社会福祉法人 恵泉会
年

沿革

月

内

昭和 ４６年 ３月

容

精神薄弱者を守る会設立
登米郡内に精神薄弱者福祉施設の設置請願

昭和 ４８年 ５月

社会福祉法人恵泉会

昭和 ４９年 ２月

精神薄弱者更生施設 若草園（中軽度棟・定員６０名）開設

昭和 ５０年 ４月

精神薄弱者更生施設 若草園（重度棟・定員４０名）併設運営開始

昭和 ５１年 ４月

特別養護老人ホーム 光風園（定員５０名）開設

昭和 ５３年 １月

特別養護老人ホーム 光風園 機能回復訓練棟完成

昭和 ５３年 ４月

南方保育所（定員６０名）開所

昭和 ５４年 ４月

特別養護老人ホーム 光風園（定員５４名・短期３名）に増員し運営開始

昭和 ５５年 ４月

精神薄弱者授産施設 若葉園（定員５０名）開設

昭和 ５８年 ４月

特別養護老人ホーム 松風園（長期５０名・短期４名）開設

昭和 ６１年 ４月

精神薄弱者更生施設 若生園（長期５０名・短期２名）開設

昭和 ６３年 ３月

恵泉会体育館完成

平成

特別養護老人ホーム 萩風園（長期５０名・短期５名）開設

２年

４月

法人設立認可

中田老人デイサービスセンター 菊風荘運営事業受託
よつばホーム（地域生活援助事業）開設
平成

３年

３月

迫町老人デイサービスセンター 翠風荘運営事業受託

平成

５年

３月

登米町老人デイサービスセンター 遠山荘運営事業受託

平成

５年

４月

特別養護老人ホーム 迫風園（長期５０名・短期１０名）開設

平成

６年

４月

わかばホーム（地域生活援助事業）開設

平成

６年

５月

特別養護老人ホーム 南風園（長期５０名・短期２０名）開設
南方町デイサービスセンター 南寿荘運営事業受託
南方町在宅介護支援センター 運営事業受託

平成

７年

４月

登米町在宅介護支援センター 運営事業受託
けやきホーム・やまびこホーム 開設

平成

８年

４月

ポプラホーム・光ヶ丘ホーム 開設

平成

９年

１月

中田町在宅介護支援センター 運営事業受託

平成

９年

４月

特別養護老人ホーム 光風園定員変更（長期５０名、短期５名）
とよまホーム 開設

平成 １０年 ２月

迫町在宅介護支援センター 運営事業受託

平成 １１年 ４月

加賀野ホーム 開設

平成 １２年 ９月

特別養護老人ホーム 南風園定員変更（長期５０名→５４名、短期２０名→１６名）

平成 １３年 ８月

恵泉会経営理念及び基本理念 制定

平成 １３年 １１月

恵泉会地域生活支援センター（第２地域生活支援センターとして迫町中江）開設

平成 １４年 ４月

こだまホーム 開設

平成 １４年 １０月

東和高齢者福祉施設 運営事業受託

平成 １５年 ４月

にしきホーム 開設

平成 １６年 ４月

なかあさホーム 開設

平成 １７年 ４月

知的障害者通所更生施設 パルめぐみ（定員２０名）開所
みなみホーム 開設
恵泉会ヘルパーステーション 開設

平成 １７年 ６月

法人本部事務局移転（登米市東和町→登米市迫町佐沼字江合三丁目１６番地２）

平成 １８年 ３月

登米市からの業務委託解除のため在宅介護支援センター６ヶ所廃止
（迫・登米・東和米川・東和米谷・中田長谷山・南方）

平成 １８年 ４月

迫地域包括支援センター 運営事業受託
東和・登米地域包括支援センター 運営事業受託
梨の木ホーム・石森ホーム・はさまホーム 開設
知的障害者更生施設 若草園定員変更（長期１００名→長期８５名）

平成 １９年 １月

就労継続支援Ｂ型事業 さくらワークス開設

平成 １９年 ４月

恵泉会介護支援センターいきいき 開所
恵泉会介護支援センターらくらく 開所
ラベンダーホーム（共同生活介護(地域移行型ホーム)及び共同生活援助
（地域移行型ホーム））開設
知的障害者更生施設 若草園定員変更（長期８５名→長期６０名）
障害者就業・生活サポートセンター実施主体に選定され、運営開始。
（恵泉会地域生活支援センター）

平成 ２０年 ４月

生活介護事業所 パルめぐみ（障害者自立支援法へ移行。定員２７名）開設
こまひきホーム 名称・所在地変更（旧：加賀野ホーム）

平成 ２０年 １２月

わたの実ホーム 開設

平成 ２１年 ３月

恵泉会デイサービスセンターほんわか 開設（利用定員：１０名）

平成 ２１年 ４月

多機能型事業所 若葉園（障害者自立支援法へ移行。（自立訓練（生活訓練）１２人、
就労移行６人、就労継続支援Ｂ型２２人））
特別養護老人ホーム 東和（定員２０名）開所（短期入所施設から特別養護老人ホームへ
用途変更）
くりの実ホーム・かきの実ホーム・かりんホーム・かしの実ホーム・すみれホーム 開設
さくらワークス 定員変更（利用定員２０名→２５名）
パルめぐみ定員変更（利用定員２７名→３０名）
障害者就業・生活支援センター指定。業務委託開始（恵泉会地域生活支援センター）

平成 ２３年 ４月

若草園 改築移転完了（国庫補助金）
障害者支援施設 若草園（障害者自立支援法へ移行。長期定員６０名、短期定員４名）開設
障害者支援施設 若生園（障害者自立支援法へ移行。長期定員５０名、短期定員２名）開設
登米市児童デイサービスセンターこじか園 受託運営
地域密着型特別養護老人ホームゆりの郷・ほたるの郷完成（登米市地域密着型介護老人
福祉施設整備事業・登米市地域密着型介護老人福祉施設開設準備支援事業）
地域密着型特別養護老人ホームゆりの郷（従来型特養１４名、ユニット型特養１５名、
短期空床型）開設
地域密着型特別養護老人ホームほたるの郷（従来型特養１４名、ユニット型特養１５名、
短期空床型）開設

平成 ２３年 ７月

登米デイサービスセンター遠山荘の指定管理者に係る管理業務一部停止（建物保守管理）

平成 ２３年 １０月

恵泉会基本理念（二版）改訂

平成 ２３年 １２月

さくらワークス改修・移転完了（旧：若草園一部改修）

平成 ２４年 １月

よつばホーム定員変更（４名→６名）

平成 ２４年 ３月

登米市東和・登米地域包括支援センター 受託終了
登米デイサービスセンター遠山荘の指定管理終了

平成 ２４年 ４月

恵泉会東和介護支援センター 開設
南方保育所定員変更（定員６５名→７０名）
若葉園 利用定員変更（就労継続支援Ｂ型利用定員２２名→３４名）

平成 ２４年 １２月

的場ホーム（名称・所在地変更。旧：けやきホーム）

平成 ２５年 １月

石巻市と「福祉避難所の設置及び管理運営に係る協力に関する協定書」調印

平成 ２５年 ４月

パルめぐみ 定員変更（利用定員３０名→３５名）
登米デイサービスセンター遠山荘新築工事完了（登米市介護基盤復興まちづくり整備
事業費補助金）

平成 ２５年 ４月

法人所轄庁が登米市に変更となる

平成 ２５年 ５月

恵泉会登米デイサービスセンター遠山荘 名称・所在地変更・定員変更（定員３０名→３５名）

恵泉会とよま介護支援センター 開設
平成 ２５年 ８月

登米市と「災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに
関する協定書」調印

平成 ２６年 ４月

恵泉会グループホーム事業所名称変更（整備法施行に伴う改正。旧：恵泉会ケアホーム・
グループホーム）

平成 ２７年 ３月

東和高齢者福祉施設 指定管理者終了
豊里デイサービスセンター百楽荘 指定管理者終了
南方デイサービスセンター南寿荘 指定管理者終了

平成 ２７年 ４月

東和高齢者福祉施設建物・百楽荘建物・南寿荘建物 登米市より無償譲渡
こじか園（児童デイサービスセンター→登米市児童発達支援センターへ体制変更）
児童サポートセンター バンビ（障害児相談支援事業）開設

平成 ２８年 ２月

恵泉会サービス付き高齢者向け住宅 恵はあと （定員３６名）開設

平成 ２８年 ４月

事業所内保育所キッズつぼみ（利用定員７名）開設

平成 ２８年 ７月

事業所内保育所キッズつぼみ定員変更（７名→９名）

平成 ２８年 ８月

地域密着型特別養護老人ホームゆりの郷入所定員の変更（ユニット型特養１５名→２０名）
地域密着型特別養護老人ホームほたるの郷入所定員の変更（ユニット型特養１５名→２０名）

平成 ２９年 ２月

かごだんホームⅠ 新築工事完了

平成 ２９年 ４月

相談支援事業所くろーばー（障害者相談支援事業所）開設

平成 ３０年 ３月

かごだんホームⅡ 新築工事完了
東和町米川の道路用地を登米市へ寄附

平成 ３０年 ４月

はせやま相談支援事業所（障害者相談支援事業所）開設

平成 ３１年 ４月

相談支援事業所くろーばーをはせやま相談支援事業所に統合
若生園居住棟 新築工事完了
東和高齢者福祉施設デイサービス 定員変更（３０名→３２名）
迫デイサービスセンター翠風荘 定員変更（３５名→４０名）

令和

１年

７月

恵泉会登米デイサービスセンター遠山荘 定員変更（３５名→４０名）

