ｂ 福祉系 平成27年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・介護福祉士

64 15-b00098 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員　・保育士

65 15-b00099 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員
・障害者地域生活支援センター　相談支援専門員

66 15-b00100 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員
・障害者支援施設　支援員

67 15-b00101 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・精神保健福祉士
・保育士養成施設　非常勤講師

68 15-b00102 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士
・通所介護　管理者

69
15-a00040
15-ｂ00104

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士
・児童養護施設　指導員　・障害者支援施設　生活支援員

70 15-b00107 ｂ 福祉系 平成27年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・保育士

71 15-b00108 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士

72 15-a00043 ａ 組織運営系 平成27年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・介護支援専門員
・病院　事務長

73 15-b00110 ｂ 福祉系 平成27年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員

74 15-b00111 ｂ 福祉系 平成27年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・保育士　・社会福祉主事

75
16-a00045
16-b00113

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・生活相談員　・有料老人ホーム　施設長

76
16-a00046
16-b00114

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成28年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護保険事業　代表取締役

77 16-b00115 ｂ 福祉系 平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・養護学校教諭一種免許　・通所介護事業所生活相談員

78 16-b00116 ｂ 福祉系 平成28年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　・介護支援専門員

79
16-a00047
16-b00117

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・介護支援専門員　・有限会社代表取締役

80 16-b00118 ｂ 福祉系 平成28年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・社会福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員
・保育士　・調理師　・幼稚園教諭

81 16-b00119 ｂ 福祉系 平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護福祉士　・介護支援専門員　・相談支援専門員
・サービス管理責任者　・児童発達支援管理責任者　・ＮＰＯ法人理事長

82 16-a00049 ａ 組織運営系 平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・小学校校長
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83 16-b00121 ｂ 福祉系 平成28年度
特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・幼稚園教諭　・北九州シーダブル協会相談員

84
16-a00050
16-b00123

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

平成28年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・障害者支援施設　理事・施設長

85 17-b00124 ｂ 福祉系 平成29年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会
・社会福祉士　・介護支援専門員　・社会福祉主事
・障碍者相談支援事業　相談員

86 17-b00125 ｂ 福祉系 平成29年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　・精神保健福祉士　・介護支援専門員

87 17-b00126 ｂ 福祉系 平成29年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士

88 17-b00130 ｂ 福祉系 平成29年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会
・介護福祉士　　・介護支援専門員
・幼稚園教諭

89 17-b00131 ｂ 福祉系 平成29年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・介護福祉士　　・介護支援専門員

90 18-b00132 ｂ 福祉系 平成30年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士

91 18-b00133 ｂ 福祉系 平成30年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・保育士　　　・社会福祉主事

92
19-a00053
19-b00134

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　・施設長

93 19-b00135 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　・管理職

94 19-b00136 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　・施設長

95 19-b00137 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・介護福祉士　　　・統括

96 19-b00138 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士

97 19-b00139 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　

98
19-a00054
19-b00140

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　

99 19-b00141 ｂ 福祉系 令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　

100
19-a00055
19-b00142

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・社会福祉士　　　

101
19-a00056
19-b00143

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士　　　

102 19-a00057 ｂ 福祉系 令和元年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・社会福祉士　

103 19-a00063 ａ 組織運営系 令和元年度
特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士事務所勤務　

104 19-b00145 ｂ 福祉系 令和元年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・社会福祉士　・保育士　・介護福祉士　

105
19-a00058
19-b00146

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・評価機関事務局長　　

106
19-a00059
19-b00147

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・ＮＰＯ法人理事　　

107
19-a00060
19-b00148

ａ 組織運営系
ｂ 福祉系

令和元年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・ＮＰＯ法人理事　　

108 19-b00149 ｂ 福祉系 平成17年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士法人事務　　

109 19-b00150 ｂ 福祉系 平成18年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士法人事務　　

110 19-b00151 ｂ 福祉系 平成26年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・介護福祉士　・介護支援専門員

111 19-b00152 ｂ 福祉系 平成28年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・介護福祉士　・理学療法士

112 19-b00153 ｂ 福祉系 平成29年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士法人事務　　

113 19-a00061 ａ 組織運営系 平成29年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・組織運営

114 19-b00154 ｂ 福祉系 平成29年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・外部評価調査員　　

115 19-b00155 ｂ 福祉系 平成29年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士法人事務　・外部評価調査員　

116 19-b00156 ｂ 福祉系 平成29年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・社会福祉士　　

117 19-b00157 ｂ 福祉系 平成30年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・税理士法人事務　　

118 19-b00158 ｂ 福祉系 平成21年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・保育士　　

119 19-a00062 ａ 組織運営系 平成19年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・ＮＰＯ法人事務局長　　

120 19-b00159 ｂ 福祉系 平成19年度 特定非営利活動法人
福祉総合評価機構長崎事務所

・保育士

121 20-a00063 ｂ 福祉系 平成28年度 特定非営利活動法人
北九州シーダブル協会

・重度身体障がい者療護施設職員　・介護福祉士　・社会的養護第三者評価評価調査者

122 21-a00063 ａ 組織運営系 平成15年度 株式会社　評価基準研究所 ・評価機関代表者

123 21-b00162 ｂ 福祉系 平成29年度 株式会社　評価基準研究所 ・保育園園長
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124 21-b00164 ｂ 福祉系 令和2年度 株式会社　評価基準研究所 ・保育士　・幼保連携型認定こども園園長

125 21-b00165 ｂ 福祉系 令和2年度 株式会社　評価基準研究所 ・保育士

126 21-b00166 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・通所リハビリテーション生活相談員　・介護福祉士

127 21-b00167 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー・社会福祉士　・精神保健福祉士

128 21-b00168 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉協議会職員　・社会福祉士　・介護支援専門員

129 21-b00169 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・保育士養成校教員　・社会福祉士　・精神保健福祉士　・保育士

130 21-b00170 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・社会福祉士

131 21-b00171 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・グループホーム管理者　・社会福祉士　・介護支援専門員

132 21-b00172 ｂ　福祉系 令和3年度 公益社団法人　福岡県社会福祉士会 ・放課後等デイサービス支援員　・社会福祉士

133
21-a00064
21-b00173

ａ　組織運営系
ｂ　福祉系

令和3年度 公益社団法人　福岡県介護福祉士会 ・有料老人ホーム副施設長　・主任介護支援専門員　・介護福祉士

134 21-b00174 ｂ 福祉系 令和2年度 株式会社　評価基準研究所 ・保育園副園長　・小規模保育施設長　・保育士

135 21-a00065 ａ 組織運営系 令和3年度 株式会社　評価基準研究所 ・保育園園長

136 22-a00066 ａ 組織運営系 平成30年度 株式会社　評価基準研究所 ・認定こども園園長


