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★特集★ 新しい生活様式で暮らす
◆平成３１年度事業報告・決算報告
◆自分らしさを生かして～頑張る職員たち～
◆もっと知りたい「なごみかん」

2022年2月28日西予総合福祉会は
創立50周年を迎えます



　新年明けましておめでとうございます。皆様にお
かれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
　旧年中は「西予総合福祉会」に対しまして、格別
のご厚誼を賜り心より感謝申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染症によってこれま
でに経験したことがない１年になりました。原稿作
成中の現在も、依然として予断を許さない状況にあ
ります。当法人では感染による重篤化リスクの高い
高齢者や、抵抗力の弱い乳幼児を多くお預かりし、
発生により集団感染につながりかねない環境である
ため、全施設を挙げて感染防止対策を徹底してまい
りました。
　まず、各施設では夕涼み会や夏祭り、運動会など
のイベントは中止や規模を縮小して３密（密閉、密集、
密接）を避けた形での実施と致しました。次に、入
所施設では外出行事や面会の制限を、通所施設では
一時的にご利用を控えさせていただきましたが、ご
理解のうえ快くご協力を賜り感謝申し上げます。ま
た、職員には県外移動の自粛や日常生活での３密回
避の要請を行っていますが、経済活動を優先する流
れの中にあっても、感染防止の強い意識を持続して
います。今後は一刻も早く事態が収束し、安心した
日常が取り戻されることを願っています。
　そういった中で、令和２年の当法人においては、「高
山保育園」が西予市から移管され運営を行っており

ます。新しい園舎の建設も旧高山小学校跡地におい
て２月末の完成を目指して順調に進んでおります。
これからも地域の子育て支援の拠点となるよう努め
てまいります。
　同じく、「明間保育園」は豪雨災害の影響による１
年間の休園から再開をしております。休園前の園児
数にはおよびませんが、休園中に使用できなくなっ
た園庭遊具などを改修し、豊かな自然環境の中で元
気な声を届けてまいります。
　加えて、地域共生型交流拠点施設「なごみかん」
を三瓶町津布理にオープンしました。新型コロナの
状況を見はからいながらのスタートとなりましたが、
看板事業のパン工房をはじめ、多くの方に喜んでい
ただいております。これからも地域の方々の交流の
場として定着できるよう努めてまいります。
　さて、当法人は昭和47年２月29日に設立認可され、
来年度創立50年を迎えます。令和３年度を法人創立
50周年記念年間と定め、“地域と共に50年、そして未
来へ”をスローガンに、歴史を振り返り、感謝を伝
えるとともに新たな成長の足がかりとして準備を進
めてまいります。
　終わりになりましたが、この新しい年が新型コロ
ナによる心配から解放され、より良き年になります
よう心からお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさ
せていただきます。

― ２ ―

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　清家 浩之

ます。新しい園舎の建設も旧高山小学校跡地におい

子どもには大きな夢を

　令和4年2月、西予総合福祉会は創立50周年を迎えます。それに合わせ、令和
３年度を50周年YEARとし、記念式典等を計画しています。
　「地域と共に50年　そして未来へ」をスローガンに、皆様にも楽しんでいただける
ようなイベントを計画していますのでお楽しみに‼

創立50周年YEAR coming soon！

― ３ ―



― ２ ―

純資産の部

　  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 
　　　事業未収金 
　　　未収補助金 
　　　貯蔵品・医薬品 他 
　　　立替金 
　　　前払費用 
２　固定資産 
　　　基本財産 
　　　その他の固定資産 

１　流動負債 
　　　事業未払金 
　　　その他の未払金 
　　　１年以内返済予定設備資金借入金
　　　１年以内返済予定リース債務 
　　　預り金 
　　　職員預り金 
　　　賞与引当金 
２　固定負債 
　　　設備資金借入金 
　　　リース債務 
　　　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
次期繰越活動収支差額
　　　合　　計

3,668,501,004
36,206,832
20,830,683

3,143,959,859
20,000,000

6,889,498,378 

3,360,549,306
1,475,104
17,338,938

294,000,000
3,216,135,030
6,889,498,378

流動資産の部 負債の部7,111,131,291
2,034,250,751
1,486,703,837
489,224,320
52,945,494
1,530,413
3,436,987
409,700

5,076,880,540
3,597,549,119
1,479,331,421
705,545,990
264,301,338
122,770,722
4,077,370
16,916,000
10,371,624

4,518
1,699,104

108,462,000
441,244,652
278,372,000
10,371,624
152,501,028
6,405,585,301

2,034,250,751
5,076,880,540
3,597,699,119
1,479,181,421

7,111,131,291

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
次期繰越活動収支差額
　　    純資産の部合計
　 負債及び純資産の部合計

264,301,338
441,244,652
705,545,990

150,000
2,228,990,052
960,310,219
3,216,135,030
6,405,585,301
7,111,131,291

3,703,601,000
18,877,000
29,684,000

3,752,162,000

3,704,707,836
20,830,683
29,690,904

3,755,229,423

3,333,934,000
154,395,000
316,261,000
△ 52,428,000
3,752,162,000

3,234,445,074
151,348,639
312,732,090
56,703,620

3,755,229,423

【財産目録】
〈西予総合福祉会〉

【貸借対照表】

【事業活動計算書】

【資金収支計算書】

収入の部
決算額 決算額

支出の部

　年号が平成から令和に変わり、時代が変わる中、法人でも「游の里
温泉及びデイサービス」の両事業に幕を引くこととなった。まず温泉
は、平成８年４月の開設以来、西予市の指定管理契約の元で事業継続
してきたが、近年は利用客減少による採算割れが常態化し、更に空調
機器の老朽化により、今後大規模修繕が見込まれることから、この度
の西予市の同施設民営化方針に従い、撤退した。
　デイサービス事業も定員や職員体制を見直しながら、西日本豪雨
災害後も運営してきたが、温泉と一体化した建物でもあり、事業に終
止符を打った。
　一方、新事業としては地元の要望を受け、西予市からの事業移管に
より、明浜町の「高山保育所」を次年度から運営することとなった。既
に２月１日からは共同保育を開始し、移管に備えている。また、豪雨災
害にて休園中の「明間保育園」も、新年度から再開できるように準備
を進めた。いずれも法人の持ち味を活かし、更に地域に根付いた保育
園を目指していく。
　更に障がい事業では市の公募により当法人が選定され、三瓶町に
地域共生型交流拠点事業として「なごみかん」を来る５月１日より、運
営開始の予定である。この施設は、健康づくりや交流の場として、また
高齢者や障がい者の働く場として、地域住民の誰もが気軽に立ち寄
り、満足感・充実感が得られる事を目的としており、新たな地域の拠
点の役割を担っていきたい。
　高齢者事業では宇和町山田地区にて事業展開していた「認知症対

応型デイ石城あんしんの家れんげ」が建物の耐震性不足等の理由に
より、４月からは「松葉寮」の建物内で名称を「かえで」と変更し、より
よいサービスの充実を図るため、再スタートを切る。そしてケアマネ
ジャーの事業所である「居宅介護支援事業所松葉寮」は、「開明の杜」
内に事務所を移転しているが、その名称から「松葉寮」に対して、来客
や問い合わせが多かったため、事業所名を「居宅介護支援事業所陽だ
まり」に変更し、より親しみやすい事業所を目指す。
　人材確保では外国人雇用にも間口を広げ、「松葉寮」にＥＰＡ介護福
祉士候補生を昨年１２月よりフィリピンから２名受け入れた。ミャン
マー人技能実習生は今年３月から「あけはま荘」で２名を皮切りに夏
にはあと２名、そして「皆楽園」でも２名受入れ予定で多様な雇用の受
け皿として機能していく予定である。
　設備整備関係では、「松葉寮」の空調設備の老朽化に伴い、省エネ対
象補助金を得て更新を行い、利用者に快適な環境を提供することが
出来た。その他、各施設で設備の老朽化に伴い、各居室のエアコンの
更新及び修理、車両等の更新を行った。
　経営状況として、事業活動収入が昨年比２％の伸びで３７億円を超
えた。それぞれの主要事業が堅調なことに起因している。資金収支差
額も安定した数字を残せたが、職員の離職率が養護・障がい事業部１
２．４％及び児童事業部９．４％と法人目標数値である離職率５％を
大きく上回る６．７％となった。人口減少により、福祉の担い手不足が
叫ばれて久しい現在、次年度に大きな課題を残した年となった。

平成31年度　事業報告

平成31年度　決算書

― ３ ―

職員募集
保育士　介護職員　栄養士　看護職員　ほか

人が大好きで福祉に興味のある方、一緒にお仕事しましょう！

正社員・パート

【お問い合わせ】　西予総合福祉会　事務局　
　　　　　　　　TEL : (0894)62-3773（担当：宇都宮）
　　　　　　　　募集要項その他の詳細は当法人HPでご覧いただけます



接触予防策 飛沫予防策

空気予防策

新型コロナウイルスの猛威は、未知の感染症が流行した際に、私たちがとらな
ければならない対応を示し、それらは「新しい生活様式」と呼ばれるようにな
りました。この言葉が世に出て数ヶ月が経とうとしていますが、感染症に対し
ての弱者となりがちな高齢者をはじめとする人々は、それらの制約のなかでも
日々を楽しく過ごす道を模索しています。今回はその一端を紹介します。

もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～もらわない・ひろげない！～適切な感染症対策を再確認～
日頃から予防できていますか？

障がい者支援施設「希望の森」では、市立宇和島病院 感染

管理認定看護師の宇都宮保志氏を講師にお迎えし、「感染症

対策研修会」を行いました。研修会に参加することで、より一

層感染症に対しての意識を高めることができました！

標準予防策

手指衛生が

重要！

手指衛生

個人防護具の適切な使用

環境整備

呼吸器衛生/咳エチケット  などなど 

石鹸と流水洗いだけでなく、擦式手指消毒を行うことで、菌量を減少させることができます。

予防してＥｎｊｏｙ！

ソーシャルディスタンスを保ちながらの研修でした。

高齢者施設の「新しい」日々
　当法人の高齢者入所施設で、今回を機に始められた対策は、「新しい」生活の一部として続い

ています。

　例えば、マスク着用、検温、手洗い、うがい、消毒だけではなく、「松葉寮」には、感染症の

原因を持ち込まない、持ち出さないよう粘着マットが設置されるようになりました（1）。

　また、「松葉寮」や「あけはま荘」で始まったネットワーク電話

サービスを用いた遠隔面会は、簡単には訪れることのできないご家

族の方々にも好評です（2）。

　さらに、大型行事は次々と中止になりましたが、それぞれの施設では代替イベント

が行われました。その上で、小規模な

イベントも日常的に行われ、楽しんで

いただいている模様です。

　ご利用者の怪我等の心配を考えると、ソーシャルディスタ

ンスを保てるとは一概には言えませんが、日々を楽しく暮ら

せるよう、できる限りの感染症対策を行っています。

（2）遠隔面会でお話し中

施設内夏祭りでひもくじ 施設内デイサービス

そうめん流し パーラーでたこ焼き作り 移動スーパーでお買い物 天ぷら祭り

（1）玄関の粘着マット

精神的ストレスは免疫

力を低下させるようで

すよ。楽しく過ごしま

しょう。って、気にしす

ぎてストレスをため込

まないようにネ。

外出は少なくなりましたが、「希望の森」では園内のイベントを楽しんでいます！

　感染症対策から外出の頻度が減り、家で過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうか。そんな『お家時間』を親子で楽しめるレシピをご紹介

します。子どもの年齢に応じて、包丁を使って具材を切ったり、混ぜたり、盛り付けしたり、親子で作ってみませんか？
お家時間を親子で楽しむ ♫
　　簡単Ｃｏｏｋｉｎｇレシピ

袋に入れたクラッカーを
たたいて砕いておく

①で砕いておいた
クラッカーをつける

中火で揚げて中まで
火が通ったら完成★

食べやすい大きさに
具材を切る

パンにマーガリンをぬる

きな粉と砂糖を混ぜる

①のパンに②をふりかけて
オーブンで焼いたら出来上がり！

鍋に水と①を入れ
コンソメを入れて煮込む

野菜がやわらかくなったら
スープの味をみてお好みで
塩こしょう・醤油で味を調える

塩こしょうをする

溶き卵をつける

小麦粉をつける

ささみのクラッカー揚げ お手軽ポトフ きなこラスク

材料（幼児1人分）

・ささみ　　 35ｇ

・塩こしょう　適量

・鶏卵　　　 　7ｇ

・薄力粉　　 　5ｇ

・クラッカー 　8ｇ

　（リッツ約3枚分）

・油　　　　　 5ｇ

袋に入れたクラッカーを
たたいて砕いておく

塩こしょうをする

小麦粉をつける小麦粉をつける

溶き卵をつける

①で砕いておいた
クラッカーをつけるクラッカーをつける

中火で揚げて中まで中火で揚げて中まで
火が通ったら完成★

材料（1人分）

・ウインナー　10ｇ　・油揚げ　　　　3ｇ

・にんじん　　12ｇ　・コンソメ　　　2.5ｇ

・たまねぎ　　15ｇ　・塩こしょう　　適量

・キャベツ　　18ｇ　・うすくち醤油　適量

・しめじ　 　  5ｇ 

材料（幼児1人分）

・食パン　　　30ｇ

（6枚切り約1/2枚）

・マーガリン　 2ｇ

・きな粉　　　 5ｇ

・砂糖　　　　 3ｇ

　調理前には正しい手洗いを行い、食中毒予防も
心がけましょう。ぜひレシピをご活用ください。
　調理前には正しい手洗いを行い、食中毒予防も　調理前には正しい手洗いを行い、食中毒予防も

サクサクとした

食感がおいしい！

具だくさんのスープは

体もあったまるので

寒いこの季節にも

ピッタリです！

― ４ ― ― ５ ―



　利用者さんとともに木工製品を少しずつ作成し
ています。
　今年度は、「なごみかん」のベンチを作りました。
他にも私より器用な方はたくさんいると思います。
ただ、私が大切にしていることは、多くの人とと
もに作り上げるということです。「早く行きたいな
ら一人で、遠くに行きたいなら皆で」をモットー
にしていて、利用者さんはもちろん同僚たちにも
その都度意見を求め、そして参加してもらいなが
らゆっくり形にしています。その中で自分の得意
な所を活かせたらなと思います。

松葉学園職員

― ６ ― ― ７ ―

なごみかんのベンチを作成

　元海上自衛隊、潜水艦くろしお給養員の海士長
です。日本に潜水艦があるのを知らない人もいる
かと思いますが、潜水艦は実用されています。先日、
新型潜水艦「たいげい」が発表され、女性の潜水
艦乗組員の誕生に驚きました。給養員というのは
簡単に言えばコックさんです。「なんだ、飯炊きか」
と思った方、限られた空間で特に娯楽もない艦内
での唯一の楽しみは食事です。そんな中で料理を
作り、「飯美味かったぞ！」と言われた時は、とて
も嬉しかったことを覚えています。
　１任期（3年）を終えて地元である西予市に戻り
この西予総合福祉会で保育士をしています。この
経験を生かせるように、頑張っていきたいと思い
ます。

宇和保育園職員

意外すぎる彼の前職

　今回、同職場の方より声を掛けていただき園庭
のログハウス用看板デザインを担当いたしました。
まず、園の先生方のコンセプトを決めていただき、
そこからイメージを膨らませていきました。制作
にあたり、子どもたちの遊びがハッピーな時間に
なるようなデザインにできないかな。そんなこと
を思いながらつくりました。
　青空のブルーを基調に、可愛らしいテイストに
なりました。ログハウスは「ハッピーランド」と
いう名前が付いていたため、看板デザインの表現
は空から子どもたちの笑顔を見守っているように
描いています。デザインはとてもシンプルですが、
楽しい時間を過ごしてほしいという思いを込めて
作品をつくりました。

松葉学園職員

ハッピーな看板デザイン

自分らしさを生かして ～頑張る職員達～



いらっしゃいませ
「なごみかん」パン工房です。
お客様と出会えたこと とても嬉しく思います。

パン工房をご案内します。
「なごみかん」パン工房は、純粋で素敵なBakersで結成
されました。少し不器用で、少しおっちょこちょいな
とこもありますが、愉快に助けあいながら『美味しい
希望』を毎日作っています。
なんでも挑戦できるBakersです。

でも、
♡お客様を、少しお待たせすることがあるかもしれま
せん。あたたかい目で見守っていただけると、心強く
働く『エネルギー』になります☆☆☆

♡パンの種類は、Bakersの得意なパンからご紹介させ
ていただいています。
パンの種類が増えた時は、Bakersの作れるパンが一つ
増えたという『楽しい挑戦です。』☆☆☆
新商品に出会えた時は、一緒に喜んでいただけると嬉
しいです。

『美味しくな～れ』と心を込めて作っています。
お客様に、たくさんの『美味しい幸せ』が届けられる
よう頑張っていきます。             

パン工房　Bakers　

― ６ ― ― ７ ―

　私は、これまでに数多くのパンを食べてきましたが、「なごみかん」
のパンは、今までのパンとは全然違いました。一つ食べたその日から、
私をとりこにしてしまったのです。何と言えばいいでしょう。噛めば噛
むほど、パンそのものの不思議なおいしさが、口中に広がり、『このパ
ンを選んでよかった』という満足感を味わうことができたのです。
　ぜひ一つ、ご賞味を。
　『もう一つ！』と思うはずです。　　　　　         　　　館長 西本

・ファンです!!食パンが好きで、週に１回買いに来ています♪
・ふっくらした食感で、とても美味しかったです☆

【利用料】  　小人：100円 大人：200円
【利用時間】制限なし。但し、いくつかのグループが重なれ
　　　　　  ば20 ～ 30分で入れ替わり

【持参物】　  シューズ(靴底は白いもの)
【利用上の注意事項】
　　① アルコール消毒をお願いします。
　　② 小学4年生までは、保護者同伴です。
　　③ 高い所からの飛び降りに注意し、下に誰もいないか
　　　 確認してください。
　　回数券もあります♪

場　　所：西予市三瓶町津布理２８４３番地１
利用時間：９：００～２０：００

（但し現在は、感染防止対策のため９：００～１７：００）
定 休 日：火曜日、12月29日～ 1月3日

【お問い合わせ】
西予市地域共生型交流拠点施設　なごみかん
Ｔ Ｅ Ｌ：（０８９４）８９－３３３３

【利用料】　1時間100円
【開放時間】9：00 ～ 17：00
【持参物】　室内用のトレーニングシューズ
★1日もしくは半日貸し切りができます♪ご要望に応じて
　ご相談下さい。
★人数が多ければ事前ご予約下さい♬

各種お豆腐、季節野菜、切り花、苗、ドライフラワー、リース、
和紙製品等の販売を行っています♬

まるでレースのような繊細で美しい切り絵は必見!! 
Bakersのひとりである、井上さんの作品。優しい
彼の優しい時間が生み出した素敵な作品をぜひご
覧下さい。

生地をまるめて、
たまごケーキつくるの好き♪

愛情こめて作りました♡

出品者募集中です !!

ホテルパン 

…お客様の声…

“私たち、 「なごみかん」 パン工房の
Bakers です♬”

もっと知りたい !!

友達 ・ 家族との空間♬ ボルダリング !!

気持ちいい汗を流してみませんか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域交流スペース‼

☆地元産品スペース☆

「なごみかん」一角に広がるアートな世界

めっちゃ楽しい !!
頑張れ～☆☆☆

商品のご注文について
傘や布をお持ち下さい。お預かりさせていただきます。

（※傘は骨組みの付いたままお持ち下さい）
　　⬇
状態の確認をさせていただきます。

（状態によりご希望に添えない場合があります）
　　⬇
作成します。
　　⬇
仕上がりましたらご連絡いたします。
　　⬇
お支払いはお渡し時にお願いいたします。

お気に入りの傘をエコバックに！
使えなくなったお気に入りの傘をエコバック
にしてみませんか？

1本1000円

納期：約2ヶ月



・誰かに会える　・安心できる　・情報が得られる　・みんな一緒に育つ　・心地よい場所

　「地域子育て支援センター」は、「宇和保育園」の中にあります。絶えず元気な園児の声が響いています。
園児たちはお話するのが大好きなので、センターを利用されるお子さんたちによく声をかけてくれています。
初めてセンターを利用される時は、不安がいっぱいで、迷われることも多いでしょう。
センターに行くと・・・

と感じていただき、みなさんが自由に過ごすことができるセンターつくりを目指しています。
ぜひ、あそびに来てみてくださいね。

　令和２年９月１日、「高山保育園」新築工事に係る起工式を、新園舎建設
予定地である「西予市役所明浜支所」敷地内にて執り行われました。
　現在の「高山保育園」園舎は、昭和５３年３月に建設され老朽化が著しい
ほか、南海トラフ地震による津波の被害や裏山の土砂災害の被害も想定され
る場所に立地しており、子どもたちに安全・安心な保育を提供するため移転
建設されるものです。
　起工式には、管家市長、兵頭県議をはじめ地元選出の市議会議員、建設
工事関係者の方々にご出席をいただき、工事の安全を祈願しました。
　令和３年２月末の完成を目指し、同年４月からは新しい保育園で保育をし
ていく予定です。

※行事予定はホームページに掲載しています。（一部変更になる場合もあります。）
※飲食は可能ですが、密にならないような食事の仕方にご協力よろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、各行事5組までの予約制
　とさせていただいております。
　ご予約・お問い合わせは宇和保育園へお願いいたします。

【お問い合わせ】
宇和保育園内　地域子育て支援センター
TEL：（0894）62-2588
担当：宮本・末光

地域子育て支援センターで一緒にあそぼう！

高山保育園起工式

宇和保育園の園庭でも遊べますよ～

新しい保育園のため
全員でしっかり祈願
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編集委員

　令和2年11月4日に、西予市議会厚生常任委員会の
方との意見交換会が行われました。
　和やかな雰囲気のなか、議員さんに保育園の現状
や保育士の意見をお伝えいたしました。西予市で安心、
　　　安全に子育てできるようお力添え頂き
　　　ますようお願いいたしました。

西予市議会との意見交換会

　その年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」。10月末の原稿締切が近づく今日、清水寺ご住
職の筆の動きが気になりました。当広報誌をご覧いただく頃は発表済み。果たしてどのような漢字が
選ばれているのでしょうか。今年の一文字…。やっぱり「病」だろうか。マスクが必需品になったの
で「覆」？　巣ごもりの「籠」かな。退屈な日々が続いたので「屈」。それとも英知のもとコロナ対
策に光明を見出して「克」とくるか！
　おっ！その字だったか。なるほどなぁ。弊紙をご覧の皆様にとって令和3年が素晴らしい年でありま
すように！（松）

あとがき


