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平成２９年度 社会福祉法人大樹 事業報告 

 

●平成２９年度 概況報告 

平成２９年４月１日から、経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性の向上

等を目的とした新たな社会福祉法人制度がはじまった。 

本法人では平成２９年６月１７日の定時評議員会において、新たな理事・監事を

選任し、新役員体制下での業務執行を開始した。 

 今年度は、平成２７年度に策定した第２期３ヵ年業務行動計画（平成２７年度～

平成２９年度）の最終年度にあたり、職員が一丸となり、計画遂行・達成にむけ、

事業を実施した。 

法人の方針として、鶴見区の人口増加を背景に、障がい児者、家族、高齢者のニ

ーズが多様化していることから、こどもから大人、高齢者に至るライフステージや

軽度から最重度の障がいの状態に応じ、総花的にサービス提供体制を整備してきた

が、今年度は、特に高齢者事業において、上述した背景により、民間企業の参入促

進も大きく進み、鶴見市場地域ケアプラザで実施する認知症対応型通所介護事業等

の稼働率が低迷し、事業休止を決断するなど法人の施設、事業運営のあるべき姿や

長期的な針路について、抜本的な対策の必要性に直面した年度でもあった。 

  

●第２期三ヵ年業務行動計画：４つの重点目標に関する総括報告 

重点目標１：障がい者の施設サービスの展開 

就労支援事業の再編/ 

強化 

計画①：麦の家の移転検討（賃貸借契約期間への対応）  

対 応：平成３０年２月に麦の家（１号店）の賃貸借契

約を更に２年間更新することができた。 

移転については、引き続き検討を行うこととなった。 

計画②：就労継続 B型事業所の新規開設 

対 応：一般就労支援の強化及び工賃向上を目的に、横

浜市の施設整備補助金を得て、喫茶部門を併設した『麦

の家 2号店（従たる事業所）』（本町通１丁目）を平成２

８年１１月に開設した。  

計画③：就労移行支援事業の新規開設検討 

対 応：検討の結果、区、市内において株式会社等民間

企業の参入が進んでいることもあり、新規開設は当面見

合わせることとした。 

障がい者の住まいの整

備 

計画①：新規グループホームの開設（８館目） 

対 応：平成２７年７月に女性を対象とした「かりんの

家（定員５名）」を開設した。 

 また、仲介業者から、豊岡町周辺にグループホーム２

館の建築が可能な土地情報の提供があり、協議の上、平

成３０年度の横浜市のグループホーム設置公募に申請

した。結果、申請が受理され、平成３０年度内の整備に

向け準備に着手した。 
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計画②：「けやきハイツ」移転の検討 

対 応：居室の老朽化等が進んでいたため、賃貸借契約

の更新をせず、移転の可能性を含め所有者と協議を行っ

た。結果、所有者の負担により、居室の改装および消防

設備（スプリンクラー）の設置を行うことで合意ができ

たため、引き続きグループホームの運営を行うこととし

た。 

重度障がい者の活動支

援の強化 

計画①：幹生活介護事業所の定員増の検討 

対 応：法人型地域活動ホームの日中活動の役割、機能

等を踏まえ、定員増の検討を横浜市と共に実施したが、

結論は出ず、定員増には至らなかった。横浜市とは継続

して検討していくこととなった。 

計画②：江ヶ崎生活介護事業所の運営安定化 

対 応：平成２６年５月に開設以来、知的障がいを伴う

自閉症者が安心して過ごすことができる活動の場とし

て定着し、順調に利用者が増え、経営面においても安定

化を図ることができた。 

 

重点目標２：障がい児者の地域生活支援の充実 

当事者の生活支援 計画①：単身生活者等の仲間づくり支援 

対応：自立生活アシスタント登録者を主に、幹夏祭りへ

の出店や簡単な料理づくり等当事者勉強会のサポート

を定期的に行った。回数を重ねることで、顔なじみの関

係もでき、当事者同士のコミュニケーションも活発にな

った。 

計画②：住み慣れた地域での見守りシステムの構築 

対 応：身近な生活圏域の地域住民等や本人・家族を長

年知っている知人にもあんしんキーパーを依頼し、見守

りネットワークの構築を図った。しかしながら、ご本人、

家族から、地域住民の見守りに対する心理的な不安と負

担の声も聞くことができ、見守りネットワークにおける

課題ともなった。 

相談支援～地域展開の

強化 

計画①：基幹相談支援センターの開設と運営 

対 応：「地域における相談支援の中核的な役割を担う」

機関として、市内すべての社会福祉法人型地域活動ホー

ムに『基幹相談支援センター』が開設され、運営がはじ

まった。主任相談員を中心に、常勤専従相談員を６人（常

勤換算上）配置し、障がいのある方の総合相談の実施及

び地域の相談支援体制づくりに着手した。 

計画②：区自立支援協議会を通じてのネットワーク強化  

対 応：地域課題への対応として、鶴見区自立支援協議

会に「相談部会」「生活支援部会」「権利擁護部会」の３

つの専門部会を設置し、部会ごとによる地域関係機関、

事業所とのネットワーク化を推進した。 
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計画③：計画相談支援事業の推進 

対 応：平成 31年度からの区内計画相談 100％に向け、

計画相談室設置の準備を行ったが、人材の養成、配置等

が不十分であった結果、目標６０人の契約者に対し、２

３人の契約者にとどまった。 

在宅支援事業の再編 計画①：障がい者の訪問介護ニーズの見直しと市場分析

の実施 

対 応：行動障害を伴う知的障害者の社会参加、余暇活

動ニーズ対応と効率的な経営（利益率、採算性等）を協

議し、平成２７年９月から障害者総合支援法による行動

援護事業を開始した。 

また、行動援護ニーズ等の増加に合わせ、常勤ヘルパー

の強化（３人体制）を実施した。 

 

重点目標３：鶴見市場地域での総合的な支援展開 

～市場地域における地域包括ケアシステムの構築～ 

地域ケアプラザ機能の

拡充 

計画①：在宅医療・介護の連携強化とサービスの充実  

対応：医療依存度が高い利用者の在宅生活への対応を

図るため、居宅介護支援事業において主任ケアマネジ

ャーを配置し、２４時間連絡体制の整備を図った（特

定加算ⅱの取得）。 

計画②：地域での生活支援サービスの充実 

対 応：平成２８年 1 月から「介護予防・日常生活支

援総合事業」がスタートし、平成 29年度までに予防給

付のうちの訪問介護・通所介護について、市町村が地

域の実情に応じた取組みがされることとなった。 

鶴見市場地域ケアプラザでは、生活支援コーディネー

ター１名を配置し、包括支援センターを中心に、住民

を主体とした「互助」を含めた新しい地域づくりを進

めた。 

地域密着型介護事業の

検討 

計画①：法人運営による小規模多機能型居宅介護事業

等の是非検討 

対 応：認知症通所介護事業の稼働率の低迷もあり、

当面は、ケアプラザ内の介護保険事業の安定化に重点

を置き、新規事業の開設は実施しないこととした。 
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重点目標４：法人経営のさらなる基盤固め 

～社会福祉法人改革への的確かつ円滑な対応～ 

人材の育成 計画①：人材育成計画の策定及び運用 

対 応：優れた人材の育成や定着は、恒常的な人材不

足の中で、急務の課題で、事業推進会議や職場代表者

会議において、たびたび体系的な研修体系の必要性を

議論してきたが、計画策定までには至らなかった。今

後の検討とした。。 

計画②：将来を見据えた人事・給与制度の検討 

対 応：援助職の処遇向上として、特に一般職員のう

ち、社会福祉士等国家資格保有者に対して「資格手当

の増額」を実施した。また、子育て期にある職員が安

心して働くことができる環境づくりとして「育児短時

間制度」の取得期間を３歳から就学始期まで延長した

ことにより、制度を活用する職員が増加した。 

 また、国において進めている「同一労働同一賃金」

のガイドライン案が示されたが、未だ不確定な中で進

められていることもあり、国の動向を注視しながら、

今後取り組んでいく。 

財政基盤の強化 計画①：中期財務計画の策定 

対 応：ニーズの多様化に対し多角的な事業展開を図

ってきたが、高齢者事業の収支悪化や報酬改定もあり、

法人としての中期財務計画の策定には至らなかった。 

計画②：社会福祉充実残額への対応 

対 応：平成２８年度決算から「社会福祉充実残額」 

の算定がはじまったが、計算の結果「充実残額無し」 

となり、法人の内部留保は適正な状況となった。 

広報・情報公開の強化 計画①：「地域における公益的な取組み」の検討と発信 

対 応：法人として実施可能な「公益的な取組み」に 

ついて情報収集を行った。 

計画②：多様な情報発信媒体の検討 

対 応：ホームページを活用し、定款、財務諸表、事 

業報告、役員報酬基準等の情報公開を実施した。 

 また、優れた人材の確保のためにも、ホームページ 

をさらに改良していく必要性を確認し、平成３０年度 

以降に着手することとした。 
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●理事会、評議員会の開催 

（１）理事会開催について 

［第１回理事会］通算７７回 

日 時 平成２９年５月３１日（水曜日）午後 

場 所 鶴見ワークトレーニングセンター 

出席者 理事 ７人（定数８人）欠席１人 監事 2人 

おもな 

議事等 

① 平成２８年度社会福祉法人大樹事業報告 

② 平成２８年度決算報告及び監事監査報告について 

③ 定款変更について 

④ 役員選任候補者の決定について 

⑤ 役員報酬等基準に定める役員報酬総額の決定について 

⑥ 平成２９年度定時評議員会の招集について 

 

［第２回理事会］通算７８回 

日 時 平成２９年６月１７日（土曜日）午後 

場 所 寿楽 

出席者 理事 ６人（現在数８人）欠席 2人 監事 ２人 

おもな 

議事等 

① 理事長の選定について 

② 常務理事の選定について 

 

［第３回理事会］通算７９回 

日 時 平成２９年１１月５日（日曜日）午前 

場 所 リコービル２階（わたげ） 

出席者 理事 ５人（現在数 8人）欠席３人 監事 ２人 

おもな 

議事等 

① つるみ地域活動ホーム幹ショートステイ部分へのスプリンクラ

ー設置及び締結方法等について 

② 専任職員の賃金・手当に関する細則の改正について 

③ 育児休業等規程等の改正について 

 

［第４回理事会］通算８０回 

日 時 平成３０年３月１７日（土曜日）午前 

場 所 つるみ地域活動ホーム幹  

出席者 理事 ８人（現在数 8人） 監事 2人 

おもな 

議事等 

① 平成３０年度事業計画について 

② 平成３０年度収支予算について 

③ 専任職員就業規則の改正及びこの改正に伴い関連する規則等の

改正について 

④ 経理規程の改正について 

⑤ 平成２９年度第２回評議員会の招集について 
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（２）評議員会開催について 

［定時評議員会］通算４２回 

日 時 平成２９年６月１７日（土曜日）午前 

場 所 つるみ地域活動ホーム幹  

出席者 評議員 ７人（現在数９人）欠席２人 監事 １人 

おもな 

議事等 

① 平成２８年度決算報告及び監事監査報告について 

② 定款変更について 

③ 役員の選任について 

④ 役員等報酬規程について 

⑤ 役員等報酬基準に定める役員報酬総額の決定について 

 

［第２回評議員会］通算４３回 

               

※ゴシックは規程等の改正 

  

日 時 平成３０年３月２５日（日曜日）午前 

場 所 つるみ地域活動ホーム幹 食堂 

出席者 評議員 ９人（現在数９人） 監事 ２人 

おもな 

議事等 

① 平成３０年度事業計画について 

② 平成３０年度収支予算について 
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●理事、監事名簿 

 任期 平成２９年６月１７日～平成３１年６月定時評議員会終結時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●評議員名簿 

 任期 平成２９年４月１日～平成３３年６月定時評議員会終結時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  氏   名 

理事長 山本 一郎 

 常務理事 斉藤 達之 

理 事 橋口 紀枝 

理 事 簡  伸治 

理 事 栩木 保匡 

理 事 長崎 克一 

理 事 松村 順子 

理 事 成富 正信 

監 事 山越 明 

監 事 土谷 又司郎 

 氏   名 

評議員 宮本 豊子 

評議員 長谷山 景子 

評議員 小笠原 英晃 

評議員 後藤 博史 

評議員 晝間 靖裕 

評議員 岸本 進 

評議員 阿久津 敏 

評議員 小川 尚子 

評議員 坂爪 博 
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●法人概要 

（１）法人基本理念 

   ○地域で暮らす何らかの支援を必要とする障がい者・高齢者・児童等のひとり 

ひとりの権利を尊重し、自己決定を支援する。 

   ○住みなれた鶴見区という「地域（まち）」の中で安心して暮らせるよう支援

する。 

   ○障がい者・高齢者・児童やその家族の思いや願いに共感する姿勢を持ち、そ

の実現に努力する。 

   ○ノーマライゼーション原理に基づく共生社会の実現に努める。 

  

（２） 法人のあゆみ 

年  月  日 内   容   等 

平成 11年 11月 2日 横浜市から社会福祉法人の設立認可。（横浜市福監指令第

43号） 

平成 11年 11月 25日 法人設立登記日 

平成 12年 11月１日 身体障害者デイサービス（20 人/日定員）、知的障害者デ

イサービス（20 人/日定員）、一時ケア・ショートステイ

事業、おもちゃ文庫事業、余暇活動支援事業等を実施す

る「つるみ地域活動ホーム幹」の運営を開始。 

※デイサービス事業については、平成 15年 4月 1日に支

援費制度へ移行。 

平成 13年 10月 1日 「知的障害者自立生活アシスタント派遣事業」の受託。 

平成 13年 10月 15日 「障害者ケアマネジメント推進事業」を受託。（平成 14

年 2月 14日終了） 

平成 14年 7月 1日 「横浜市障害者等ホームヘルパー派遣（滞在型）事業」

を受託（平成 15年 4月 1日支援費制度へ移行） 

平成 15年 4月 1日 【支援費制度】居宅介護事業（身体・知的・児童）開始。 

事業所名称：ヘルパーステーション木の葉 

事業名称 事業所番号 

身体障害者居宅介護事業 14100100140112 

知的障害者居宅介護事業 14100200140111 

児童居宅介護事業 14100300140110 
 

平成 15年 4月 1日 【支援費制度】デイサービス事業（身体・知的）開始。 

事業所名称：つるみ地域活動ホーム幹 

事業名称 事業所番号 

身体障害者デイサービス事業 14100100177122 

知的障害者デイサービス事業 14100200177121 
 

平成 15年 4月 1日 重度重複障害者デイサービス事業を受託（5人/日定員 
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平成 16年 2月 1日 【支援費制度】 

知的障害者地域生活援助事業（グループホーム）開始。 

事業所名称：「樫の木ハイツ」（定員 5人） 

事業名称 事業所番号 

知的障害者地域生活援助事業 14100200528141 
 

平成 16年 4月 1日 鶴見区学齢障害児等余暇活動支援事業の実施。 

●平成 16年度余暇支援試行事業として“ワン・ピース！”

を実施。 

 ※報告書「気軽に出かけたい、遊びたい」を作成。 

●平成 17年度余暇活動支援試行事業として“ふしぎなポ

ケット”を実施。 

 ※報告書「“ぽけっと”いっぱいのふしぎ」を作成。 

平成 16年 10月 1日 【支援費制度】 

知的障害者地域生活援助事業（グループホーム）開始。 

事業所名称：「楠の木ハイツ」（定員 4人） 

事業名称 事業所番号 

知的障害者地域生活援助事業 14100200618140 
 

平成 17年 12月 1日 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ指定管理者の指定を受け

る。 

指定根拠：横浜市地域ケアプラザ条例第 5条 

指定期間：平成 22年 3月 31日まで 

横浜市鶴見市場コミュニティハウス指定管理者の指定を

受ける。 

 指定根拠：横浜市地区センター条例第 5条第 4項 

平成 18年 1月 1日 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス運

営開始。 

●横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 通所介護事業所（定

員 30人） 

サービス種類 事業所番号 

通所介護 1470101377 

●横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 居宅介護支援事業所 

サービス種類 事業所番号 

居宅介護支援事業 1470101369 
 

平成 18年 4月 1日 【支援費制度】 児童デイサービス事業開始 

事業名称：あそびのひろば こかげ（10人/日定員） 
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平成 18年 10月 1日 【障害者自立支援法】 

１ 指定障害者福祉事業所 

●活動ホーム幹 経過的デイサービス事業（身体 20 人 

知的 23人） 

サービス種類 事業所番号 

経過的デイサービス 1460100280 

●ヘルパーステーション木の葉 居宅介護・重度訪問介

護事業所 

サービス種類 事業所番号 

居宅介護 

重度訪問介護 
14101000042 

●樫の木ハイツ 共同生活援助・介護事業所 

サービス種類 事業所番号 

共同生活援助 

共同生活介護 
1420100172 

●あそびのひろば こかげ 児童デイサービス事業所 

サービス種類 事業所番号 

児童デイサービス 1410100281 

●つるみ地域生活支援センター 相談支援事業所 

サービス種類 事業所番号 

相談支援 1430100329 

２ 地域生活支援事業 

●ヘルパーステーション木の葉 移動支援事業所 

サービス種類 事業所番号 

移動支援 1460100157 
 

平成 19年 2月 1日 【障害者自立支援法】  共同生活介護事業 

共同生活住居：けやきハイツ （5人定員）開所 

平成 20年 3月 1日 ●横浜市障害児居場所づくり事業                   

事業名称：あそびのひろば こかげ（10人/日定員） 

平成 20年 6月 1日 【障害者自立支援法】  共同生活介護事業 

共同生活住居：さくらの木ハイツ （5人定員）開所 

平成 22年 4月１日 

 

 

 

 

【障害者自立支援法】  就労継続支援 B型事業 

豊岡就労支援事業所「麦
ばく

の家」（20人/日定員）開所 

 

 

 

サービス種類 事業所番号 

就労継続支援 B型 1410100588 

平成 23年 3月 25日 【障害者自立支援法】  共同生活介護事業 

共同生活住居：ももの木ハイツ（5人定員）開所 
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平成 23年 3月 25日 

 

 

共同生活住居：くりの木ハイツ（5人定員）開所 

サービス種類 事業所番号 

共同生活介護 1420100172 
 

平成 23年 6月 1日 

 

 

 

 

 

【介護保険法】  認知症対応型通所介護事業 

●横浜市鶴見市場地域ケアプラザ （予防）認知症対応

型通所介護事業所（12人/日定員）開所 

サービス種類 事業所番号 

（予防）認知症対応型通所介護事業 1490100144 

平成 25年 1月 1 日 

 

 

 

 

 

【障害者自立支援法】  共同生活介護／援助事業 

共同生活住居：ゆずの家（6人定員）開所 

サービス種類 事業所番号 

共同生活介護 

共同生活援助 
1420100172 

 

平成 25年 2月 1 日 

 

●横浜市障害者後見的支援推進事業 

事業所名：障がい者後見的支援室りんくるつるみ開所 

平成 26年 2月１日 

 

 

 

【児童福祉法】  指定障害児通所施設事業 

事業所名称：あそびのひろばこかげ   

従たる事業所：放課後等デイサービス わたげ 開所 

サービス種類 事業所番号 

放課後等デイサービス 1450100036 
 

平成 26年 5月１日 

 

【障害者総合支援法】  生活介護事業 

●江ケ崎生活介護事業所開所 

サービス種類 事業所番号 

生活介護事業 1410100935 
 

平成 27年 7月１日 【障害者総合支援法】 共同生活介護／援助事業 

共同生活住居：かりんの家（5人定員）開所 

サービス種類 事業所番号 

共同生活介護 

共同生活援助 
1420100172 

 

平成 27年 9月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障害者総合支援法】 行動援護事業所 

事業所名称：ヘルパーステーション木の葉 

サービス種類 事業所番号 

行動援護 14101000042 
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平成 28年 4月 1日 ●横浜市障害者相談支援事業 

事業所名：鶴見区基幹相談支援センター 

平成 28年 11月 1日 【障害者総合支援法】 就労継続支援 B型事業 

豊岡就労支援事業所「麦
ばく

の家」 

従たる事業所：「麦
ばく

の家２号店」（15人/日定員）開所 

 
 サービス種類 事業所番号 

就労継続支援 B型 1410100588 
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（３）法人の施設概要 

■ 敷地概要 

① つるみ地域活動ホーム幹 

所在地 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 21番 20号 

敷地面積 １４２５．76㎡（横浜市から無償貸借） 

 

用途地域 

第一種低層住宅専用地域 

第一種高度地区 

第三種風致地区 

宅地造成工事規制区域 

 

■ 施設概要 

① つるみ地域活動ホーム幹 

階  数 地下１階 地上２階建 

構  造 鉄筋コンクリート造 

建築面積 ５７０．41㎡ 

延床面積 １２０１．11㎡ 

 

② ヘルパーステーション木の葉・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区豊岡町三丁目４番 リコービル５階 

階  数 地上５階建の 1階 101号室  

構  造 鉄筋コンクリート造 

借用面積 ７５．08㎡ 

 

③ つるみ地域生活支援センター 

（「幹」相談支援室、障がい者後見的支援室りんくるつるみ）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区鶴見豊岡町三丁目４番 リコービル１階 

階  数 地上５階建の 1階  

構  造 鉄筋コンクリート造 

借用面積 ７５．08 ㎡ 

 

④ グループホーム彩 樫の木ハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 

階  数 地上 3階建の 2階及び 3階部分 

構  造 鉄骨造陸屋根 3階建 

借用面積 ２７０．5㎡ 
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⑤ 楠の木ハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区北寺尾二丁目 

階  数 地上 2階建 

構  造 木造 2階建 

借用面積 １２６．８７㎡ 

 

⑥ けやきハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区仲通三丁目 

階  数 地上 3階建の 1階及び 2階部分 

構  造 鉄筋 3階建 

借用面積 １２５．96㎡ 

 

⑦ さくらの木ハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区岸谷一丁目 

階  数 地上 3階建 

構  造 鉄筋 3階建 

借用面積 概ね１２９.73㎡ 

 

⑧ あそびのひろば こかげ・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 あしほ総合クリニック 2階部分 

階  数 地上 2階建 

構  造 鉄筋 2階建 

借用面積 概ね１０８㎡ 

 

⑨ 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウスゆうづる・・・指定管理 

所在地 横浜市鶴見区市場下町 11－5 

階 数 地上 2階建 

構 造 鉄筋コンクリート造 

借用面積 １３６７．87㎡（延床面積） 

 

⑩ 豊岡就労支援事業所「麦の家」・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区豊岡町 14-27 

階 数 地上 2階建 

構 造 鉄筋コンクリート造 

借用面積 概ね１８０㎡（延床面積） 
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⑪ 寺谷ホーム 1号館ももの木ハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区寺谷 

階 数 地上 2階建（1階部分） 

構 造 木造 2階建 

借用面積 １６２．72㎡（延床面積） 

 

⑫ 寺谷ホーム 2号館くりの木ハイツ（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区寺谷 

階 数 地上 2階建（2階部分） 

構 造 木造 2階建 

借用面積 １５８．16㎡（延床面積） 

 

⑬ ゆずの家（共同生活住居）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区東寺尾 

階 数 地上 2階地下１階（駐車場）建 

構 造 木造 2階建 

借用面積 ２４４．19㎡（延床面積） 

 

 ⑭ あそびのひろばこかげ わたげ・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区豊岡町 

階 数 地上 5階建（2階部分） 

構 造 鉄筋コンクリート造 陸屋根 

借用面積 ８５．16㎡（延床面積） 

 

 ⑮ 江ケ崎生活介護事業所・・・賃借   

所在地 横浜市鶴見区江ケ崎町 

階 数 地上 2階建 

構 造 木造 2階建 

借用面積 ３１０．5㎡（延床面積） 

 

⑯ かりんの家（グループホーム）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区北寺尾 

階 数 地上 2階建 

構 造 木造 2階建 

借用面積 １３１．04㎡（延床面積） 
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⑰ 麦の家２号店（豊岡就労支援事業所）・・・賃借 

所在地 横浜市鶴見区本町通 1-11 リバーサイド・サイト― 

階 数 地上 6階建（１階部分） 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

借用面積 １３１.95㎡（延床面積） 

９９.74㎡（店舗） 

３２.21㎡（事務スペース） 
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（４）組織体制（平成３０年３月３１日現在）  

 

法人名称 社会福祉法人 大 樹 

設立認可日 平成１１年１１月２日認可 

代表者 理事長 山本 一郎 

法人所在地 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 21番 20号 

電 話 045-585-9246 FAX 045-585-9247 

運営施設 

豊岡就労支援事業所「麦の家」 賃貸 就労継続支援 B型事業 

〃      ２号店 賃貸 就労継続支援 B型事業 

江ヶ崎生活介護事業所 賃貸 生活介護事業 

グループホーム彩事業所  

樫の木ハイツ 

賃貸 共同生活援助事業 

〃   楠の木ハイツ 賃貸 共同生活援助事業 

〃   けやきハイツ 賃貸 共同生活援助事業 

〃 さくらの木ハイツ 賃貸 共同生活援助事業 

〃 寺谷ホーム１号館 

（ももの木ハイツ） 

賃貸 共同生活援助事業 

〃 寺谷ホーム２号館 

（くりの木ハイツ） 
賃貸 

共同生活援助事業 

〃     ゆずの家 賃貸 共同生活援助事業 

〃    かりんの家 賃貸 共同生活援助事業 

ヘルパーステーション木の葉 賃貸 居宅介護・移動介護・行動

援護事業 

つるみ地域生活支援センター 賃貸 
幹相談支援室・後見的支援 

鶴見区基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 

つるみ地域活動ホーム 幹 

 
法人所有 

社会福祉法人型地域活動

ホーム（障がい関連事業） 

あそびのひろば こかげ 賃貸 
児童発達支援事業 

放課後等デイサービス事業 

鶴見市場地域ケアプラザ・ 

コミュニティハウス 
指定管理 

高齢・児童・障がい等 

地域福祉保健事業 

評 

議 

員 

・ 

役 

員 

評議員定数 7～11人 現員 ９人 任期満了日 
平成３３年６月 

定時評議員会終結時 

理事定数 6～8人 現員 ８人 任期満了日 
平成３１年６月 

定時評議員会終結時 

監事定数 ２人 現員 ２人 任期満了日 
平成３１年６月 

定時評議員会終結時 

職   

員 

障害関連 １８７人 常 勤 ６６人 非常勤 １２１人 

ケアプラザ  ４９人 常 勤   １７人 非常勤 ３２人 

計 ２３６人 計 ８３人 計 １５３人 


