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①宇宙のなかの人間

    「宇宙の大道」　宇宙万有・共愛常動

    「道徳の神髄」　独立自尊・万物敬愛

    「生活の指針」　感謝敬愛・協力邁進

②私たちのねがい

    心の在り方

       自然の恵みと、世の人々や祖先の恩とに深く感謝し、浄き真をもって「独立自尊・万物敬愛」 

       の精神を打ち立てましょう。

    生活の態度

       互いに協力し、常に健康と教養技能の向上を図り、「明るい職場」「楽しい生活」の基を築いて、

       世のため人のために全力を尽くしましょう。

    人生究極の目的

       神仏のみ心である「万物の共に愛し、常に動く」自然の大道にならい、「人類の福祉増進」と「世

       界の平和楽土建設」に邁進しましょう。

③偽・情・争不許入苑（いつわり・なまけ・あらそい・えんにいるをゆるさず）

【福島精神】

社会福祉法人共生福祉会の創始者、初代会長である福島禎蔵翁は、法人名称の由来である「共に

生きる」ことを法人の基本方針として掲げました。

 福島翁は、障害の有無にかかわらず、共に切磋琢磨しながら、全ての人々が幸せに生きることを願い、

その理想に向かって邁進していくための心構えを説きました。

 それを私たちは「福島精神」と呼び、「共に生きる」ことを実践するための教え、人の歩むべき道

として、継承し当法人の基本方針としています。

社会福祉法人共生福祉会は、障害者福祉を中心に事業を展開し、社会の中における一人ひとりの

自立（働く）と、思いに寄り添ったその人らしい充実した生活（暮らす）を支援し、さらには地域

に貢献して、地域と共に理想的な「共生社会」を構築していくことを基本理念としています。

法人の概要



就労・生活介護の日中活動 ( 生産活動 ) の場と、施設入所支援や
グループホームの生活の場が隣接した敷地にある多機能型施設で
す。日中は「働く場」として、夜間・休日は「暮らしの場」として
利用者の自立と自己実現をサポートします。

電話  022-741-0998     FAX  022-306-2515
e-mail  info@sendai-wc.com
定員  就労継続支援Ｂ型：35名     生活介護：40名
施設入所支援：35名     短期入所：2名
共同生活援助 (グループホーム )　：10名    

・仙台ワークキャンパス

電話  022-306-3688     FAX  022-306-2515
e-mail   kyouseihonbu@clock.ocn.ne.jp

・法人本部

○ 袋原( 法人代表 )　
〒981-1102　仙台市太白区袋原5丁目12番1号

法人施設 (事業所 )のごあんない



・すみれホーム
　　電話　022-306-4332

共生福祉会各事業所の利用者及び地域で生活されている障害児・
者及びその家族が、障害福祉サービスを円滑に利用できるように相
談支援を行います。

電話  022-399-8906

・共生福祉会障害者相談支援センター

家庭環境や住宅事情などの理由により居宅で日常生活することが
困難な障害のある方に、低額な料金で自立に適した個室を提供し、
日常生活に必要なサービスを提供する福祉ホームです。

電話  022-306-4332

・すみれホーム

定員：15名



主として身体に障害のある方が、生活の場として個人の尊厳に相応し
い日常生活や社会生活を健康に営むことができるよう、日中における
介護や活動等の日常生活の支援をする「生活介護」と、夜間における
介護や生活の支援を行う「施設入所支援」の事業を行っています。

電話  022-244-0116     FAX  022-244-6746
e-mail  fukujuen@haginosato.jp
定員  生活介護：80名     施設入所支援：80名    短期入所：2名

・萩の郷福寿苑

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し就労の機会を提
供し、生産活動などの機会の提供を通じてその知識および能力の向
上のために必要な訓練などを行ったり、働くことを通して生きがいや
生活の張りが持てるようにします。

電話  022-244-0115     FAX  022-244-7087
e-mail  gozain@haginosato.or.jp
定員  就労継続支援 A型：27名     就労継続支援 B型：13 名

・萩の郷福祉工場

〒982-0804　仙台市太白区鈎取御堂平38番地
○ 萩の郷



身体に障害がある方を主な対象として、日中活動では生産活動を中心
に行い出来高に応じた工賃を支給しています。また、生活の場として、
利用者が自立した生活を営む事ができるよう必要に応じた支援を提供
しています。

電話　022-244-4531     FAX  022-244-4532
e-mail  teisyo-work@estate.ocn.ne.jp
定員  生活介護：30名     施設入所支援：30名    短期入所あり

主として身体に障害のある方が、生活の場として個人の尊厳に相応し
い日常生活や社会生活を健康に営むことができるよう、日中における
介護や活動等の日常生活の支援をする「生活介護」と、夜間における
介護や生活の支援を行う「施設入所支援」の事業を行っています。

電話  022-244-0118     FAX  022-244-6746
e-mail  nifuku@haginosato.jp
定員  生活介護：50名     施設入所支援：50名    短期入所：2名

・萩の郷第二福寿苑

〒982-0251　仙台市太白区茂庭人来田東10 番3号
○ 禎祥ワークキャンパス



○ 障害者相談支援事業所　ぴあら若林
〒984-0824　仙台市若林区遠見塚東8-1　若林障害者福祉センター内

四郎丸市営住宅の中にあり、建物内の重度障害者向け車椅子住宅に
入居されている方をはじめ地域にお住まいの障害がある方やご高齢の
方に対しホームヘルプサービスを提供し、地域に開かれた拠点としての
役割を目指しています。

電話　022-306-2050     FAX  022-306-2051
e-mail  caresta_siroumaru@outlook.jp

〒981-1101　仙台市太白区四郎丸字大宮26-1　市営住宅10棟111
○ 居宅・訪問介護事業所　ケアステーション四郎丸

仙台市の委託相談支援事業所として、仙台市内にお住まいの障害のあ
る方とそのご家族を対象に、福祉サービス利用の有無や障害者手帳の
有無に関係なく、自ら選択し希望する生活の実現や安心した生活の継
続ができるよう相談支援を行っています。

電話　022-282-5188     FAX  022-282-5188
e-mail  piara-wakabayashi@bz01.plala.or.jp



法人施設（事業所）へのアクセス

袋原
＜公共交通機関の場合＞
仙台市営地下鉄南北線／長町駅、ＪＲ／長町駅
または南仙台駅より仙台市営バスに乗り換え
長町駅からは長町駅・たいはっくる前から四郎丸
行き乗車
南仙台駅からは南仙台駅東口から四郎丸行き乗車
袋原落合ポンプ場前下車　徒歩２分

仙台駅より約30 分
仙台南インターより約30 分
※近隣の目印には「袋原落合ポンプ場」が
あります。

＜自動車の場合＞

萩の郷　
＜公共交通機関の場合＞
仙台市営地下鉄東西線／八木山動物公園駅より
仙台市営バスに乗り換え
日赤病院・八木山南経由 長町南駅・長町駅東口
行き乗車
八木山南５丁目下車　徒歩５分
※その他最寄りのバス停
   ・宮城交通バス／八木山南団地

仙台駅より約25分
仙台南インターより約20 分
※近隣の目印には「日赤病院」「ひより台
大橋」があります。

＜自動車の場合＞

禎祥ワークキャンパス
＜公共交通機関の場合＞
ＪＲまたは仙台市営地下鉄南北線／長町駅より
宮城交通バスに乗り換え
ライフタウン名取行き乗車
ライフタウン名取入口下車 徒歩10 分

仙台南インターすぐ
仙台駅より約20 分
※近隣の目印には「仙台南インター」が
あります。

＜自動車の場合＞

ぴあら若林
＜公共交通機関の場合＞
仙台駅より仙台市営バスに乗り換え
志波町・霞の目営業所行き乗車
霞の目営業所前下車　徒歩10 分
※その他最寄りのバス停
　・仙台市営バス／遠見塚小学校前

仙台駅より約15分
※若林障害者福祉センター内にあります。

＜自動車の場合＞

ケアステーション四郎丸
＜公共交通機関の場合＞
仙台市営地下鉄南北線／長町駅、ＪＲ／長町駅
または南仙台駅より仙台市営バスに乗り換え
長町駅からは　長町駅・たいはっくる前から四郎丸
行き乗車
南仙台駅からは　南仙台駅東口から四郎丸行き乗車
東四郎丸下車　徒歩１分

仙台南インターより約30 分
※仙台市営住宅10 棟の中にあります。

＜自動車の場合＞



■ 法人設立者（初代会長） ■

■ 法人のあゆみ ■

福島禎蔵（1890 - 1979）

仙台市委託事業として、身体障害者自立支援事業　四郎丸在宅障害者支援                       
センター（ケアステーション四郎丸）  開設

さくらホーム、介護サービス包括型共同生活援助への転換に伴い、仙台ワークキャンパス
に統合

居宅・訪問介護事業所  ケアステーション四郎丸の開設に伴い、四郎丸在宅 障害者支援
センター（旧ケアステーション四郎丸）  終了

社会福祉法人共生福祉会  認可
社会福祉法人共生福祉会  設立
身体障害者授産施設　西多賀ワークキャンパス 開設
共生福祉会館（ライフセンター）  開設
身体障害者福祉工場  萩の郷福祉工場  開設
身体障害者療護施設  萩の郷福寿苑  開設
職員・従業員用保育所  萩の郷保育園  開設
身体障害者療護施設  萩の郷第二福寿苑  開設
共生福祉会館（ライフセンター）内に、博物館相当施設  福島美術館  併設
障害者更生センター  禎祥苑  開設
心身障害者通所援護事業施設  萩の輪作業所  開設
障害者更生センター  禎祥苑  終了

萩の郷保育園  終了
身体障害者授産施設  禎祥ワークキャンパス  開設
仙台市委託事業として、障害者生活支援事業  ぴあら四郎丸  開設
萩の輪作業所  地域活動支援センターとして新事業体系へ移行
ぴあら四郎丸  若林区へ移転、障害者相談支援事業  ぴあら若林  開設
萩の郷福祉工場  障害福祉サービス事業所として新事業体系へ移行
萩の郷福寿苑  障害者支援施設として新事業体系へ移行
萩の郷第二福寿苑  障害者支援施設として新事業体系へ移行
仙台ワークキャンパス開設に伴い、西多賀ワークキャンパス終了
多機能型事業所  仙台ワークキャンパス  開設
福祉ホーム  さくらホーム、すみれホーム  開設
禎祥ワークキャンパス  障害者支援施設として新事業体系へ移行

萩の輪作業所、就労継続支援Ｂ型事業への転換に伴い萩の郷福祉工場に統合
萩の郷福祉工場、萩の輪作業所の統合に伴い多機能型事業所へ転換
特定相談支援事業所  共生福祉会障害者相談支援センター  開設
共生福祉会館（ライフセンター）・福島美術館  休業

居宅・訪問介護事業所  ケアステーション四郎丸  開設

○ 昭和40年 9月
○ 昭和40年11月
○ 昭和41年 6月
○ 昭和48年 1月
○ 昭和50年 4月
○ 昭和50年 4月
○ 昭和52年12月
○ 昭和55年 4月
○ 昭和55年 6月
○ 昭和60年 4月
○ 平成10年 3月
○ 平成11年10月
○ 平成12年 3月

○ 平成15年 4月
○ 平成16年10月
○ 平成19年 4月
○ 平成19年10月
○ 平成20年 3月
○ 平成21年 4月
○ 平成21年 4月
○ 平成21年 4月
○ 平成21年 5月
○ 平成21年 5月
○ 平成24年 4月
○ 平成26年 4月

○ 平成26年 4月
○ 平成26年 4月
○ 平成26年12月
○ 平成31年 3月
○ 令和 2年 9月

○ 令和 2年10月

○ 平成12年 3月
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