
福井県小浜市深谷第 10号 1番地の 1

弓話 0770H58-0870 FAX 0770H58口 0881

e―mail honbu@yu― aikai.orjp HP:httpプ/www.yu―aikai.orゴp/

(YAH00等の検索で小浜友愛会とご入力いただきますと速やかにご覧いただけます)



法人は、地域社会の中で福祉を必要とするすべての人が、個人の意志と尊厳を保持 し

つつ、自立 した生活を地域社会において、常に営むことができるよう支援 します。

また、社会福祉事業の主たる担い手としてしS、 さわ しい事業を確実、効果的かつ効率的

に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質

の向上に「誠実」に努めます。

法人としての使命を実感 し、公的立場に我われが存在する事を心得、複合施設の

利点を生かし相互の交流を促進 し、共に育ち合い、ともに生きる施設を目指 します。

地域共生は法人としての基本使命であり、地域福祉の拠点として、地域に期待さ

れる施設を目指 し、専門的技能の研鑽に自ら努めます。

法人として、施設と在宅、健常者(児 )と 障害

者 (児 )、 幼児と老人、そして人種の別も乗 り越

えた真の社会福祉の創造を目指 し貢献 します。



《第一種社会福祉事業≫

障害者支援施設 やすらぎの郷   定員40名 (国庫補助施設)

障害者支援施設併設障害児入所施設 第二やすらぎの独[ 定員 35名

(JKC(日 本自転車振興会)補助施設)

障害者支援施設 第二やすらぎの郷  定員 50名

(JKC(日 本自転車振興会)補助施設)

特別養護老人ホーム 楊   梅   苑  定員 80名

(」 KC(日 本自転車振興会)補助施設)

≪第二種社会福祉事業≫

多機能型就労支援事業所 おおいワークセンター   定員 39名

幼保連携型認定こども園 大島認定こども園 定員 60名

(JKC(日 本自転車振興会)補助施設)

放課後児童健全育成事業 学童保育

地域子育て支援拠点事業

短期入所事業 やすらぎの郷 定員  2名



指定共同生活援助事業 (ク

｀
ルーフ

°
ホーム)ホ ープ 定員 10名

指定共同生活援助事業 (ク

｀
ルーフ

°
ホーム)ポ ル ト 定員 10名

短期入所事業 第二やすらぎの郷 定員  2名

短期入所事業 第二やすらぎの郷 定員  2名

老人短期入所事業 楊梅苑ショートステイサービスセンター  定員 10名

相談支援事業 友愛会相談支援センター

《友愛会 法人本部 事務局》

福井県小浜市深谷第 10号 1番 地のやすらぎの郷内

《障害者支援施設 第二やすらぎの郷》

福井県小浜市深谷 10号 13番地 2

十 ‐

鶴

《障害者支援施設・短期入所事業 やすらぎの郷》

福井県小浜市深谷第 10号 1番 地の 1

《障害者支援施設併設障害児入所施設  第二やすらぎの郷》

福井県小派市深谷 10号 1番地 4



親 革■

《特別養護老人ホーム 楊 梅 苑・老人短期入所事業》     《ユニット型地域密着型介護老人福祉施設》

福井県大飯郡おおい町野尻 28号 37番地

《多機能型就労移行事業所 おおいワークセンター》 《保育所・放課後児童健仝育成事業学童保育 大島認定こども園》

福井県大飯郡おおい町本郷 149字東瀬崎12番地4        福井県大飯郡おおい町大島90号 27番地



《指定共同生活援助事業 グループホーム ホープ》

福井県小渓市深谷 13-2-1



《指定共同生活援助事業 グループホーム ポルト》

福井県小浜市深谷 9-11-2



昭和 35年 4月  1日 児童福祉施設として、福井県知事より設置認可。定員 60名

で、大島保育所の運営開始。

社会福祉法人大島保育所として、厚生大臣より認可。

大島保育所移転、新築工事完成。 (国庫)

大島福祉学園新築工事。 (国庫)

精神薄弱児施設大島福祉学園として、福井県知事より認可。

大島福祉学園定員 50名で運営開始。

社会福祉法人大島保育所を社会福祉法人大島福祉学園に名称

変更。

大島福祉学園救急艇購入及び緊急艇桟橋工事完成 (国庫)

社会福祉法人大島福祉学園を社会福祉法人友愛会に名称変更。

体育館新築工事完成。 (清水基金)

職員宿舎新築工事完成。

作業棟新築工事完成。 (清水基金)

友愛園新築工事完成。(JKA(日 本自転車振興会))

身体障害者療護施設友愛園として福井県知事より設置認可、

厚生大臣より指定をうけ開設、定員 50名で運営開始。

福井県嶺南養護学校大島分校設置。

南川福祉学園新築工事完成。 (」 KA(日 本自転車振興会))

精神薄弱児施設南川福祉学園定員 30名 で運営開始。

(福井県立嶺南養護学校南川分校設置)

大島保育所 45名定員に変更。

精神薄弱者更生施設大島福祉学園、定員 50名で運営開始。

南川福祉学園車庫建設工事(中央競馬馬主社会福祉財団)

南川福祉学園 車両購入  (清水基金)

大島福祉学園車庫建設工事(中央競馬馬主社会福祉財団)

友愛園 車両購入  (清水基金)

友愛園補修工事 (車両競技公益記念財団)

特別養護老人ホーム楊梅苑、老人デイサービス事業大飯デイ

サービスセンターつつじ園として福井県知事より設置認可。

(」 KA(日 本自転車振興会))

特別養護老人ホーム楊梅苑定員 50名、ショー トステイ 10名

(併設)、 老人デイサービス事業大飯デイサービスセンターつつ

じ園 (B型)で運営開始。

福井県立嶺南西養護学校開校に伴い、福井県立嶺南西養護学

小浜分校に名称変更。

日召不日3

日召不日3

日召不日4

日召不日4

日召不日4

日召不日4

9年 2月 21日

9年  9月 20日

4年  3月 31日

4年 4月 15日

4年  5月  1日
4年 10月  1日

日召不日45年

日召不日47年

日召不日47年
日召不日49年

日召不日51年

日召不日53年

日召不日53年

日召不日54年

日召不日5 6年

日召不日56年

昭和 56年

昭和 56年

日召不日59年

日召不日59年

日召不日60年
日召不日63年

平成 元年

平成 6年

3月  1日
2月  1日

7月 15日

3月 31日

9月  3日

3月 31日

4月  1日

4月  1日

2月 28日

4月  1日

4月  1日

4月  1日

3月 10日

3月 21日

1月 14日

4月  1日
4月  1日
4月 28日

平成 6年  5月  2日

平成 10年  4月  1日



平成 11年  4月  1日 精神薄弱者更生施設を知的障害者更生施設に改める。

精神薄弱児施設を知的障害児施設に改める。

大島保育所新築工事完成。(JKA(日 本自転車振興会))

介護保険事業所介護老人福祉施設楊梅苑、指定居宅サービス

事業所通所介護大飯デイサービスセンターつつじ園、指定居

宅サービス事業所短期入所生活介護事業所楊梅苑ショー トス

イサービスセンターとして福井県知事より指定を受ける。

指定居宅介護支援事業者楊梅苑居宅介護支援センターとして

福井県知事より指定を受ける。

介護保険事業所として、介護老人福祉施設楊梅苑、通所介護

大飯デイサービスセンターつつじ園、短期入所生活介護楊梅

苑ショー トステイサービスセンター、居宅介護支援楊梅苑居

宅介護支援センターの運営開始。

在宅介護支援センター(楊梅苑在宅介護支援センター)の受託

経営。

大飯町介護者支援施設(や まもも)の管理運営に関する委託業務

を受託。

楊梅苑 車両購入 (24時間テレビ)

知的障害者地域生活援助事業 (グループホームびわの実)の運

営開始。

放課後児童健全育成事業(学童保育)の 受託経営。

楊梅苑 機械設備増設 (車両競技公益記念財団)

知的障害者地域生活援助事業(グループホーム若狭の郷)の運

営開始。

友愛園増築 。改修工事完成。 (車両競技公益記念財団)

知的障害者地域生活援助事業(グループホームほたるの里)の

運営開始。

在宅介護支援センター(楊梅苑在宅介護支援センター)の 受託

契約を解除。

指定介護予防短期入所生活介護楊梅苑ショー トスティサービス

センター、指定予防通所介護大飯デイサービスセンターつつじ

園として、福井県知事より指定を受け事業開始。

知的障害者更生施設大島福祉学園分場(お おいワークセンター)

の運営開始。

知的障害者地域生活援助事業 (グループホーム)を 共同生活介

護事業 (ケ アホーム)に名称変更。

南川福祉学園改修工事完成。 (車両競技公益記念財団)

楊梅苑 車両購入 (24時間テレビ)

多機能型就労移行事業所 おおいワークセンターとして福井県

知事より指定を受け事業開始。

平成 12年

平成 12年

2月  9日

2月 29日

平成 12年  3月 30日

平成 12年  4月  1日

平成 13年  4月  1日

平成 13年 10月  1日

平成 15年  2月 17日

平成 15年 11月  1日

平成 16年  4月

平成 16年  4月

平成 16年 11月

平成 17年

平成 18年

1日

1日

1日

7月 31日

3月  1日

平成 18年  3月 31日

平成 18年  4月  1日

平成 18年  5月  1日

平成 18年 10月  1日

平成 18年 12月 15日

平成 20年  1月 24日

平成 20年  4月  1日



平成 20年 10月  1日

平成 21年  3月  9日

平成 21年  5月  1日

障害者地域生活援助事業・生活介護事業 (ケ アホーム星の郷・ケ

アホーム青葉の郷)の運営開始

おおいワークセンター 車両購入 (日 本財団)

知的障害者更生施設大島福祉学園の移転・改築工事完了。(国庫)

障害者支援施設やすらぎの郷に名称変更 し運営開始。

福井県知事より認可を受け定員40名 で事業開始。

南川福祉学園 器具備品増設  (清水基金)

知的障害児施設南川福祉学園一部増築工事完了。

おおいワークセンター 車両購入 (日 本財団)

知的障害者更生施設大島福祉学園解体工事完了。

特別養護老人ホーム楊梅苑増築及び改修工事完了。

知的障害支援施設併設知的障害児入所施設(仮称)南川福祉学園

増築及び改修工事完了。

知的障害児施設南川福祉学園を障害者支援施設併設障害者入施

設第二やすらぎの郷に名称変更 し(定員生活介護40名 ・施設入

所支援 30名福祉型障害児入所施設 5名・短期 2名 )運営開始。

特別養護老人ホーム楊梅苑として福井県知事より設置認可を受

け、おおい町長・高浜町長より指定を受け、ユニット型指定地

域密着型介護福祉施設入所者生活介護として運営開始。

指定相談支援事業所 (特定)、 友愛会特定・障害者相談支援セ

ンター運営開始。

やすらぎの郷 車両購入  (清水基金)

ケアホーム 若狭の郷・星の郷閉鎖。

ケアホーム ホープ運営開始。

障害者地域生活援助事業 ,生活介護事業 (ケ アホーム)を 共同生

活援助事業(グループホーム)に名称変更。

グループホーム ほたるの里移転。

おおいワークセンター 車両購入 (日 本財団)

指定相談支援事業所 (友愛会相談支援センター)に名称変更。

友愛会相談支援センター 車両購入 (日 本財団)

指定居宅サービス事業所通所介護大飯デイサービスセンターつ

つじ園事業廃止、指定居宅介護支援事業者楊梅苑居宅介護支援

センター事業廃止。

保育所大島保育所を幼保連携型認定こども園大島認定こども園

に変更。 (定員 60名 )

第二やすらぎの郷浴室・使所改修工事完成 (車両競技公益記念

財団)

おおいワークセンター 車両購入 (日 本財団)

おおいワークセンター 大型洗濯機・乾燥機購入 (清水基金)

平成 21年

平成 22年

平成 23年

平成 23年

平成 24年

平成 24年

平成 27年

平成 27年

平成 28年

平成 28年

5月  1日

6月 18日

3月 24日

3月 25日

3月 23日

3月 23日

3月  3日

4月  1日

2月 12日

3月 31日

平成 24年 4月  1日

平成 24年 4月 10日

平成 25年  2月  1日

平成 25年  3月 31日

平成 25年 12月 31日

平成 26年  1月  1日

平成 26年  4月  1日

平成 28年  4月  1日

平成 28年 10月 17日

平成 29年

平成 30年

2月 23日

2月 26日



平成 30年  6月  8日

平成 30年 11月  7日

平成 30年 11月 20日

平成 31年 4月 30日

令和 元年 5月  1日

令和 元年 12月 16日

令和  2年  2月 19日

令和 2年 2月 20日

福井県立嶺南西特別支援学校小浜分校土地・建物購入

第二やすらぎの郷車輌購入 (中央競馬馬主社会福祉財団)

第二やすらぎの郷空調改修工事完了

グループホーム青業の郷・ほたるの里閉鎖

グループホームポル ト運営開始

大島認定こども園改修工事(国庫)

第二やすらぎの郷便所改修工事(車両競技公益記念財団)

第二やすらぎの郷スプリンクラー設置工事(回庫)
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