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所

属

うわまち東保育園

職

種

保育士

氏

名

清水

採

用

平成27年4月

出身校

美紗

環太平洋大学短期大学部

福祉の世界に入るきっかけは？

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。

幼稚園時の担任の先生に憧れ、大好きな子ど
も達の成長を近くで見守ることのできる保育士
になりたいと思ったのがきっかけです。
中学校や高校で福祉体験やボランティアをし
たことでより福祉の世界に興味を持つようにな
りました。

仕事とプライベートを両立するために工夫していること
趣味を充実させることです。私はプロ野球チームの阪神タ
イガースが大好きです。休みがあれば実際に観に行ったり、
テレビで観戦したりしています。
自分の好きなことを見つけることで、仕事も頑張ろうとい
う気持ちになれます。

これから就職する人へのメッセージをお願いします。
やりがいを感じるときはどんな感じですか？
子ども達や保護者さんの嬉しそ
うな表情、キラキラ輝く笑顔を側
で見ることができたり、「ありが
とう」という言葉を掛けていただ
いたりした時にとてもやりがいを
感じます。

西予総合福祉会 組織図

最初は慣れない書類等に悩むこともあ
りましたが、職場の先輩方に支えられた
りして、自分自身も成長することができ
ました。
子どもの成長を側で見守ることができ、
たくさんの方と関わることのできる福祉
の世界に入ることができ、とても幸せで
す。共に頑張りましょう。

評議員会
監査会（監事）

理事会（理事長）

運営協議会

やりがいを感じるときはどんなときですか？

事業部長会（常務理事）
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老人福祉
養護・障がい福祉
児童福祉
公益事業

児童事業部長

養護・障がい事業部長

老人事業部長

事務局長

児童事業部

養護・障がい事業部

老人事業部

事務局

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

松葉学園
希望の森
ひまわりの家

松葉寮
皆楽園
あけはま荘
宇和デイサービス
三楽園
リハビリ室
游の里温泉
松葉診療所

総務係
財務係
人材育成係

日々、子ども達と関わりながら、成長を身近で感じ
ることが出来る時です。子ども達の成長は、大人が計
り知れない事が多く、驚かされることがあります。そ
の子どもなりの小さな一つひとつの成長を、嬉しく思
い、そして、子どもや保護者と共に成長を傍で感じ、
喜び合える時間を大切にしたいと思います。

所

属

田之筋保育園

職

種

保育士

氏

名

中井

採

用

平成21年4月

出身校

るりこ

松山東雲短期大学

これから就職する人へのメッセージをお願いします。
子育てと仕事を両立して働いていただいていますが、
働く環境はどうですか。
今年度より短時間の勤務形態をとらさせて
頂いております。その為子ども達と一緒に過
ごせる時間が増えて、ゆとりを持ち子育てが
できるようになりました。長女３歳、二女１
歳のまだまだ甘えたい時期です。また、突然
の発熱や体調の悪化で、休みを頂かなくては
ならず、職場に迷惑を掛けてしまうこともあ
ります。しかし、どんな時でも温かい言葉で
励まして頂き、支えてもらっています。私が
こうして子育てと仕事の両立ができるのは、
家族や職場の方々のお陰だと感じております。
今後も両立していく事は簡単ではないと思
いますが、周りの皆さんに助けて頂きながら
感謝の気持ちを忘れず、頑張っていきます。

子ども達の元気でかわいい笑顔、そして、何よりも成長し
ていく過程を傍で見守り、支援し成長の喜びを共有すること
が出来、とても魅力的な仕事です。
我法人は、家庭を持ち、子育てをしながらでも、安心して
働ける制度が整っています。将来のことも考えながら、仕事
に集中でき、楽しく頑張れると思います。

所

属

ぽのぽの

職

種

保育士

氏

名

浦田

採

用

平成23年9月

出身校

やりがいを感じるときはどんなときですか？

鮎美

愛媛女子短期大学
（現環太平洋大学短期大学部）

子育てと仕事の両立して働いていただいていますが、
働く環境はどうですか。

子ども達がこちらのアプローチで「できた」
という達成感をもったり、「やってみたい」と
いう意欲につながった時には心から嬉しく感じ
ます。
また、そういった子どもの成長を保護者の
方々や職員と共有し、喜び合えることが私のや
りがいにつながっています。

子育てしながらの仕事は、想像するだけでも、
大変というイメージで心配もありました。
現在の職場には、子育てしながら仕事をされて
きた方が多いため、理解して頂いている部分が大
きく気持ちの面でもサポートしてもらいながら安
心して働くことができています。

法人

法人イメージロゴ

沿革

年月日
昭和47年2月29日 社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の設立認可
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24年4月1日

法人創立40周年記念大会 開催

平成26年4月1日

新人事制度運用開始
（平成24年10月～

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

人事制度見直し開始）

法人施設一覧
老人事業部
特別養護老人ホーム 松葉寮
〒797-0020 西予市宇和町久枝甲1434－1
事業：老人短期入所事業所

これから就職する人へメッセージをお願いします。
子育て中で、仕事復帰できないなぁと思っている方、西予総
合福祉会は子育てをしながらでも自分自身のスキルアップがで
き、仕事にやりがいを感じながら働くことができます。
子育ての時間も仕事の時間も充実したものにできる職場で一
緒に仕事をしましょう。

身体障害者短期入所事業所

松葉寮

居宅介護支援事業所

松葉寮

ヘルパーステーション

まつば

〒796-0914 西予市三瓶町皆江２５９８－１
事業：老人短期入所事業所

事業：老人短期入所事業所

所

属

中川保育園

職

種

保育士

氏

名

河野

採

用

平成26年４月

舞

神戸女子大学

養護老人ホーム

0894650137

あけはま荘

三楽園

〒796-0912 西予市三瓶町蔵貫浦5－19

プライベートの時間も大切にするために、やるべき仕事を書
き出し、優先順位をつけて取り組んでいます。書類が電算化し、
職員が交代でパソコンを使用するので、時間を見つけてメモを
とりながら、効率よく入力ができるよう工夫しています。また、
しっかりと体を休める日も確保するようにしています。

TEL

0894340631

TEL

0894624611

福祉の里デイサービスセンター

仕事とプライベートを両立するために工夫していること

事業：通所介護（短期入所）事業所

多田あんしんの家

通所介護（短期入所）事業所

ななほし中川

認知症対応型グループホーム

うつのみやさんの家

游の里デイサービスセンター
〒797-0010 西予市宇和町明間6125
事業：生活介護事業所

これから就職する人へのメッセージをお願いします。
保育士は体力のいる仕事ですが、子どもたちか
らのエネルギーもたくさんもらい、明るく元気に
働くことのできるすてきな仕事だと思います。
西予総合福祉会は職員の数も多く、さまざまな
人とかかわる中で、それぞれの経験・価値観から
いろいろなことを学べる環境だと思います。
ぜひ、一緒に働きませんか？

TEL

明浜デイサービスセンター

〒797-0020 西予市宇和町久枝甲1442-1
ハイハイだった子が歩けるようになったり、ぶ
らさがることもできなかった子がうんていができ
るようになったり、どの年齢の子どもにもそれぞ
れの成長があり、その小さな成長に出会い、喜び
に寄り添えたときです。また、何気ない日々の子
どもたちの笑顔に元気をもらい、やりがいにつな
がっています。

0894205710

皆楽園

〒797-0113 西予市明浜町狩浜2ー1177

出身校

やりがいを感じるときはどんなときですか？

TEL

皆楽園

特別養護老人ホーム あけはま荘

児童事業部

子どもの頃通っていた幼稚園の先生に憧れて、子どもたち
とかかわる仕事がしたいと思い、大学で幼稚園教諭と保育士
の資格を取りました。そして、大学時代に保育園でアルバイ
トをしていたこともあり、保育士として働き、子どもたちと
楽しい毎日を過ごしたいと思ったことがきっかけです。

0894622111

特別養護老人ホーム 皆楽園

デイサービスセンター

福祉の世界に入るきっかけは？

TEL
松葉寮

ケアハウス

TEL

0894670079

游友

認知症対応型通所介護事業所

石城あんしんの家れんげ

通所介護（短期入所）事業所

あんしんの家

れんげ

〒797-0020 西予市宇和町久枝甲1434－1

TEL

0894627116

TEL

0894650066

事業：特定施設入居生活介護

ケアハウス

はまゆう

〒797-0113 西予市明浜町狩浜２-1208-4
事業：特定施設入居生活介護

養護・障がい事業部

養護・障がい事業部

障害者支援施設 松葉学園
〒797-0016 西予市宇和町神領534

TEL

事業：短期入所事業所

福祉の世界に入るきっかけは？

0894620471

松葉学園

障がい児通所事業所

ぽのぽの

共同生活援助事業所

夢の家

就労継続支援（Ｂ型）事業所

いっとき館

高校生の時に将来について考えた時、生活に困って
いる人を助ける仕事がしたいと思ったのがきっかけで
す。福祉系の専門学校に進学し、在学中に希望の森で
の実習を通して、大変よくして頂き、地元でもあるた
めここで働きたいと思いました。

障害者支援施設 希望の森
〒797-0022 西予市宇和町小野田1295

児童養護施設

TEL

事業：短期入所事業所

希望の森

相談支援事業所

希望の森

事業：児童心理治療施設

やりがいを感じるときはどんなときですか？

TEL

属

希望の森

職

種

生活支援員

氏

名

宇都宮

採

用

平成27年４月

出身校

徹也

河原医療福祉専門学校

仕事とプライベートを両立するために工夫していること。

0894625500

利用者の方が買い物や外出を通して楽しんでいる姿
を見た時はもちろんですが、普段のちょっとした会話
の中でもたくさんの笑顔が見れることが、仕事の励み
になっています。

ひまわりの家

〒 797-0020 西予市宇和町久枝甲1429

所

0894893112

ひまわりの家

特に工夫をしていることはありませんが、休む時は
とことん休むというように自分の中でｏnとoffのメリ
ハリをつけるようにしています。

これから就職する人への
メッセージをお願いします。

児童事業部
うわまち南保育園
〒797-0015 西予市宇和町卯之町3－486

TEL

0894620460

TEL

0894624301

TEL

0894622329

福祉の仕事は大変なことが多い
ですが、その分やりがいのある素
晴らしい仕事です。
就職したらやりがいを感じなが
ら仕事ができると思います。皆さ
んの入職を、お待ちしています。

事業：病児保育事業
学童保育事業

おれんじクラブ

うわまち東保育園
〒797-0015 西予市宇和町卯之町2-144
事業：延長保育事業

中川保育園
〒797-0032 西予市宇和町田苗真土1617
事業：学童保育事業

ななほし中川

田之筋保育園
〒797-0006 西予市宇和町新城983

TEL

0894620744

下宇和保育園
〒797-0012 西予市宇和町皆田1105
事業：学童保育事業

TEL

0894621530

所

属

ひまわりの家

職

種

保育士

氏

名

藤原

採

用

平成27年４月

出身校

明下田クラブ

佑樹

聖カタリナ大学
短期大学部

福祉の世界に入るきっかけは？

明間保育園
〒797-0010 西予市宇和町明間1068

TEL

0894670303

TEL

0894622588

宇和保育園
〒797-0018 西予市宇和町下松葉177-1
事業：一時預かり事業
地域子育て支援センター
延長保育事業
学童保育事業

仕事とプライベートを両立するために工夫していること
オフの日は、『自分のやりたいことをすること』で
す。『する時はする、しない時はしない』とメリハリ
をつけることで、高い位置での両立ができると私は考
えています。
プライベートのために仕事を頑張り、また、仕事の
ためにプライベートを充実させれば、自分の中で良い
サイクルができると思って頑張っています。

「子どもが好きで、子どもと関わる仕事がした
い」と思ったのがきっかけです。
また、地元が好きで、宇和で仕事を探したと
きに「あっ、保育士がいいな」と思って保育士
を目指しました。きっかけは小さいものでした
が、学んでいくととても楽しく、今では毎日が
とても充実しています。

トトロクラブ

游の里温泉（ユートピア宇和）
〒797-0010 西予市宇和町明間6125

TEL

0894670077
やりがいを感じるときはどんなときですか？

松葉診療所
〒797-0015 西予市宇和町卯之町1-347-2

TEL

事業：リハビリ専門デーサービス

歩

リハビリ専門デイサービス

歩

0894620688

みま店

やりがいを感じるのは、子どもたちの笑顔をみる
ことができたときです。
仕事が忙しいときでも子どもたちと関わっている
時間は自分も心の底から楽しく、この仕事をやって
いて良かったと感じます。

これから就職する人へ
メッセージをお願いします。
福祉の仕事は人と関わる
仕事です。一人ではできな
い仕事です。だから、今あ
る人間関係を大切にして下
さい。そして、これから出
会う人との関わりを大切に
してください。それが自分
の力になっていくと思いま
す。お互いが助け合い、お
互いを高め合えるような友
だちを見つけましょう。

所

属

リハビリ専門デイサービス

職

種

機能訓練指導員

氏

名

白﨑

採

用

平成25年４月

出身校

求める人物像

歩

自分の仕事に誇りを持ち、利用される方すべての喜びに向けて邁進する職員

享史

◆人の気持ち・心に敏感な職員
・利用者の喜びが自分の喜びに感じられる
・気配りがある
・コミュニケーション能力がある …

河原医療大学校

福祉の世界に入るきっかけは？
小さい頃から年配の方と関わることが多い環境でした。
その時に人と関わる楽しさを知り、笑顔を見ることが何
よりも楽しく癒しになっていました。
今では、利用者様のおかげでいつも笑いの絶えない充
実した日々を送っています。

◆自己を律することができる職員
仕事とプライベートを両立するために工夫すること
どちらも充実させるためには、遊ぶときには全力で
遊ぶ！仕事をするときは全力で仕事をする！
仕事では事故やミスをしないよう集中してできるよ
う心掛け、プライベートでは日頃のストレスを発散し
次の仕事に臨めるようにしています。

・自己管理ができる
・自己統制ができる
・リスク管理ができる …

◆自ら進んで進化し続ける職員
・前向きで行動力がある
・自ら改善しようとする感覚・行動力がある
・探究心があり自己啓発する …

◆組織・チームと活きる職員
・法人の理念に共感できる
・同僚・上司・他部署とコミュニケーションよく、
協力できる
・報連相ができる …

人材育成
法人全体として、新人・新任職員研修会、フォローアップ研修会、その他階層別研修会があります。

やりがいを感じるときはどんなときですか？
これから就職する人へメッセージをお願いします。
１番は利用者様に満足して喜
んで頂いた時と信頼されている
時です。なかなか時間のかかる
ことではありますが、何でも話
して頂けるようになり、身近な
存在に感じることができます。
毎日、利用者様の笑顔が間近
で見ることができて嬉しく思い
ます。

やりがいを感じるときはどんなときですか？
私が勤めているショートステイでは、１人の利用者
様と関わる時間が限られています。毎日入所・退所が
あるからです。
その中でやりがいを感じるときは、「このあいだは
お世話になりました。」「またこらせて下さい。」と
利用者様に言っていただくときです。この言葉が、仕
事の活力にもなっています。

大変なこともしんどいこともありますが、
その分楽しいことも嬉しいこともたくさん
あります。自分の仕事に自信が持てると、
やりがいも見つけることができ、誇りと思
えるようになります。
スタッフ・利用者とも、とてもいい雰囲
気で過ごしています。ぜひ見学来てみて下
さい(*^ ^*)

フォローアップ研修会
新人・新任職員研修会

人材育成担当者研修会

「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、研修を実施しています。

所

属

松葉寮

職

種

介護職員

氏

名

鈴木

採

用

平成25年2月

出身校

大洲農業高校

千容

これから就職する人へのメッセージをお願いします。
子育てと仕事を両立して働いていただいていますが、
働く環境はどうですか。
私の子育てを理解してい
ただいていますので、働く
環境として私には合ってい
ます。働きやすい職場です。
上司や同僚には感謝してい
ます。
毎日就業時間が違うので、
子育てと仕事の両立に忙し
い日々を送っていますが、
充実感があり、笑顔が絶え
ない和やかな雰囲気の中で
働いています。

３人の子育てをしながら勤めていますが、西予総
合福祉会は子育て世代が働きやすい法人だと思いま
す。私は実際産休・育休を取得し、仕事復帰をさせ
ていただきました。女性にとって帰る職場があるこ
とは、その後の子育てにもつながる大切なことです。
子育て中のお父さん・お母さん。一緒に働きませ
んか。

老人事業部

養護・障がい事業部

児童事業部

事業所ごとに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。

私が福祉の政界に入ろうと思い始めたのは中学

ＯＪＴミーティング風景

「ありがとう」って心から言ってもらえる職場です

人事制度
総合的な福祉サービスを全職員が提供するため、施設間だけでなく、事業部間のローテーションがあります。
等級・役職制度、昇格要件等が明確化されています。
基本給は担当する仕事の責任範囲や難しさ、また求められる職員像を実践しているかなど、等級と評価に基づいて
決定する仕組みとなっています。
評価結果は昇格・賞与に反映します。

所

属

あけはま荘

職

種

介護職員

氏

名

末光

採

用

平成27年4月

出身校

昇格試験
Ｓ２昇格試験

仕事とプライベートを両立するために工夫していること

正典

松山大学

福祉の世界に入るきっかけは？

当法人で勤務している職員の中から年１回、実施。但し法人指定資格保有者。

※

法人指定資格とは・・・
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、看護師（准看護師可）、介護支援専門員、管理栄養士
理学・作業療法士、言語聴覚士、保育士、幼稚園教諭、調理師、社会福祉主事任用資格、教育職員免許
医療事務管理士、認定心理士、臨床心理士、柔道整復師

その他、在籍する等級から上の等級に昇格する際には、レポート提出や面接等があります。

職員交流

毎年1回、施設,そして事業部を越えて、イベントを通して職員間の交流を図っています。
（過去の職員会交流会の様子です）

買物ウォーキングの前にストレッチタイム
公共施設とその周辺の清掃ボランティア

私は、大学を卒業後3年間は、福祉とは無縁の業種で仕
事をしていました。福祉の世界に入るきっかけは、母親
がデイサービスの調理師をしており、職場を何度か訪問
することがあったことが一番大きかったです。前職の職
場よりも楽しそうに仕事をされていて私もこんな仕事が
したいと思いました。

私が両立するために工夫していることは、常に何事
にも全力を尽くすことです。全力で尽くせば何事も楽
しくなると思っています。
あと一つは、なるべく笑顔で毎日を過ごす事です。
笑顔で過ごす事で、
つまらない事が楽
しくなってくる事
もあります。

これから就職する人へのメッセージをお願いします。
やりがいを感じるときはどんなときですか？
介護の仕事は大変というイメージ
が強いです。しかし、ご利用者様の
笑顔を見たり「ありがとう」と感謝
されると仕事での疲れが吹っ飛びま
す。そういった嬉しい体験がたくさ
んできるのは、介護の仕事の魅力の
一つだと思います。
ぜひ、皆さんの嬉しい・楽しい経
験を共有できたらと思います。

私がすごくやりがいを感じるとき
はご利用者様の笑顔を見た時です。
楽しそうな笑顔を見た時はこちらも
自然と笑顔になり、お役にたてたの
かなと嬉しくなります。ご利用者様
が私の名前を憶えていてくださった
り、私を頼って頂いた時には、特に
やりがいを感じます。

福祉の世界に入るきっかけは？
中学生の時、何も夢がなく何になろうか迷っていました。でも、
人の役に立てる仕事がしたいという思いは強くありました。そん
なときに老人施設に職場体験に行き、やりがいをすごく感じ、介
護の仕事を目指すことに決めました。政界に入ろうと思い始め

書道
世代別交流会 ～ビアガーデン～

やりがいを感じるときはどんなときですか？

行き先・購入物はくじ引きで決定

ありきたりですが、「ありがとう」と言
われた時や何よりも利用者さんの笑顔が見
られた時です。利用者さんの笑顔は最強で
何か嫌なことがあっても頑張ろう、この仕
事をしてて良かったと思います。どんなに
しんどくても、そんな瞬間が私にやる気と
やりがいを与えて頂きます。

事業部対抗運動会

福利厚生
・ 健康診断（年１～２回）

・ 扶養手当

・ 住宅手当

・ 通勤手当

・ 産前産後休暇

・ 育児休業

・ 忌引休暇

・ 介護休業

・ 年次有給休暇

・ 永年勤続表彰

・ 資格取得支援制度

・ リフレッシュ休暇（入職して１０年経過者、以降は５年毎に５日間の特別有給休暇を付与）

（順不同）

老人事業部

～皆さんの笑顔とその言葉が私を成長させてくれる～

所

属

皆楽園

職

種

介護職員

氏

名

松下

採

用

平成28年4月

出身校

咲

川之石高校

仕事とプライベートを両立するために工夫していること
仕事で嫌なことがあった時に家には持ち込まず、逆にプライベート
で嫌なことがあった時は仕事に持ち込まないことです。何かあった時
に自分なりにストレス発散ができる方法をみつけるのも両立していく
ひとつだと思います。私は、友達とカラオケに行って、ストレス発散
しています。
これから就職する人への
メッセージをお願いします。

介護は、しんどいイメージが強くあ
る人が多いと思います。でも、私はこ
の仕事を始めてしんどいと思うことも
あるけど、利用者様にいろいろな事を
学びます。とてもやりがいのある素敵
な仕事です。しんどいことがあっても、
きっといい事が待っているはずなので、
一緒に乗り越えて頑張りましょう。

