究極の愛をめざして

私たちのミッションは
地域の人々の役に立つことである
社会福祉法人ハッピーネット。
メールや SNS 等、非対面コミュニケーションが発達した時代だ
からこそ、人と人との心の繋がりを重視した、地域の「幸せネッ

ミッション
（私たちがすべきこと）

トワーク」を作っていきたい。そんな思いが、この法人名に込め
られています。
利用者、地域の人々、職員、皆が幸せになるために、職員一人
一人が専門性を発揮しながら、利用者を含めた地域の人々の役に
立つ。
これこそが、私たちのミッションであり、我々がすべきことです。

・ 家族愛を基調とした究極のサービスの提供
人と人との“絆”を大切にし、たくさんある愛の中でも
“家族愛”を大切にします。

究究
極極
のの
愛愛
をを
めめ
ざざ
しし
てて

・ 職場環境の改善と個々の生活レベルの向上
企業は人なり。長く働きやすい法人を目指し続けます。

世の中にはたくさんの “愛” がありますが、一番大きな “愛” は、
両親がわが子供の健やかな成長を願い見守る心、 また成長した

（私たちが大事にしたいこと）

法人を持続発展させるためには利益が必要です。
私たちは適正な利益を確保していきます。

子供たちがやがて年老いていく両親を労わる心、 つまり家族愛で
はないでしょうか。
私たちは、 利用者の方々と職員が、 親子 ・ 兄弟のような間柄に

ハッピーネットスタイル

なることを心がけ、 究極の “愛” の構築を目指していきます。

スタイル
理事長
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ポリシー

・ 健全なる財務体質の確立

伏 見

広 一

法人プロフィール

【名称】 社会福祉法人ハッピーネット
【設立年月日】 ２００２年１月４日
【本部所在地】 埼玉県さいたま市桜区南元宿２丁目６－２２

法 人 沿 革

法人 HP をご覧ください

（私たちがはたらくときの基本姿勢）

法人の情報発信

Style1
Style2
Style3
Style4
Style5
Style6
Style7
Style8

プロ意識を持つ
互いに認め合う
とにかく議論する
数字に基づいて動く
誰もやらない、をやる
頑張りすぎない
常識を疑い、新しいことに挑戦する
夢をもつ

法人内の様々な情報を積極的に発信しています。
Twitter や Line Voom では、 各事業所の活動報告を中心に発信中。
i nstagram は学生向けに採用情報等を UP しています。
YouTube チャンネルでは職員密着動画や取組紹介などが人気です。

TOP＞法人について＞沿革

２

理事会

【組織図】

相談役

業務執行理事

推進委員会
BCP

自立支援介護推進委 員 会

医療看護委員会

中央

中央虐待防止検討委員会

中央安全運転推進委 員 会

中央衛生委員会

コンプライアンス委員会

理事長

経営サポート部

埼玉事業運営部

東京事業運営部

経営戦略グループ

経理グループ
総務グループ
拠点サポートグループ

高齢入所グループ

高齢通所グループ

障がい成人グループ

障がい児童グループ

相談グループ

訪問グループ

高齢入所グループ

高齢通所グループ

障がい成人グループ

障がい児童グループ

相談グループ

訪問グループ

経営企画チーム
サポートチーム
IT

埼玉拠点グループ
東京拠点グループ
ゆめの園りあん中野林 特別養護老人ホーム
ゆめの園りあん中野林 ショートステイ事業所
ゆめの園りふれ中野林 デイサービスセンター
ゆめの園りふれ宮原 デイサービスセンター
ゆめの園りふれ浦和 デイサービスセンター
ゆめの園りふれ奈良 デイサービスセンター
ゆめの園アクト大宮 多機能型事業所
ゆめの園アクト大宮 日中一時支援事業所
ゆめの園アクト鶴ヶ島 多機能型事業所
ゆめの園アクト藤金 日中一時支援事業所
ゆめの園アクト浦和 多機能型事業所
ゆめの園アクト初雁 多機能型事業所
ゆめの園みらいず大宮 児童発達支援 ・放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず本郷 児童発達支援 ・放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず川越 児童発達支援 ・放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず天沼新田 児童発達支援 ・放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず笠幡 児童発達支援 ・放課後等デイサービス

ゆめの園みらいず初雁 放課後等デイサービス
ゆめの園奈良 居宅介護支援センター
ゆめの園初雁 障がい者相談支援センター
中野林ゆめの園在宅介護支援センター
北区西部圏域地域包括支援センターゆめの園
さいたま市西区障害者生活支援センターゆめの園
ゆめの園中野林 ヘルパーステーション
ゆめの園宮原 ヘルパーステーション
ゆめの園藤金 ヘルパーステーション
ゆめの園りあん若葉 特別養護老人ホーム
ゆめの園りあん若葉 ショートステイ事業所
ゆめの園りふれ若葉 デイサービスセンター
ゆめの園りふれ若菜 認知症対応型デイサービスセンター
ゆめの園りふれ春日町 デイサービスセンター
ゆめの園りふれ中村橋 デイサービスセンター
ゆめの園アクト若葉 生活介護事業所
ゆめの園上宿ホーム
ゆめの園みらいず春日町 放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず蓮根 放課後等デイサービス
ゆめの園みらいず若葉 放課後等デイサービス
ゆめの園バンビ若葉 事業所内保育所
ゆめの園志村 居宅介護支援センター
ゆめの園志村 障がい者相談支援センター
ゆめの園春日町 居宅介護支援センター
ゆめの園上宿 障がい者相談支援センター
ゆめの園春日町 ヘルパーステーション
ゆめの園若葉 ヘルパーステーション

４
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評議員会
監 事
会計監査人

私たちのミッションは地域の人々の役に立つことである。

法人本部

法人本部

経営サポート部

法人全般の経営管理、 総務、 経理及び人事、 情報システム、 物品調達 ・ 業務委託及び動産を含む資産
購入並びに施設設備の工事 ・ 建設に関する事項を統括する。

☎ ０４８－７６７－３８２２

■経営戦略グループ

■経理グループ

新規事業及び取組に関する業務を行う経営企画チームと、 基幹ネット
ワークに関する事項に取り組む IT 推進チームで構成されます。

法人全体の経理、 給与 ・ 総務 ・ 厚生に関する事項から資金 ・ 予算ま
で集中管理を行うセクションです。

■総務グループ

■拠点サポートグループ
地区 ・ 拠点における管理業務や職員採用 ・ 人事 ・ 管理等に
関する事項を担当しています。
・ 埼玉拠点チーム / ゆめの園中野林内
・ 東京拠点チーム / ゆめの園若葉内

所在地 ： 埼玉県さいたま市桜区南元宿 2-6-22
最寄駅 ： JR 埼京線 南与野駅
FAX ： ０４８－７６７－３８２３

組織を横断し課題解決に取り組む ７つの委員会
１．コンプライアンス委員会
内部監査及び職員研修の実施、 実地指導結果のフィードバック、 法改正情報の収集及び周知を通し、 法令遵守教育の徹底
を行います。
２． 中央衛生委員会
各事業場の衛生委員会の報告を受け、 労災事案、 ヒヤリハット事案の収集と分析を行い適切な労働環境の提供を行います。
３． 中央安全運転推進委員会
アルコールチェックの導入、 法人内での車両事故の分析及びフィードバックを実施し、 車両事故の削減を行います。
４． 中央虐待防止検討委員会
虐待防止に関する職員啓発を実施、 法人内の虐待防止体制のシステム構築を進めます。
５． 中央 BCP 推進委員会
災害発生時にも事業を継続するためのシステム構築を行います。 また訓練、研修の計画を行い、もしもに備えた準備を整えます。
６． 医療看護委員会
利用者及び職員の衛生管理と看護職員の統制を図っていきます。 また衛生用品の在庫管理や感染症等の全体研修の指導を
行っていきます。
７． 自立支援介護推進委員会
国が推進する 「科学的介護」 を理解し、 理論を現場に展開していく中心として学びを進めます。

５

総合的な法人手続き、 庶務に関する事項や、 職員採用 ・ 人事 ・ 管
理等に関する事項を担当しています。

６

埼玉事業運営部 高齢入所グループ

ゆめの園りあん中野林
特別養護老人ホーム

●相談チーム
入居者様やご家族様との連絡調整や、 施設
内でのケアプラン作成など行います。

東京事業運営部 高齢入所グループ

☎ ０４８－６２０－５７００

●介護チーム
「家族愛」 をモットーに、 入居者様と親子 ・
兄弟のような間柄になることを心がけていま
す。

●看護チーム
毎日の体調管理や、 体調不良時の看護など
入居者様の健康を守ります。

ゆめの園りあん若葉
特別養護老人ホーム

●相談チーム
入居者様やご家族様との連絡調整や、 施設
内でのケアプラン作成など行います。

７

所在地 ： 埼玉県さいたま市西区中野林６５０－１
最寄駅 ： JR 大宮駅
FAX ： ０４８－６２０－７７８８

●介護チーム
「家族愛」 をモットーに、 入居者様と親子 ・
兄弟のような間柄になることを心がけていま
す。

●看護チーム
毎日の体調管理や、 体調不良時の看護など
入居者様の健康を守ります。

りあん若葉では、 「最後の一瞬までその人らしさを追求し、 いきいきと余生
を過ごせる環境」 をつくり出すことを目指し、 個人を尊重した生活の確立を
目的としながらも、 家庭的な小集団の中でユニットケアならではのサービス
提供をモットーに心がけています。
併設のショートステイ事業所は １0 床あります。 短期間のご利用中でも楽
しく過ごしていただけるような行事やイベントを行っております。 お気軽にご
利用ください。

りあん中野林は、 すべて４人一部屋の多床室となっております。 集団生活
ならではの、 毎日のレクリエーション活動、 毎週のクラブ活動、 毎月の行事、
といった入居者様の楽しみと生きがいをもっていただくためのイベントを行っ
ています。
併設のショートステイ事業所は 20 床あります。 衣類 ・ 介護用品の無料貸
し出しなど、 ご利用時に必要な物品のほとんどを用意していますのでお気軽
にお使いいただけます。

●ショートステイ事業所
ご家族様のご予定があるときや、 リフレッシュ
時にお気軽にご利用ください。。

☎ ０３－３９３５－５７８０

●ショートステイ事業所
ご家族様のご予定があるときや、 リフレッシュ
時にお気軽にご利用ください。。

所在地 ： 東京都板橋区若木３－１５－１
最寄駅 ： 東武東上線 上板橋駅
都営三田線 志村三丁目駅
FAX ： ０３－３９３５－５７９０

８

埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
高齢通所グループ

ゆめの園りふれ
ゆめの園りふれ中野林
デイサービスセンター

☎ ０４８－６２０－５７００

ゆめの園りふれ春日町
デイサービスセンター

埼玉県さいたま市西区中野林６５０－１

ゆめの園りふれ宮原
デイサービスセンター

☎ ０４８－６６０－０１５３

埼玉県さいたま市北区宮原町１－４７８

ゆめの園りふれ奈良
デイサービスセンター

☎ ０４８－６６１－６６６２

埼玉県さいたま市北区奈良町５４－１

☎ ０３－５９７１－８７００

東京都練馬区春日町６－１２－２０

☎ ０４８－８４０－１７８０

ゆめの園りふれ浦和
デイサービスセンター

埼玉県さいたま市桜区西堀９－９－２３

ゆめの園りふれ中村橋
デイサービスセンター

☎ ０３－３９２６－８５１１

東京都練馬区中村南３－１９－１１

ハッピーネットでは、 さいたま市西区、 北区、
桜区と東京都練馬区、 板橋区の合計８か所
で高齢者デイサービス事業を展開していま
す。
いつまでも住み慣れた自宅で暮らしたい・・・
誰もが願う思いを当たり前のこととして実現し
ていくために、 科学的介護 （自立支援介護）
に取り組んでいます。
ゆめの園りふれ若葉
デイサービスセンター

☎ ０３－３９３５－５７８０
東京都板橋区若木３－１５－１

９

ゆめの園りふれ若葉
認知症対応型デイサービスセンター

☎ ０３－３９３５－５７８０

東京都板橋区若木３－１５－１
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埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
障がい者成人グループ ゆめの園アクト

☎ ０４８－６２３－１８１０

ゆめの園アクト大宮
多機能型事業所

ゆめの園アクト大宮
日中一時支援事業所

埼玉県さいたま市西区中野林６５３－１
就労移行支援事業 / 就労継続支援 B 型 / 生活介護事業

ゆめの園アクト鶴ヶ島
多機能型事業所

☎ ０４９－２８７－１５２４

埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字丸山２５６番
就労移行支援事業
/ 就労継続支援
/ 生活介護事業
就労移行支援事業
/ 就労継続支援
B 型B/型
生活介護事業

ゆめの園アクト浦和
多機能型事業所

ハッピーネットでは、 さいたま市西区、 桜区
と鶴ヶ島市、 東京都練馬区の合計８か所で
障害者通所支援事業と地域生活支援事業を
展開しています。
ゆめの園アクトでは、 利用者様の希望に合
わせ 「その人らしく働ける場所」 づくりを第
一に、一般就労を目指したトレーニングや様々
な授産活動、 日中活動を提供しています。

☎ ０４８－８４０－１７８０

埼玉県さいたま市桜区西堀９－９－２３
就労移行支援事業 / 就労継続支援 B 型 / 生活介護事業

ゆめの園アクト若葉
生活介護事業所

☎ ０３－３９３５－５７８０
東京都板橋区若木３－１５－１
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☎ ０４８－６２３－１８１０

埼玉県さいたま市西区中野林６５３－１

ゆめの園アクト藤金
日中一時支援事業所

☎ ０４９－２７１－９０００

埼玉県鶴ヶ島市藤金８７８－５７ サンローズマンション若葉１０２

ゆめの園アクト初雁
多機能型事業所

☎ ０４９－２９８－７１７０

埼玉県川越市大字松郷７０５－１
就労継続支援 B 型 / 生活介護事業

ゆめの園上宿ホーム

☎ ０３－６９１２－３２１０
東京都練馬区北町２－３０－５
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埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
障がい児童グループ ゆめの園みらいず / ゆめの園バンビ

ゆめの園みらいず川越
児童発達支援・放課後等デイサービス

☎ ０４９－２２７－９８６６

ゆめの園みらいず天沼新田
児童発達支援・放課後等デイサービス

埼玉県川越市末広町２－７－３４

ゆめの園みらいず笠幡
児童発達支援・放課後等デイサービス

☎ ０４９－２９９－５２６２

☎ ０４９－２３６－３７４４

埼玉県川越市天沼新田１６１－５

ゆめの園みらいず初雁
放課後等デイサービス

埼玉県川越市笠幡４８７９－４

☎ ０４９－２９８－７１７０

埼玉県川越市大字松郷７０５－１

ハッピーネットでは、 さいたま市西区、 北区
と川越市、 東京都練馬区、 板橋区の合計９
か所で障害児通所支援事業を展開していま
す。 また、 板橋区にあるゆめの園若葉では
事業所内保育所を開設しており、 職員のお
子さんや地域のお子さんの健やかな成長を
支えています。
ゆめの園みらいず春日町
放課後等デイサービス

☎ ０３－５８４８－７４５５

東京都練馬区春日町５－３３－３３－1 階

ゆめの園みらいず大宮
児童発達支援・放課後等デイサービス

☎ ０４８－６２６－１１８０

埼玉県さいたま市西区中野林６５３－５
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ゆめの園みらいず本郷
児童発達支援・放課後等デイサービス

☎ ０４８－８７１－７６１０

埼玉県さいたま市北区本郷町７５３番地

ゆめの園みらいず若葉
放課後等デイサービス

☎ ０３－３８５５－５７８０

東京都板橋区若木３－１５－１

ゆめの園みらいず蓮根
放課後等デイサービス

☎ ０３－３９６７－３９３３

東京都板橋区蓮根３－６－３ 都営蓮根第二アパート 3 号棟 1 階

ゆめの園バンビ若葉
事業所内保育所

☎ ０３－３８５５－５７８０
東京都板橋区若木３－１５－１
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埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
訪問グループ

ゆめの園中野林
ヘルパーステーション

☎ ０４８－６２０－５７００

埼玉県さいたま市西区中野林６５０－１
訪問介護 / 介護予防訪問介護
居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護 / 移動支援

ハッピーネットでは、 さいたま市西区、 北区
と鶴ヶ島市、 東京都練馬区、 板橋区の合計
５か所で訪問介護事業を展開しています。
地域で在宅生活を送る高齢者のみなさまに、
家族愛の精神で身辺のお世話と 「生きる力」
をご提供しております。

また、 すべてのヘルパーステーションで、 障
がい者の方への在宅介護サービスのご提供
もしております。 障害を持つ方が自立した日
常生活を送れるよう、 ヘルパーがご家庭に
訪問し日常生活のお手伝いをさせていただき
ます。 また社会参加をサポートする同行援護、
行動援護、 移動支援などの外出支援も行っ
ております。
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ゆめの園藤金
ヘルパーステーション

☎ ０４９－２７１－９０００

埼玉県鶴ヶ島市藤金８７８－５８
居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護 / 移動支援

ゆめの園若葉
ヘルパーステーション

ゆめの園宮原
ヘルパーステーション

☎ ０４８－６６０－０１５３

埼玉県さいたま市北区宮原町１－４７８
訪問介護 / 介護予防訪問介護
居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護 / 移動支援

ゆめの園春日町
ヘルパーステーション

☎ ０３－５９８７－５０５１

東京都練馬区春日町５－３３－３３ ２F
訪問介護 / 介護予防訪問介護
居宅介護 / 重度訪問介護 / 移動支援

☎ ０１２０－９００－１０７

東京都板橋区若木３－１５－１
訪問介護 / 介護予防訪問介護
居宅介護 / 重度訪問介護 / 移動支援
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埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
相談グループ 居宅介護支援センター / 障がい者相談支援センター

☎ ０３－３９６６－２５４０

ゆめの園志村
居宅介護支援センター

ゆめの園志村
障がい者相談支援センター

東京都板橋区坂下１－１１－３－１０２
居宅介護支援

ゆめの園上宿
障がい者相談支援センター

東京都板橋区坂下１－１１－３－１０２
特定相談支援 / 障害児相談支援

☎ ０３－６９１２－３２１８

ゆめの園初雁
障がい者相談支援センター

東京都練馬区北町２－３０－５
特定相談支援 / 障害児相談支援

ハッピーネットでは、 さいたま市西区、 北区と
川越市、 東京都練馬区、 板橋区の合計６か所
で相談事業を展開しています。
介護と障害福祉の総合相談窓口として、 誠心
誠意をもって対応させていただきます。

☎ ０３－３９６６－２５４８

☎ ０４９－２９８－７１７０

埼玉県川越市大字松郷７０５－１
特定相談支援 / 一般相談支援 / 障害児相談支援

埼玉事業運営部 / 東京事業運営部
委託事業

■北区西部圏域地域包括支援センターゆめの園

■中野林ゆめの園在宅介護支援センター

ハッピーネットでは、 さいたま市から委託を
受け、 西区と北区で３つの支援センターを運
営しております。お気軽にお立ち寄りください。

ゆめの園奈良
居宅介護支援センター

☎ ０４８－６６１－６６６２

埼玉県さいたま市北区奈良町５４－１
居宅介護支援

ゆめの園春日町
居宅介護支援センター

☎ ０３－５９８７－５０５１

東京都練馬区春日町５－３３－３３ ２F
居宅介護支援
■さいたま市西区障害者生活相談支援センターゆめの園
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■北区西部圏域地域包括支援センターゆめの園
埼玉県さいたま市北区日進町 2-813 ☎048-653-0544
■さいたま市西区障害者生活相談支援センターゆめの園
埼玉県さいたま市西区高木 123-4 ☎048-623-1768
■中野林ゆめの園在宅介護支援センター
埼玉県さいたま市西区中野林 650-1 ☎048-620-5700
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