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社会福祉法人

評議員会

理事長
統括管理責任者

会長
理事会
廣江

研

廣江

組織図

介護老人福祉施設 さかい幸朋苑 施設長

生活支援ハウス さかい幸朋苑

介護老人保健施設 さかい幸朋苑 施設長

デイケア さかい幸朋苑

ケアハウス さかい幸朋苑 施設長

特定施設 さかい幸朋苑

介護老人福祉施設 新さかい幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 新さかい幸朋苑
デイサービスセンター 新さかい幸朋苑

介護老人福祉施設 みなと幸朋苑 施設長

グループホーム みなと

さかい幸朋苑 在宅サービス

デイサービスセンター さかい幸朋苑
ホームヘルプサービス さかい幸朋苑
訪問看護ステーション さかい幸朋苑
ケアプランセンター さかい幸朋苑
デイハウス せいどう
デイハウス わたり
デイハウス あがりみち
グループホーム あがりみち
グループホーム ひので
ビスターレ わたり(*1)
シルバーハウジング さかい(*1)

介護老人福祉施設 よなご幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 よなご幸朋苑
生活支援ハウス よなご幸朋苑

ケアハウス よなご幸朋苑 施設長

デイサービスセンター よなご幸朋苑

介護老人福祉施設 きんかい幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 きんかい幸朋苑

アザレアコート こうほうえん 施設長

特定施設 アザレアコート こうほうえん
デイサービスセンター アザレアコート
訪問介護事業所 よなご幸朋苑
レストラン アザレアコート(*1)

キッズタウン かみごとう 園長

キッズタウン 第２保育園

よなご幸朋苑 在宅サービス

デイサービスセンター かわさき
グループホーム かわさき
ケアプランセンター かわさき
デイハウス よねはら
グループホーム かみごとう
デイサービスセンター 暖だん倶楽部
福祉用具貸与事業所 暖だん倶楽部

介護老人福祉施設 なんぶ幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 なんぶ幸朋苑
生活支援ハウス なんぶ幸朋苑

介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑 施設長

デイケア なんぶ幸朋苑

ケアハウス なんぶ幸朋苑 施設長

特定施設 なんぶ幸朋苑

こうほうえんグループ

さかいエリア
総合施設長
管理責任者

晃
エリア戦略会議

監事

法人連絡会議

よなごエリア
総合施設長
管理責任者

なんぶエリア
総合施設長
管理責任者
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キッズタウン さくら保育園 園長(*1)

いなばエリア
総合施設長
管理責任者

北東京エリア
総合施設長
管理責任者

なんぶ幸朋苑 在宅サービス

デイサービスセンター なんぶ幸朋苑
ホームヘルプサービス なんぶ幸朋苑
訪問看護ステーション なんぶ幸朋苑
ケアプランセンター なんぶ幸朋苑
認知症対応型デイサービス いしい
グループホーム なるみ
デイハウス くずも
デイハウス ごせんごく
ビスターレ ごせんごく(*1)

介護老人保健施設 いなば幸朋苑 施設長

デイケア いなば幸朋苑
生活支援ハウス いなば幸朋苑

ケアハウス いなば幸朋苑 施設長
介護老人福祉施設 新いなば幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 新いなば幸朋苑
いきいき デイサービスセンター

ケアハウス 新いなば幸朋苑 施設長

特定施設 新いなば幸朋苑

介護老人福祉施設 にしまち幸朋苑 施設長

短期入所生活介護 にしまち幸朋苑
通所リハビリテーション にしまち幸朋苑
訪問リハビリテーション にしまち幸朋苑
訪問看護ステーション にしまち幸朋苑
にしまち診療所 悠々(*1)
デイハウス じゅんぷう

いなば幸朋苑 在宅サービス

グループホーム はまさか
デイサービスセンター いなば幸朋苑
鳥取北デイサービスセンター
訪問介護事業所 鳥取北
ケアプランセンター 鳥取北
ケアプランセンター いなば幸朋苑
シルバーハウジング いなば(*1)

介護老人福祉施設 うきま幸朋苑 施設長
うきま幸朋苑 在宅サービス

短期入所生活介護 うきま幸朋苑
デイサービスセンター うきま幸朋苑

就労支援事業所 ブレッド＆バター(*1)
キッズタウン うきま保育園 園長

キッズタウン うきま保育園
キッズタウン うきま夜間保育園

キッズタウン 東十条保育園 園長(*1)

児童デイ あとりえ(*1)

岩淵保育園 園長(*1)
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南東京エリア
総合施設長
管理責任者
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ケアホーム 西大井こうほうえん 施設長
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特定施設 ケアホーム 西大井こうほうえん
西大井いきいきセンター

キッズタウン にしおおい 園長
新砂保育園 園長
新砂 在宅サービス

西東京エリア
総合施設長
管理責任者

グループホーム 新砂
多機能ホーム 新砂
シルバーステイ 新砂(*1)

コーシャハイム 向原 施設長(*1)
キッズタウン むかいはら保育園 園長(*1)
むかいはら 在宅サービス

デイハウス むかいはら(*1)
訪問介護事業所 むかいはら(*1)
定期巡回随時対応型訪問介護看護 むかいはら(*1)

キッズタウン 下落合保育園 園長(*1)

錦海
法人本部
本部長

下落合 在宅サービス

デイハウス 下落合(*1)
ショートステイ 下落合幸朋苑(*1)

錦海リハビリテーション病院 院長(*1)

通所リハビリテーション きんかい(*1)
訪問リハビリテーション きんかい(*1)

経営企画部 部長

企画
広報
経営支援室

研修人財部 部長

研修課
人財課
海外事業推進室
地域総合支援室
健康対策室

総務部 部長

総務課
法務課
施設管理課
車輌管理課

在宅事業本部 本部長
東京事業本部 本部長
(*1) こうほうえんＱＭＳ適用外

