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ふくしの里

●西予総合福祉会でお仕事してます！特集★

　　●新生活スタート！～ひまわりの家～

　　　　●新事業紹介～石城あんしんの家　れんげ～

　　　　　　●パーラーりぷとん喫茶店オープン！



― ２ ―

　

　初夏の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申
し上げます。
　日頃より当法人の運営にあたりましては、各施設のご利用者を
はじめ、ご家族、地域の皆様方から温かいご支援とご協力をいた
だき心から感謝申し上げます。
　さて私、この度管家一夫前理事長のあとを受け継ぎまして、平
成28年2月1日付、理事会において理事長の大役を仰せつかりまし
た。はなはだ力不足ではありますが、私なりに精進して、法人に
関わるすべての方々の喜びに向けて邁進する所存でありますので
皆々様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
　当法人は昭和47年2月に、ろうあ児施設松葉学園（現障害者支
援施設）と、いずみ保育園（現うわまち南保育園）を設置経営す
る社会福祉法人として誕生しました。その後、地域社会の期待と
要請によって特別養護老人ホーム（3か所）、障害者支援施設（2
か所）、保育所（7か所）をはじめ老人福祉、障害福祉、児童福祉
の各分野において様々な事業を展開してまいりました。近年では
平成26年に診療所および児童養護施設を、27年には養護老人ホー
ムを、28年には愛媛県で最初となる情緒障害児短期治療施設を運

営することとなりました。これもひとえに、行政をはじめ関係機関のご支援やご指導と、地域住民の皆様の支
えによるものだと感謝しております。
　時あたかも、改正社会福祉法が成立し社会福祉法人に対して「公共性・非営利性の徹底」「国民に対する説明責
任」「地域社会への貢献」を柱とした改革が求められていますが、私たちは社会福祉法人本来の使命として、地域
の声を的確に把握し、適正かつ効果的に運営し地域福祉の増進に寄与するようこれからも努めてまいります。
　また、今後とも住み慣れた地域で安心した生活が継続できるよう、福祉事業を充実させきめ細やかなサービ
ス提供に努めるとともに地域福祉の拠点として地域の皆様から信頼される法人となるよう職員一丸となって取
り組んでいく所存でございます。
　最後になりましたが、皆様の益々のご健勝をご祈念申し上げ就任のご挨拶とさせていただきます。

　初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃
は当法人へのご理解とご協力に対し、心よりお礼申し上げます。
　私、冨士森斉は平成28年2月1日付の異動により法人常務理事と
して勤務いたしております。先人や諸先輩が築いてこられた歴史
ある法人において、未熟者の私には重責でありますが、職責を全
うすべくたゆまぬ努力をいたします。
　さて、地域は急速な少子・高齢化と共に人口減少社会を迎え、
私たちを取り巻く状況は大きく変わっています。しかし、どんな
に社会が変わろうとも『福祉は人なり』と申しますように私たち
の使命は人の成長を支援し、その生活に向き合うことです。改め
てですが、私たちの仕事は人と関わることで職員自身が感動でき、
成長できるすばらしい職業です。法人では『自分の仕事に誇りを
持ち、利用されるすべての方すべての喜びに向けてまい進する職
員』を利用者満足達成に向けての求められる人材像として人材育
成に取り組んでおります。
　法人として安定的な人材を確保し、その定着や育成により、地
域の皆さんが求めておられる高品質なサービスを提供することで
職員一人一人がやりがいを感じ、職員自身の貢献が各事業所及び法人の一体感となるよう努めております。
　最後になりましたが、これからも地域に親しまれる【西予総合福祉会】であるように一生懸命に歩み続けま
すので今後ともご指導下さいますようお願い申し上げ就任のご挨拶とさせていただきます。

理事長　清家　浩之

常務理事　冨士森　斉

新 任 のご 挨 拶



平成２7年度　決算書（抜粋）

平成２7年度　事業報告

　  Ⅰ　資産の部

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　  Ⅱ　負債の部

　

　

　

　

　

　

　

　

　    差引純資産

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

当期資金収支差額

　　  合　　　計

収入の部 支出の部

予算額 決算額 予算額 決算額

１　流動資産

　　　現金・預金

　　　未収金

　　　貯蔵品

　　　立替金

　　　前払金

　　　その他の流動資産

２　固定資産

　　　基本財産

　　　その他の固定資産

１　流動負債

　　　未払金

　　　１年以内返済予定設備資金借入金

　　　預り金

　　　職員預り金

　　　仮受金

２　固定負債

　　　設備資金借入金

　　　退職給与引当金

流動資産

固定資産

　基本財産

　その他の固定資産

　

　

　

　

　

　   資産の部合計

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

前期繰越活動増減差額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

　　　合　　計

3,161,367,524

30,564,417

323,601,120

2,372,071,935

130,544,330

　

　

6,018,149,326

2,874,182,246

597,145

337,098,904

　

　

52,600,000

2,753,671,031

6,018,149,326

資産の部 負債の部

純資産の部

6,521,568,121 

2,177,108,989 

1,126,505,224 

1,046,138,003 

3,023,996 

1,063,808 

371,958 

6,000 

4,344,459,132 

3,392,555,057 

951,904,075 

667,476,014 

444,016,465 

433,844,393 

7,857,177 

2,552 

1,720,343 

592,000 

223,459,549 

95,714,354 

127,745,195 

5,854,092,107 

2,177,108,989 

4,344,459,132 

3,392,555,057 

951,904,075 

6,521,568,121 

流動負債

固定負債

　　     負債の部合計

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

　　    純資産の部合計

　 負債及び純資産の部合計

444,016,465

223,459,549

667,476,014

150,000

2,458,344,314

641,926,762

2,753,671,031

5,854,092,107

6,521,568,121

3,162,491,000

356,595,000

142,121,000

3,661,207,000

3,191,931,941

356,595,120

142,132,895

3,690,659,956

2,876,353,000

545,825,000

68,985,000

170,044,000

3,661,207,000

2,818,361,050

532,171,885

68,829,452

271,297,569

3,690,659,956

【財産目録】

〈西予総合福祉会〉
（単位：円） 【貸借対照表】

【事業活動計算書】

（単位：円）

（単位：円）

【資金収支計算書】
（単位：円）

収入の部

決算額 決算額

支出の部

　平成２７年度は、児童養護施設「ひまわりの家」につ
いて、社会福祉法人吾子苑から運営に関する相談を受け
て以来、事業譲渡、用地選定、造成、移転新築等の６年
間にわたる一連の事業が完結し、宇和町久枝において次
年度より児童養護施設定員２０名、情緒障害児短期治療
施設定員１０名で開設をする準備を整えることができ
た。
　新規事業としては、西予市から譲渡を受けて、三瓶町
蔵貫において養護老人ホーム「三楽園」の運営を開始し、
環境上の理由や経済的理由によって自宅で生活する事が
困難な高齢者の入所支援を行うこととした。また、明浜
町俵津において明浜小学校の児童を対象とした学童保育
「おれんじクラブ」を開設し子育て支援の充実を図った。
そして、西予市より旧蔵貫保育園を借り受け、主に障が
い児通所支援事業において利用が増加する夏休み等学校
の長期休暇中に活用することにより受け入れ環境を整え
た。また、障がい者就労支援事業の一環として喫茶店「パ
ーラーりぷとん」の経営を始め、障がい者の就労の場を
確保した。なお、障がい者の居住の場として８か所目と
なるグループホーム「きずな」定員６名を開設し、地域
での少人数の共同生活を支援することとした。
　事業内容の変更としては、経営の効率化を図るため「石
城あんしんの家れんげ」のショートステイ定員３名を廃

止し、「ななほし中川」２名、「あんしんの家」１名を増
員することとした。また、三間地区で午前のみ行うリハ
ビリ専門デイサービス歩みま店の定員を１０名から１２
名に増員した。そして、行政からの指導により明間保育
園の定員を２０名から２５名に変更することになった。
　施設整備関係では、三瓶町皆楽園の敷地内に研修施設
を新築し、職員研修や地域交流行事等で活用することが
できるようになった。また災害時においては緊急的に避
難ができる場所が確保できた。そして、松葉寮のリビン
グ増築工事によって、利用者が日中ゆったりとくつろげ
る空間を提供することができた。
　組織的な取り組みとしては、社会福祉法人の役割や在
り方が問われている中、自ら持つ人材や施設・設備など
の資源を活用し、それぞれの施設で行っている社会貢献
活動をまとめて内外に示すことができた。また、大規模
災害等を想定し緊急事態に対して、重要な事業を継続ま
たは早期に復旧するために、平時から災害を見越した備
えとして事業継続計画（ＢＣＰ）を策定した。
　これらのことにより、当法人の基本理念である“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”この三点を忠実に守りながら、各事業所におい
て充実した事業展開のできた年であった。

― ３ ―







　３月に宇和島市吉田町から西予市宇和町久枝（松葉寮前）の新施設に
引越しをして、新しい生活を始めました。児童養護施設・※情緒障害児
短期治療施設ともに、小規模グループケアを行っています。

※来年度から「児童心理治療施設」に名称が変更されます。

宇和で初めて迎えた朝、霧の深さに驚きました。
引っ越しから３ヶ月が過ぎ、新しい暮らしにも慣れてきました。

女の子たちは特にキッチンに大喜び。
お手伝いもがんばってくれています。

　地域密着型サービスとして、その人らしさを尊重
し、可能な限りご自宅での生活を継続していくため
のサポートもさせて頂きます。

　今年度より、（宇和町在住の）『認知症』の方を
対象とした施設として生まれ変わりました。

１～２人ずつの居室ができました。
それぞれ好きなことをして過ごします。

児童が６～８人までのホームに分かれて生活します。
各ホームに居室や居間、浴室やトイレが備わっており、
今までよりも家庭的な雰囲気の中で生活できるように
なりました。

【お問い合わせ】
ひまわりの家　TEL（0894）89－3112
担当 ： 立石　

小規模グループケアとは…

利用定員：１２名
営業時間：９時１５分～１６時２５分
営 業 日：月～土（日曜定休）
所 在 地：宇和町山田１８６３－１
お問い合わせ：（０８９４）６２－２０５６（担当：玉井）
※認知症に関するご相談もどうぞ！

石城あんしんの家れんげ
開所しました！

～専門的な認知症ケアをご提供します～
認知症対応型通所介護

― ６ ―



― ７ ―

宇和町内にあるうわまち南保育園・うわまち東保育園・中川保育園・田之筋保育園
下宇和保育園・明間保育園・宇和保育園の７か所の保育園で行っております。

妊婦さん（プレママ）やお家で子育て中のみなさん（ウチママ）！　
ママになる不安を軽くして、元気に笑顔で出産を迎え、子育てをしていけるように、サポートしています。
今年度も各保育園で実施しますが、秋頃には大勢の方に参加して頂ける事業を計画しています。
仲間と出会い、つながりましょう！！　　※下記は、平成27年度実施内容の一部です。

プレママサポートか
らの支援事業

「ママたちや専門家とのつながり」
・実際に子育てをされている方々と知り
　合ったり、いろんな専門家の講話など
　にも参加できます。

「子どもを知る」
・保育園で子どもたちと触れ合ったり、一緒
　に過ごしたりする中で、子どもの育ちや姿
　を実際に感じることができます。

「ちょっとしたおしゃべりも♥」
・何気ないおしゃべりも実はとっても
　楽しいもの♥知らないうちに心が軽
　くなりますよ。

「近くに」「いつでも」「気軽に」
・みなさんのお近くの保育園では、みなさんがお越し頂くの
　を楽しみに待っています。
　興味のある方、まずは近くの保育園までお電話を・・・。

こんなことしてます！知っていましたか？
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