
社会福祉法人

西予総合福祉会



に支えられ、利用者、ご家族に寄り添いながら歩んでまいりました。

社会福祉法人西予総合福祉会 理事長　　清家浩之
　　　　　　　　　　　

ろうあ児施設松葉学園（現障害者支援施設）により運営開始となりました。

以来、”老人に生きがいを、障がい者には希望を、子どもには大きな夢を”

の基本理念の下、創立時の熱い思いを忘れることなく、変わりゆく社会生

活や福祉制度に対応したきめ細かい福祉サービスを提供し、地域の皆様

これからも多様化していく社会の要請に応じ、老人、障がい者、子ども、そ

して地域と「共に生き、共に歩み、共に育つ」を行動の指針として、総合的

社会福祉法人西予総合福祉会は、”今後の福祉事業の推進には、新しい

認識と関心が望まれるとともに積極的な実行が必要である。”（設立趣意

書抜粋）という思いから、昭和47年2月29日前身である宇和町社会福祉施

設協会として認可を受け、私立いずみ保育園（現うわまち未来こども園）と

多角的な福祉サービスを展開し、豊かな風土とあたたかい協力のもとで、

人間のしあわせを求めて歩み続けて行きたいと思います。

 　老人に生きがいを

 　　　　障がい者には希望を

 　　子どもには大きな夢を

理事長あいさつ 

法人基本理念 
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年月日
社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の設立認可
初代理事長　高千穂悌二郎　就任

昭和47年2月29日

ろうあ児施設 松葉学園　設置経営
　（平成3年5月1日～　知的障害者更生施設に種別変更、平成23年4月1日～　新体系移行）
いずみ保育園　設置経営（昭和51年1月8日～　うわまち南保育園にて改名再建）

昭和47年4月1日 中川保育園、田之筋保育園、下宇和保育園、明間保育園　設置運営

常務理事を設置
昭和59年4月1日 精神薄弱者更生施設 希望の森　新築　事業開始（平成23年4月　障害者支援施設に名称変更）
昭和61年4月1日 社会福祉法人宇和保育園と合併し、事業開始

昭和50月9月1日 委託経営　宇和町特別養護老人ホーム 松葉寮（平成21年4月1日～　市より無償譲渡）
昭和52年4月1日 うわまち東保育園新築　設置運営
昭和57年6月1日 二代目理事長　佐々木弘吉　就任

平成11年7月1日 配食サービス事業開始
平成11年10月1日 居宅介護支援事業　事業開始（点在していた事業を、平成20年3月31日、松葉寮に統合）
平成12年4月1日 軽費老人ホーム ケアハウスれんげ事業開始（平成21年4月1日～　市より無償譲渡）

平成3年4月1日 宇和町デイサービスセンター新築（平成8年4月1日～　福祉の里デイサービスセンターへ名称変更）
平成5年3月29日 三代目理事長　三好清教　就任
平成8年4月1日 受託経営　游の里デイサービスセンター、游の里健康センター

平成15年2月27日 宇和町社会福祉施設協会30周年記念大会　開催
平成16年1月1日 知的障害者地域生活援助事業所 夢の家　移転事業開始

　　　　　　　　　　（のちに、移行により障害者共同生活援助・生活介護事業所に名称変更）

身体障害者デイサービス事業開始　（平成19年4月1日～　生活介護支援事業所　游友として事業開始）
平成12年6月1日 四代目理事長　井上義忠　就任
平成13年7月1日 認知症対応型老人共同生活援助事業所グループホーム うつのみやさんの家　事業開始

平成17年9月1日 通所介護事業所・基準該当短期入所事業所 多田あんしんの家　事業開始
平成19日2月1日 相談支援事業所 希望の森　事業開始
平成19年4月1日 子育て支援センター　事業開始

平成16年4月1日 知的障害者デイサービス事業 いっとき館　事業開始
　（平成19年4月1日～　生活介護支援事業所、就労移行支援事業所として、事業開始）

平成16年6月1日 五代目理事長　土居 武　就任
平成16年9月1日 通所介護事業所、居宅介護支援事業所 あんしんの家　事業開始、翌年　基準当該短期入所事業所　開始

平成20年7月4日 新法人名「社会福祉法人西予総合福祉会」認可
平成21年4月1日 特別養護老人ホーム あけはま荘、明浜デイサービスセンター、ケアハウスはまゆう　事業開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西予市より無償譲渡）

通所介護事業所・基準該当短期入所事業所 石城あんしんの家れんげ　事業開始
平成20年4月1日 明浜町で居宅介護支援事業開始

特別養護老人ホーム 皆楽園、デイサービスセンター 皆楽園　事業開始

平成23年4月1日 通所介護事業所・基準該当短期入所事業所・学童保育事業 ななほし中川　事業開始
平成24年3月 社会福祉法人西予総合福祉会　中長期計画第一回検証公表
平成24年4月1日 法人創立40周年記念大会　開催

平成21年7月1日 社会福祉法人西予総合福祉会　中長期計画公表
平成22年4月1日 学童保育事業 明下田クラブ　事業開始
平成22年6月1日 六代目理事長　管家一夫　就任

平成26年4月1日 児童養護施設 ひまわりの家　事業開始（社会福祉法人吾子苑より譲渡）
平成26年6月2日 松葉診療所　開院

リハビリ専門デイサービス 歩みま店　事業開始

平成25年4月1日 障がい児通所支援事業所 ぽのぽの　事業開始
平成25年7月8日 リハビリ専門デイサービス 歩　事業開始
平成25年12月15日 認知症対応型老人共同生活援助事業所 グループホームうつのみやさんの家　新築移転

明浜学童保育 おれんじクラブ　事業開始
平成27年9月1日 障害者共同生活援助 きずな　事業開始
平成28年1月5日 パーラーりぷとん　オープン（就労継続支援B型事業所）

平成27年1月1日 ヘルパーステーション まつば　事業開始
平成27年3月 社会福祉法人西予総合福祉会　中長期計画第二回検証公表
平成27年4月1日 養護老人ホーム 三楽園　設置経営（西予市より無償譲渡）

認知症対応型通所介護事業所 石城あんしんの家れんげ　事業開始
平成29年1月1日 学童保育事業 トトロクラブ　事業開始
平成30年1月31日 通所介護事業所・基準該当短期入所事業所 多田あんしんの家　事業廃止

平成28年2月1日 七代目理事長　清家浩之　就任
平成28年4月1日 児童養護施設 ひまわりの家　新築移転

情緒障害児短期治療施設 ひまわりの家　併設　事業開始（Ｈ29.4月 児童心理治療施設に名称変更）

平成30年4月1日 保育所型認定こども園 うわまち未来こども園　新築事業開始
学童保育事業 なかよしクラブ　事業開始
西予市から無償譲渡により、石城保育園、多田保育園　設置運営

平成30年3月1日 地域密着型特別養護老人ホーム 開明の杜　新築事業開始
平成30年3月31日 明浜学童保育 おれんじクラブ　他法人へ事業譲渡

うわまち南保育園、うわまち東保育園　閉園（認定こども園へ移行）

法人 沿革 



　　内定後、内定者対象オリエンテーション、入職前、新人・新任職員研修会および配属先での実習、半年後フォロー

　　アップ研修会を実施しています。その他階層別研修会があります。

　

　

　

　

　
　私たちの住んでいる地域では、南海トラフ地震や
それに伴う津波が想定されており、日頃から防災に
関する意識や知識、いざというときに対応できるよ
う各施設さまざまな取組みをしています。
　迅速・安全な避難・消火、救命救急等が円滑に

　

　　「老人」「養護・障がい」「児童」各事業部でも専門的な知識習得のために、新人・新任職員対象の研修を実施して

　　います。その他、専門的知識のスキルアップを目指し、研修会への参加も推進しています。

　　施設ごとにOJTリーダー職員を配置し、OJTリーダー職員を中心に事業所全体で、指導・サポートができる体制を

　　取っています。

実施できるよう定期的に訓練を実施しています。

児童 

養護・障がい 

心肺蘇生講習（松葉寮） 

内定者オリエンテーション 
新人・新任職員研修会 

人材育成担当者研修会 

老人 

不審者対応訓練（皆楽園） 

避難訓練（明間保育園・三楽園） 

消火訓練（夢の家） 

人材育成 

備えあれば憂いなし 



　　　　

定員

　　　　　

                 　

    

２０名

　　　　　 定員　７５名

 ( 広域：56名．地域密着：19名）

　　　　   

 　〒797-0020

 西予市宇和町久枝甲1434-1

　　　主な事業内容

特別養護老人ホーム　松葉寮
老人短期入所事業所　　　松葉寮 

老人短期入所事業所　　開明の杜 1０名 　　 　　　　 定員　２９名

居宅介護支援事業所　　松葉寮 

 　〒797-0015

 西予市宇和町卯之町1-246-6

TEL　 0894‐62‐2111

FAX　0894‐62‐2136

　　主な事業内容 　   地域密着型特別養護老人ホーム　開明の杜定員

　　　　　          定員　５０名 デイサービスセンター　皆楽園 １８名

〒796-0914

　　西予市三瓶町皆江2598-1

TEL　 0894‐89‐3232

FAX　0894‐89‐3233

 特別養護老人ホーム　皆楽園
　　主な事業内容 定員

老人短期入所事業所　　皆楽園 １０名

TEL 0894‐20‐5710

FAX 0894‐34‐0810

ヘルパーステーション　まつば

老人事業部 

※事業所移転しました！（開明の杜内） 



　　　　　

  

　　  　

主な事業内容

主な事業内容    定員
　   特別養護老人ホーム　あけはま荘

老人短期入所事業所 あけはま荘

TEL 0894‐65‐0137

FAX 0894‐65‐1272

養護老人ホーム　三楽園
　　　　　　定員　5０名

５名

明浜デイサービスセンター １８名 　　   定員　８５名

　〒797-0113

 西予市明浜町狩浜2-1177

FAX 0894‐34‐0632

福祉の里デイサービスセンター
　　定員

定員　40名 通所介護事業所　 　　　　　             ななほし中川  １４名

〒796-0912

　西予市三瓶町蔵貫浦5-19

TEL 0894‐34‐0631

     〒797-0020

老人短期入所事業所　                     ななほし中川     ５名

認知症対応型グループホーム    　 うつのみやさんの家     9名

 西予市宇和町久枝甲1442-1

　TEL・FAX　　0894‐62‐4611



  定員

　　

　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　

 認知症対応型通所介護事業所        石城あんしんの家れんげ １２名

 通所介護事業所　 　               あんしんの家      あんしんの家 １４名

游の里デイサービスセンター　　　　主な事業内容 定員

 生活介護事業所　　　　　                   游友    　游友 １０名 　　　　定員　20名

〒797-0010

西予市宇和町明間6125

TEL 0894‐67‐0079

 老人短期入所事業所　             あんしんの家                あんしんの家 ４名

   〒797-0020

           西予市宇和町久枝甲1434-1

TEL 0894‐62‐7116

FAX 0894‐67‐0078

　軽費老人ホーム　　ケアハウスれんげ 主な事業内容

  特定施設入居者生活介護 　　　　　         定員　３０名

〒797-0113

　西予市明浜町狩浜２-1208-4

TEL 0894‐65‐0066

FAX 0894‐65‐1815

FAX 0894‐62‐7131

軽費老人ホーム　ケアハウスはまゆう
　　　　定員　３０名

 主な事業内容
  特定施設入居者生活介護



　
主な事業内容

　　　　障害者支援施設　希望の森

リハビリ専門デイサービス　 歩 主な事業内容 定員

定員　　午前・午後　各１５名  歩みま店 午前 ・ 午後 　 １２名

施設入所　　定員　３０名 　                     放課後等デイサービス ２０名

生活介護　　定員　４７名 保育所等訪問支援

共同生活援助事業所　　　　　　　夢の家 ４１名

〒797-0015　西予市宇和町３丁目486

  定員

短期入所事業所　　　　　　　　松葉学園 　5名

　障害者支援施設　松葉学園
障がい児通所支援事業所　　　　ぽのぽの

       　　　　　　　　　　 児童発達支援 　５名

TEL・FAX　0894‐62‐7155

FAX 0894‐62‐5354

　障害者支援施設　希望の森
　主な事業内容 定員

施設入所　　定員　４０名

就労継続支援（B型）事業所　 いっとき館 ２０名

〒797-0016
西予市宇和町神領534

TEL 0894‐62‐0471

西予市宇和町小野田1295

TEL 0894‐62‐5500

FAX 0894‐62‐5507

　短期入所事業所　希望の森 ５名 生活介護　　定員　５０名
　相談支援事業所　希望の森

〒797-0022

養護・障がい事業部 
※ぽのぽの…事業所移転しました！（旧うわまち東保育園） 

（旧うわまち南保育園） 



保育所型認定こども園

〒797-0032

   西予市宇和町田苗真土1617

　 TEL・FAX　0894‐62‐2329

西予市宇和町久枝甲1429

TEL 0894‐89‐3112

　児童養護施設　ひまわりの家 　主な事業内容 定員

　　　　　　　定員　２０名 児童心理治療施設　　　　　ひまわりの家 １０名

  40名

　〒797-0015

FAX 0894‐62‐4122

　　　主な事業内容
定員

 一時預かり事業    ５名

〒797-0020

　　　西予市宇和町卯之町1-238-1

TEL 0894‐89‐3131
FAX 0894‐89‐3132

　　主な事業内容 定員

 延長保育事業

 うわまち未来こども園　定員　1９0名
 病児保育事業（体調不良児型）

 学童保育事業　なかよしクラブ

中川保育園　 定員　５０名学童保育事業　　ななほし中川 ２6名

児童事業部 



　　　　　　学童保育事業　明下田クラブ　　　18名

〒797-0012

〒797-0006

 西予市宇和町新城983

　TEL・FAX　0894‐62‐0744

　下宇和保育園　定員　４０名
　　主な事業内容

田之筋保育園　 定員　４０名

　〒797-0010

西予市宇和町明間1068

TEL・FAX　0894‐67‐0303

定員

学童保育事業　　明下田クラブ ２1名

西予市宇和町皆田1105

 TEL・FAX　0894‐62‐1530

　　明間保育園　定員　２0名



〒797-0035

 宇和保育園　定員　120名
　　　　　主な事業内容

定員

 一時預かり事業  ５名

　　石城保育園　定員　５0名

〒797-0024

 延長保育事業

 地域子育て支援センター

 学童保育事業　トトロクラブ 40名

西予市宇和町西山田164-1
 TEL・FAX　0894‐62‐9238

　多田保育園　定員　３０名

西予市宇和町河内168
 TEL・FAX　0894‐66‐0303

〒797-0018

　西予市宇和町下松葉177-1

　  TEL・FAX　0894‐62‐2588



　　　　

: 　内科 ・ 外科 ・ リハビリテーション科

：   訪問看護 ・ 訪問リハビリテーション

TEL 0894‐62‐0688

FAX 0894‐62‐0689

　松葉診療所 診療科目

併設事業　

〒797-0015

FAX 0894‐67‐0078

西予市宇和町卯之町１-347-２

〒797-0010

西予市宇和町明間6125

TEL 0894‐67‐0077

  游の里温泉（ユートピア温泉）

地元の小学校で 

介護教室を行いました 

公益事業 



8月 ひまわりカーニバル 

5月 ひまわりの種まき 

希望太鼓 出演 

4月 山田薬師 花まつり 

そうめん流し（観音水） 

わらマンモスに会いに行ったよ 

４月 れんげ祭りへの出店 

3月 チューリップ祭り 

８月 夏祭り（明浜町：歌舞伎崩し） 

５月 農業後継者の方々と田植え 



10月 秋祭り（牛鬼） 

農業後継者の方々ともちつき 

初詣 
宇和町駅伝大会への参加 

10月 秋祭り（五ッ鹿・稚児） 



所属 松葉学園 所属 あけはま荘 所属 中川保育園
　 　 　
職種 生活支援員 職種 介護職員 職種 保育士

氏名 土居 活也 氏名 堀石 綾 氏名 菊地 真希

採用日 採用日 採用日

出身校 出身校 出身校

　　　　

社会福祉法人
事務局　〒797‐0020愛媛県西予市宇和町久枝甲1434－1〒797‐0020　愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４-１
　ＴＥＬ（0894）62-3773　ＦＡＸ（0894）62-2136
　ＵＲＬ：http://www.seiyofukushi.com/

（現：河原医療福祉専門学校）

西予総合福祉会

平成２８年４月 平成１４年４月 平成２９年４月

内子高校 愛媛医療福祉専門学校 松山東雲短期大学

 
 

 子どもたちは素直でかわいく、いつ

も大きなパワーをくれます。 

そして一緒に成長していける、とても

素敵な仕事です。たくさんの笑顔が

溢れるこの場所で、ぜひ一緒に働き

ませんか？ 

児童 

老人 

 福祉の仕事は大変と考える人は

多いと思いますが、大変なことはた

しかにありますが、それ以上にやり

がいを感じられて、とても楽しい仕事

です。 

また、利用者さんから学ぶこともたく

さんあり、とても勉強になります。皆

さんもその楽しさを私たちと共有しま

せんか？お待ちしています。 

 子育てをしながら働くのは大変で

すが、西予総合福祉会は子育てをし

ながらでも働ける環境が整っている

職場です。 

仕事をしながら楽しく子育てもしてい

きたいという私の思いも受け入れて

頂き、充実した毎日を送っています。 

ぜひ、一緒に働きませんか？ 

養護・障がい 

先輩からのメッセージ 

まっぷ 

至八幡浜 

至八幡浜 

至松山 至八幡浜 

至野村 

至宇和島 

至吉田 

至大洲ＩＣ 

至西予宇和ＩＣ 

至三間ＩＣ 

    児童事業部 
①うわまち未来こども園②なかよしクラブ（学童） 

③中川保育園④ななほし中川（学童） 

⑤田之筋保育園⑥下宇和保育園 

⑦明下田クラブ（学童）⑧明間保育園 

⑨宇和保育園⑩子育て支援センター 

⑪トトロクラブ（学童）⑫石城保育園⑬多田保育園 

     公益事業 
①ユートピア宇和 

②松葉診療所 

    養護・障がい事業部 
 ①松葉学園 ②いっとき館 

 ③ぽのぽの 

 ④夢の家・虹色の家（ＧＨ） 

 ⑤悠・華（ＧＨ） 

 ⑥なごみ（ＧＨ） 

 ⑦きずな(ＧＨ） 

 ⑧みやび・のぞみ(ＧＨ） 

 ⑨希望の森 

 ⑩ひまわりの家（養護） 

 ⑪ひまわりの家（心理） 

   老人事業部 
①松葉寮 

②開明の杜③居宅松葉寮 

④ヘルパーステーションまつば 

⑤皆楽園 

⑥デイ皆楽園 

⑦あけはま荘 

⑧明浜デイ 

⑨福祉の里デイ 

⑩うつのみやさんの家 

⑪ななほし中川 

⑫游の里デイ 

⑬游友⑭あんしんの家 

⑮石城あんしんの家れんげ 

⑯三楽園⑰歩（リハビリ） 

⑱歩みま店（リハビリ） 

⑲ケアハウスれんげ 

⑳ケアハウスはまゆう 
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JR伊予石城駅 

JR上宇和駅 

JR下宇和駅 

JR卯之町駅 

線路 
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