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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
　　　　　　　　　　　

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

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

理事長あいさつ

法人基本理念



事務局

このマークは「ふくし」を図案化したも
ので、全体のふくらみは、「優しさ」を
表現し、交差する鋭角は「和」を意味し
ています。
外郭と中央の円は、将来の飛躍、発展を
象徴しています。

ひまわりの花（花ことば：輝き　敬愛　あな
たを見つめています）をモチーフに、子ども
たちやお年寄りの方々の笑顔が集まって花開
くイメージ
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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

昭和47年4月1日 中川保育園（Ｓ54.11.17 改築）、田之筋保育園（Ｓ58.3.20 改築）、

昭和47年2月29日

常務理事を設置

　　　　　　　　　　　下宇和保育園（Ｓ56.12.21 改築）、明間保育園（Ｓ53.11.17 改築） 設置運営

（Ｈ3.5.1  精神薄弱者厚生施設、Ｈ11.4.1 知的障害者厚生施設、Ｈ16.4.1 移転新築、Ｈ23.4.1  体系移行）

初代理事長 高千穂悌二郎 就任
ろうあ児施設 松葉学園 設置経営

いずみ保育園 設置経営（Ｓ51.1.8～ うわまち南保育園にて改名再建）

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（Ｈ11.4.1 知的障害者厚生施設、Ｈ23.4.1 体系移行）
昭和61年4月1日 社会福祉法人宇和保育園と法人合併し、事業開始（Ｓ63.4.1移転新築、Ｈ19.4.1 増築）

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（Ｈ12.4.1 新築移転増改築、Ｈ21.4.1  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Ｈ20.3.31 松葉寮に統合、Ｒ2.4.1 陽だまり に名称変更）
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（Ｈ21.4.1  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（Ｈ8.4.1 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（Ｒ２.３.31 受託終了）

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 虹色の家 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 夢の家 に名称変更）

身体障害者デイサービス事業開始（Ｈ19.4.1 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（Ｈ25.12.25 移転新築）

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（Ｈ30.1.31 事業廃止）
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
　　　　　　　　　             （Ｈ19.4.1  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 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（新築）事業開始

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

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
（Ｈ28.4.1より認知症対応型通所介護事業所 として、事業開始。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Ｒ2.4.1 松葉寮内に移転し、かえでに名称変更）

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（新築）事業開始

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）

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25年7月8日 リハビリ専門デイサービス 歩 事業開始（Ｈ30.9.3 移転）
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

平成24年3月 社会福祉法人西予総合福祉会 第1次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（Ｈ30.10.1 移転）

明浜学童保育 おれんじクラブ 事業開始（Ｈ30.3.31 他法人へ事業譲渡）
平成27年6月 社会福祉法人西予総合福祉会 第1次中長期計画第二回検証公表

リハビリ専門デイサービス 歩みま店 事業開始（Ｈ31.3.31 事業廃止）
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（Ｈ31.1.1 移転）
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）

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

石城保育園、多田保育園 設置運営（西予市より無償譲渡）
令和元年7月1日 リハビリ訪問看護ステーション 歩 事業開始
令和2年3月　 第1次中長期計画第三回検証公表、第2次中長期計画公表

平成30年3月31日 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）
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

令和2年4月1日 高山保育園 設置運営（西予市より無償貸与）
地域共生型交流拠点施設 なごみかん　受託経営（就労継続支援B型事業所）

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

心肺蘇生講習（松葉寮）

内定者オリエンテーション 人材育成担当者研修会

人材育成

備えあれば憂いなし

老人

新人・新任職員研修会

養護・障がい

消火訓練（希望の森） 避難訓練

（ひまわりの家・皆楽園）

交通指導・地震体験車

（うわまち未来こども園）

津波防災訓練（あけはま荘）



　　　　

 西予市宇和町久枝甲1434-1

　　　　　

                 　

    

　　　　　 定員　56名（広域） 認知症対応型通所介護事業所　   かえで　１２名

　　　　   

 　〒797-0020

　　　主な事業内容
定員

特別養護老人ホーム　松葉寮
短期入所事業所      　　　　　  松葉寮 ２０名

地域密着型特別養護老人ホーム　松葉寮 　１９名

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　　陽だまり 

ヘルパーステーション　まつば

 　〒797-0015

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

 西予市宇和町卯之町1-246-6

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

短期入所事業所　　　　皆楽園 １０名

TEL 0894‐20‐5710

FAX 0894‐34‐0810

老人事業部



　　　　　

  

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

短期入所事業所 あけはま荘

宇和デイサービス
　定員

福祉の里デイサービスセンター  ４５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

生活介護事業所　　　　　                   游友    　游友 １０名

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

TEL 0894‐65‐0137

FAX 0894‐65‐1272

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

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

通所介護事業所　 　　　　　             ななほし中川 １４名

〒797-0020

 西予市宇和町久枝甲1442-1

 TEL・FAX　0894‐62‐4611

福祉の里デイサービスセンター



  定員

　　

　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　

養護老人ホーム　三楽園
定員　50名

　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

   〒797-0020

           西予市宇和町久枝甲1434-1

〒796-0912

西予市三瓶町蔵貫浦5-19

TEL 0894‐34‐0631

FAX 0894‐34‐0632

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

〒797-0113

　西予市明浜町狩浜２-1208-4

TEL 0894‐62‐7116

FAX 0894‐62‐7131

TEL 0894‐65‐0066

FAX 0894‐65‐1815



訪問看護ステーション　歩

　 主な事業内容

　　　　障害者支援施設　希望の森

 主な事業内容

定員　　午前・午後　各 2５名

〒797-0015　

西予市宇和町卯之町３丁目486

リハビリ専門デイサービス　 歩

施設入所　　定員　３０名 　　　　　　　　　　　保育所等訪問支援

生活介護　　定員　４７名 共同生活援助事業所　　　　　　　夢の家   ４１名

就労継続支援（B型）事業所　 いっとき館   ２０名

TEL・FAX　0894‐62‐7155

定員

短期入所事業所　　　　　　　　松葉学園 　　5名

障がい児通所支援事業所　　　　ぽのぽの

　障害者支援施設　松葉学園
　　　　　　　　　　　　　児童発達支援

２０名
　　　　　　　　　放課後等デイサービス

　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

〒797-0016
西予市宇和町神領534

TEL 0894‐62‐0471
FAX 0894‐62‐5354

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



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

〒797-0020

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

 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   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

中川保育園　 定員　５０名学童保育事業　　ななほし中川 ２6名

　　　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

児童事業部



　　　　　　学童保育事業　明下田クラブ　　　18名

〒797-0012

田之筋保育園　 定員　４０名

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

〒797-0006

 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

　〒797-0010

西予市宇和町明間1068

TEL・FAX　0894‐67‐0303



〒797-0035

 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

 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

西予市宇和町西山田164-1
 TEL・FAX　0894‐62‐9238

　多田保育園　定員　2０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

石城保育園　定員　５0名

〒797-0024



〒797-0202

西予市明浜町宮野浦306

　
: 　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

 TEL・FAX　0894‐64‐0256

診療科目

松葉診療所 併設事業　

〒797-0015

西予市宇和町卯之町１-347-２

高山保育園　定員　20名

地元の小学校で

公益事業



8月 ひまわりカーニバル

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
5月 ひまわりの種まき

希望太鼓 出演



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）

変更



所属 松葉学園 所属 開明の杜 所属 多田保育園
　 　 　
職種 生活支援員 職種 介護職員 職種 保育士

氏名 宇都宮 祐衣 氏名 中田 沙貴 氏名 武井 映見

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番地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２９年４月 平成２０年４月 平成２８年４月

帝京第五高校 愛媛医療福祉専門学校 松山東雲短期大学

大切な命を預かるという責任ある

仕事の中で、様々な喜びや達成感を

感じることができます。子ども達が見

せてくれる笑顔は、心から癒されます。

「子どもが好き」この気持ちを持って

いるみなさんと一緒に働くことができ

る日を楽しみにしています。

児童

老人

福祉とは、人を支えて人に支えら

れる素敵な仕事です。大変だからこ

そ、喜びも大きく、人間として成長で

きる職場です。

離れて暮らす実の親や祖父母より

も多くの時間を共に過ごす利用者の

方々。その方たちの笑顔を見ること

ができたり、必要とされたり、感謝の

言葉を掛けていただけます。このよ

うな幸せを感じることができる仕事は

他ではあまりないのではないかと私

は思います。共に楽しみながら、一

緒にお仕事しませんか？
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⑭高山保育園
公益事業

①松葉診療所

養護・障がい事業部
①松葉学園②いっとき館

➂ぽのぽの

④夢の家・虹色の家（ＧＨ）

➄悠・華（ＧＨ）

⑥なごみ（ＧＨ）

➆きずな(ＧＨ）

➇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かえで

③開明の杜④陽だまり

⑤ヘルパーステーションまつば

⑥皆楽園

⑦デイサービスセンター皆楽園

⑧あけはま荘

⑨明浜デイサービスセンター

⑩福祉の里デイサービスセンター

⑪游友⑫うつのみやさんの家

⑬ななほし中川

⑭あんしんの家

⑮三楽園⑯歩（リハビリ）

⑰歩（訪問看護）

⑱ケアハウスれんげ

⑲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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