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白寿会
社会福祉法人

法人本部
〒770-0861  徳島県徳島市住吉四丁目11番10号

TEL088-626-1080
FAX088-626-1684

E-mail：honbu@hakuju-kai.or.jp
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あたたかい 愛に 充 たされる心 の ふ れ あい

大切な命とともにこれからも
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大正  5年  1月  1日

昭和  5年  7月28日
昭和25年  8月25日
昭和27年  4月30日
昭和39年  9月  3日

昭和48年10月12日

昭和54年  4月  1日

昭和55年  4月  1日
昭和59年  1月  1日
昭和60年  2月  1日
昭和62年10月  1日

平成 元年  5月  1日
平成 元年  8月  1日
平成  2年  5月10日
平成  3年  4月  1日
平成  4年  4月  1日
平成  5年  3月25日
平成  5年10月24日
平成  8年  2月29日

平成  9年  4月  1日

平成10年  4月  1日
平成11年  4月  1日
平成11年  7月15日
平成14年  4月  1日

平成15年10月18日
平成16年  4月  1日

平成17年  8月  1日
平成26年  4月  1日

平成27年12月  1日

大正天皇御即位の記念事業として、徳島市丈六寺境内に
篤志仏教者が阿波養老院を設立
徳島県仏教会の経営となり、現在地に移転
財団法人阿波養老院設立許可
社会福祉事業法の制定に伴い、社会福祉法人阿波養老院と改称
老人福祉法の制定に伴い、
阿波養老院を社会福祉法人阿波老人ホーム白寿園と改称
法人名を「社会福祉法人白寿会」、
施設名を「阿波老人ホーム白寿園」と改称
（特養）阿波老人ホーム仙寿園（定員50名）開設
（養護）阿波老人ホーム白寿園（定員132名）を定員100名に減員
寝たきり老人短期保護事業（ショートステイ）事業開始
かけこみホーム事業開始
白寿会デイサービスセンター開設
痴呆性老人高齢者通所ホーム開設

在宅機能訓練事業開始
訪問指導業務開始
白寿会在宅介護支援センター開設
介護中心型ホームヘルプサービス事業開始
（特養）阿波老人ホーム仙寿園、痴呆性老人専用居室棟増改築
（養護）阿波老人ホーム白寿園第3寮棟、個室化増改築
天皇陛下仙寿園御視察賜る
（養護）阿波老人ホーム白寿園第2寮棟改築、
白寿会ヘルパーステーション新設
（特養）阿波老人ホームよしの園（定員50名）開設
デイサービスセンターよしの開設
在宅介護支援センターよしの開設
白寿会西部デイサービスセンター開設
白寿会西部在宅介護支援センター開設
（養護）阿波老人ホーム白寿園第1寮棟改築
（特養）阿波老人ホーム御所園（定員30名）開設
ケアハウス御所（定員18名）開設
デイサービスセンター御所開設
ヘルパーステーション御所開設
常陸宮両殿下御所園視察賜る
グループホームよしの（定員27名）開設
御所居宅介護支援センター開設
グループホーム御所（定員18名）開設
（特養）阿波老人ホーム仙寿園 新築移転
白寿会デイサービスセンター、白寿会在宅介護支援センター、
白寿会ヘルパーステーション 移転
（特養）阿波老人ホーム御所園 増築
白寿会無料職業紹介所開設

白
寿
会
の
あ
ゆ
み

大正5年1月1日、大正天皇御即位を記念し、県内の篤志仏教者が白寿会の前身である阿波養老院を開設

以来、100余年という歴史を刻んでまいりました。

今後日本は、これまでに経験したことのない超高齢社会を迎えますが、白寿会すべての役職員及び各事業所

は設立当初の篤志の理念を共有し、地域に根ざした高齢者福祉の活動を推進してまいります。

皆様方におかれましては、今後なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

社会福祉法人白寿会    理事長  庄野  光昭

ごあいさつ

法人においては、伝統である「和」を基調として、話しあい、信じあい、扶けあいを実践して

「生活の場」づくりにつとめます。

施設の社会化は、施設の人的・物的資源を可能な限り解放して、地域住民にサービスを提供するにつとめ、

もって老人福祉の発展に寄与します。

施設の職員は、老人福祉法の基本理念である人権を尊重し、敬愛・奉仕の精神に徹して、

資源の向上研鑽につとめます。

運営方針・基本方針



〒770-0861  徳島県徳島市住吉四丁目11番10号
TEL088-626-1081  FAX088-626-1089

S U M I Y O S H I
H A K U J U E N住吉 白寿園

白寿会西部デイサービスセンター

〒770-0064  徳島県徳島市不動西町3丁目1197番地1
TEL088-633-4411（デイサービスセンター）
TEL088-633-4466（在宅介護支援センター）
FAX088-633-4401

西　部 S E I B U

■通所介護（デイサービス）

●定　　　　員…35名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練などのサービスを
行います。

■配食サービス事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…おおむね60歳以上の一人暮らし等高齢者で見守り等の
　　　　　　　支援が必要な方

●サービス内容…定期的に居宅を訪問し、安否確認等を実施し、栄養バラ
　　　　　　　ンスのとれた食事を提供することにより、在宅生活の維持
　　　　　　　継続を支援します。

白寿会西部在宅介護支援センター
■在宅介護支援センター（徳島市委託事業）

●対　象　者…おおむね65歳以上の高齢者・家族・介護者の方

●サービス内容…地域の総合相談窓口として、地域包括支援センターと連携
　　　　　　　し、サービスの支援を行います。

■指定居宅介護支援事業者

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成したり、サービス
　　　　　　　提供事業所との連絡調整などを行います。

■家族介護教室開催事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…高齢者を介護している家族や近隣の援助者の方等

●サービス内容…介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての
　　　　　　　知識・技術を習得してもらうための教室を開催しています。

阿波老人ホーム 仙寿園

〒770-0861  徳島県徳島市住吉四丁目12番10号
TEL088-626-1080  FAX088-626-1684

S U M I Y O S H I
S E N J U E N住吉 仙寿園

■指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

●定　　　員…ユニット型 40名／従来型 40名

●対　象　者…原則、要介護3～5に認定され、入院加療を必要としない方

●サービス内容…食事・入浴・排泄などの介護の他、機能訓練・健康管理など
　　　　　　　のサービスが受けられます。

■短期入所生活介護（ショートステイ）

●定　　　員…ユニット型 20名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…特別養護老人ホームに短期入所して、食事・入浴・排泄など
　　　　　　　の介護が受けられます。

■通所型短期集中介護予防サービス事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる
65歳以上の方および要介護認定において非該当と判断
された方

●サービス内容…運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上プログラム
を提供します。

白寿会デイサービスセンター
■通所介護（デイサービス）

●定　　　員…40名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練などのサービスを
行います。

■配食サービス事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…おおむね60歳以上の一人暮らし等高齢者で見守り等の
支援が必要な方

●サービス内容…定期的に居宅を訪問し、安否確認等を実施し、栄養バラン
スのとれた食事を提供することにより、在宅生活の維持継
続を支援します。

阿波老人ホーム 白寿園

●概　　　　要…隣・近接するデイサービス運営事業を実施する老人福祉施設
等から、生活援助員を派遣し、生活指導・相談・安否確認・一
時的な家事援助・緊急時の対応等のサービスを提供します。

■高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業（徳島市委託事業）

■養護老人ホーム

●定　　　　員…90名

●対　象　者…おおむね65歳以上の低所得者の方で、家庭で養護を受ける
ことが困難で、自治体の入所判定委員会の審査を受けら
れた方

●サービス内容…いろいろな理由により家庭で養護を受けることが困難な
高齢者への老人ホーム入所措置施設です。

■生活管理指導短期宿泊事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…おおむね65歳以上の自立した方で、社会適応能力が困難な方

●利 用 回 数…7日以内／月

●サービス内容…養護老人ホームに一時的に宿泊し、生活習慣の指導、体調
　　　　　　　の調整を行います。

■無料職業紹介事業

●求 人 関 係…保健・福祉サービス事業者

●求 職 関 係…介護職員

●地 　 　 域…徳島県内

■かけこみホーム

●対　象　者…制度にそぐわなく緊急に保護を必要とする高齢者の方

白寿会ヘルパーステーション
■訪問介護（ホームヘルプ事業）

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、炊事、掃除、洗濯などの
　　　　　　　生活援助や食事、入浴、排泄などの身体介護で日常生活の
　　　　　　　手助けを行います。

■障害者居宅介護・同行援護・重度訪問介護
　（障害者総合支援法）

●対　象　者…身体に障害のある方（身体障害者手帳の交付を受けてい
る方）、知的障害のある方、難病患者等で一定の障害のあ
る方

●支 給 量 等…支援の種類やサービス内容ごとに支給決定されます。

白寿会在宅介護支援センター
■在宅介護支援センター（徳島市委託事業）

●対　象　者…おおむね65歳以上の高齢者・家族・介護者の方

●サービス内容…地域の総合相談窓口として、地域包括支援センターと連携
　　　　　　　し、サービスの支援を行います。

■指定居宅介護支援事業者

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成したり、サービス
　　　　　　　提供事業所との連絡調整などを行います。

■家族介護教室開催事業（徳島市委託事業）

●対　象　者…高齢者を介護している家族や近隣の援助者の方等

●サービス内容…介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての
　　　　　　　知識・技術を習得してもらうための教室を開催しています。

■一般乗用旅客自動車運送事業（介護タクシー）

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方、身体障害者手帳の
　　　　　　　交付を受けている方で単独での移動が困難な方等



阿波老人ホーム よしの園

〒771-1401  徳島県阿波市吉野町柿原字二条146番地
TEL088-696-5533  FAX088-696-5777

■指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

●定　　　員…50名

●対　象　者…原則、要介護3～5に認定され、入院加療を必要としない方

●サービス内容…食事・入浴・排泄などの介護の他、機能訓練・健康管理など
　　　　　　　のサービスが受けられます。

デイサービスセンター よしの
■地域密着型通所介護（デイサービス）

●定　　　員…18名

●対　象　者…原則、阿波市在住で要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練などのサービスを
行います。

グループホーム よしの
■認知症対応型共同生活介護事業（グループホーム）

●定　　　員…27名（9名×3ユニット）

●対　象　者…阿波市在住で要支援2～要介護5の方で認知症があり、
　　　　　　　家庭での生活が困難な方

●サービス内容…認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら、家庭的な
　　　　　　　雰囲気の中で介護や生活機能訓練を受けられます。

在宅介護支援センター よしの
■指定居宅介護支援事業者

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成したり、サービス
　　　　　　　提供事業所との連絡調整などを行います。

■短期入所生活介護（ショートステイ）

●定　　　員…10名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…特別養護老人ホームに短期入所して、食事・入浴・排泄など
　　　　　　　の介護が受けられます。

阿波老人ホーム 御所園

〒771-1507  徳島県阿波市土成町吉田字梨木原1番地1
TEL088-695-5533  FAX088-695-5534

■指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

G O S Y O御　所

●定　　　員…30名

●対　象　者…原則、要介護3～5に認定され、入院加療を必要としない方

●サービス内容…食事・入浴・排泄などの介護の他、機能訓練・健康管理など
　　　　　　　のサービスが受けられます。

■短期入所生活介護（ショートステイ）

●定　　　員…40名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…特別養護老人ホームに短期入所して、食事・入浴・排泄など
　　　　　　　の介護が受けられます。

御所居宅介護支援センター
■居宅介護支援事業者

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成したり、サービス
　　　　　　　提供事業所との連絡調整などを行います。

ケアハウス 御所
■ケアハウス

●定　　　員…18名

●対　象　者…60歳以上の方（ただしご夫婦の場合はどちらかが60歳以上
　　　　　　　の方）

●サービス内容…食事や日常生活の支援を行います。

デイサービスセンター 御所
■通所介護（デイサービス）

●定　　　員…40名

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練などのサービスを
行います。

グループホーム 御所
■認知症対応型共同生活介護事業（グループホーム）

●定　　　員…18名（9名×2ユニット）

●対　象　者…阿波市在住で要支援2～要介護5の方で認知症があり、
　　　　　　　家庭での生活が困難な方

●サービス内容…認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら、家庭的な
　　　　　　　雰囲気の中で介護や生活機能訓練を受けられます。

ヘルパーステーション 御所
■訪問介護（ホームヘルプ事業）

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方

●サービス内容…ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、炊事、掃除、洗濯などの
　　　　　　　生活援助や食事、入浴、排泄などの身体介護で日常生活の
　　　　　　　手助けを行います。

■障害者居宅介護（障害者総合支援法）

●対　象　者…身体に障害のある方（身体障害者手帳の交付を受けている
　　　　　　　方）、知的障害のある方

■一般乗用旅客自動車運送事業（介護タクシー）

●対　象　者…要支援～要介護5に認定された方、身体障害者手帳の
　　　　　　　交付を受けている方で単独での移動が困難な方等

■軽度生活援助事業（阿波市委託事業）

●対　象　者…おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯並びに身体
　　　　　　　障害者であって日常生活上の支援が必要な方

●サービス内容…軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅での自立
　　　　　　　した生活の維持を可能にするとともに、要介護状態への進行
　　　　　　　を防止しようとするものです。
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