
今治市　子育て支援課

1 吹揚第1児童クラブ 余裕教室 吹揚小学校 吹場 運営委員会

2 吹揚第2児童クラブ 余裕教室 吹揚小学校 吹場 運営委員会

3 仲よし児童クラブ 校内専用施設 別宮小学校 別宮 運営委員会

4 常盤児童クラブ 校内専用施設 常盤小学校 常盤 運営委員会

5 近見児童クラブ第１ 余裕教室 近見小学校 近見 運営委員会

6 近見児童クラブ第２ 余裕教室 近見小学校 近見 運営委員会

7 立花児童クラブ 余裕教室 立花小学校 立花 運営委員会

8 第二立花児童クラブ 余裕教室 立花小学校 立花 運営委員会

9 青空（１組）児童クラブ 校内専用施設 鳥生小学校 鳥生 運営委員会

10 青空（２組）児童クラブ 校内専用施設 鳥生小学校 鳥生 運営委員会

11 桜井児童クラブ 校内専用施設 桜井小学校 桜井 運営委員会

12 国分児童クラブ 余裕教室 国分小学校 国分 運営委員会

13 富田児童クラブ 公有地専用施設 富田小学校 富田 運営委員会

14 第二富田児童クラブ 公有地専用施設 富田小学校 富田 運営委員会

15 しみず児童クラブ 校内専用施設 清水小学校 清水 運営委員会

16 日高児童クラブ 校内専用施設 日高小学校 日高 運営委員会

17 日高第二児童クラブ 校内専用施設 日高小学校 日高 運営委員会

18 乃万児童クラブ 余裕教室 乃万小学校 乃万 運営委員会

19 うずしお児童クラブ 余裕教室 波止浜小学校 波止浜 運営委員会

20 上朝児童クラブ 公有地専用施設 上朝児童育成施設 朝倉 運営委員会

21 朝倉児童クラブ 公的施設 朝倉老人憩の家 朝倉 運営委員会

22 鴨部はあと児童クラブ 余裕教室 鴨部小学校 鴨部 運営委員会

23 九和児童クラブ 校内専用施設 九和小学校 九和 運営委員会

24 波方児童クラブ 児童館 樋口児童館 波方 運営委員会

25 大西児童クラブ 余裕教室 大西小学校 大西 運営委員会

26 菊間児童クラブ 公有地専用施設 菊間小学校 菊間 運営委員会

27 吉海児童クラブ 余裕教室 吉海小学校 吉海 運営委員会

28 伯方児童クラブ 校内専用施設 伯方小学校 伯方 運営委員会

29 上浦児童クラブ 公的施設 上浦開発総合センター 上浦 運営委員会

30 大三島児童クラブ 余裕教室 大三島小学校 大三島 運営委員会

31 児童クラブ未来 民間専用施設 児童クラブ未来 乃万 社会福祉法人

32 しまなみ学童クラブ 民間専用施設 しまなみ学童クラブ 乃万 学校法人

　　　　　　　令和元年度　愛媛県　放課後児童クラブ一覧

市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

今
治
市

（令和元年5月1日現在）
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

宇和島市　福祉課

1 石丸ルーム 保育所 石丸保育園 番城 社会福祉法人

2 尾串ルーム 保育所 尾串保育園 明倫 社会福祉法人

3 済美ルーム 保育所 宇和島済美保育園 天神 社会福祉法人

4 たちばな学童ルーム 保育所 立正保育園 宇和津 社会福祉法人

5 元気の泉学童ルーム 保育所 元気の泉保育園 和霊 社会福祉法人

6 明倫放課後児童クラブ 校内専用施設 明倫小学校 明倫 運営委員会

7 番城放課後児童クラブ1 認定こども園 番城美徳認定こども園 番城 運営委員会

8 番城放課後児童クラブ2 認定こども園 番城美徳認定こども園 番城 運営委員会

9 鶴島放課後児童クラブ 余裕教室 鶴島小学校 鶴島 運営委員会

10 吉田放課後児童クラブ 余裕教室 吉田小学校 吉田 運営委員会

11 津島放課後児童クラブ 幼稚園 岩松幼稚園 岩松 運営委員会

八幡浜市　子育て支援課

1 松蔭児童クラブ 余裕教室 松蔭小学校 松蔭 市

2 神山児童クラブ 校内専用施設 神山小学校 神山 市

3 千丈児童クラブ 校内専用施設 千丈小学校 千丈 市

4 白浜児童クラブ 校内専用施設 白浜小学校 白浜 市

5 江戸岡児童クラブ 校内専用施設 江戸岡小学校 江戸岡 市

6 宮内児童クラブ 校内専用施設 宮内小学校 宮内 市

7 川之石児童クラブ 校内専用施設 川之石小学校 川之石 市

8 喜須来児童クラブ 校内専用施設 喜須来小学校 喜須来 市

新居浜市　学校教育課

1 たねっこクラブ1 余裕教室 高津小学校 高津 市

2 たねっこクラブ2 余裕教室 高津小学校 高津 市

3 ひかりクラブ1 校内専用施設 中萩小学校 中萩 市

4 ひかりクラブ2 校内専用施設 中萩小学校 中萩 市

5 ひかりクラブ3 余裕教室 中萩小学校 中萩 市

6 なかよしクラブ 校内専用施設 新居浜小学校 新居浜 市

7 たんぽぽクラブ1 余裕教室 金栄小学校 金栄 市

8 たんぽぽクラブ2 余裕教室 金栄小学校 金栄 市

9 こばとクラブ１ 余裕教室 角野小学校 角野 市

10 こばとクラブ2 余裕教室 角野小学校 角野 市

11 こばとクラブ3 余裕教室 角野小学校 角野 市

担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

宇
和
島
市

八
幡
浜
市

新
居
浜
市

市町名 番号
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

12 うずいクラブ1 余裕教室 大生院小学校 大生院 市

13 かぶとクラブ1 余裕教室 船木小学校 船木 市

14 かぶとクラブ2 余裕教室 船木小学校 船木 市

15 あひるクラブ1 余裕教室 神郷小学校 神郷 市

16 あひるクラブ2 余裕教室 神郷小学校 神郷 市

17 すみれクラブ 余裕教室 宮西小学校 宮西 市

18 のぞみクラブ 余裕教室 惣開小学校 惣開 市

19 ひまわりクラブ 校内専用施設 垣生小学校 垣生 市

20 あじさいクラブ 余裕教室 多喜浜小学校 多喜浜 市

21 ぱんだクラブ1 余裕教室 泉川小学校 泉川 市

22 ぱんだクラブ2 余裕教室 泉川小学校 泉川 市

23 きりんクラブ 児童センター 上部児童センター 中萩 市

24 ぴかっこクラブ 児童センター 川東児童センター 浮島 市

25 ともだちパーク 民有地専用施設 コミュニテイハウス三恵 多喜浜 社会福祉法人

26 かがやきクラブ1 校内専用施設 金子小学校 金子 市

27 かがやきクラブ2 校内専用施設 金子小学校 金子 市

西条市　子育て支援課

1 橘児童クラブ 校内専用施設 橘小学校 橘 市

2 禎瑞児童クラブ 校内専用施設 禎瑞小学校 禎瑞 市

3 徳田児童クラブ 公的施設 徳田公民館 徳田 市

4 庄内児童クラブ 余裕教室意外の学校施設 旧庄内幼稚園 庄内 市

5 石根児童クラブ 公的施設 小松農村環境改善センター 石根 市

6 三芳児童クラブ 公的施設 東予北地域交流センター 三芳 市

7 田野児童クラブ 公的施設 田野公民館 田野 市

8 吉井児童クラブ 余裕教室 吉井小学校 吉井 市

9 吉岡児童クラブ 児童館 東予西児童館 吉岡 市

10 楠河児童クラブ 余裕教室 楠河小学校 楠河 市

11 国安児童クラブ 校内専用施設 国安小学校 国安 市

12 周布児童クラブ 余裕教室 周布小学校 周布 市

13 氷見児童クラブ 余裕教室 氷見小学校 氷見 市

14 中川児童クラブ 余裕教室 中川小学校 中川 市

15 多賀児童クラブ 校内専用施設 多賀小学校 多賀 市

16 神戸児童クラブ 余裕教室 神戸小学校 神戸 市

設置小学校区 運営主体市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所

西
条
市

新
居
浜
市
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

17 西条Ａ児童クラブ 校内専用施設 西条小学校 西条 市

18 西条Ｂ児童クラブ 校内専用施設 西条小学校 西条 市

19 神拝Ａ児童クラブ 余裕教室 神拝小学校 神拝 市

20 神拝Ｂ児童クラブ 余裕教室 神拝小学校 神拝 市

21 飯岡児童クラブ 余裕教室 飯岡小学校 飯岡 市

22 壬生川児童クラブ 余裕教室 壬生川小学校 壬生川 市

23 丹原児童クラブ 公的施設 丹原福祉センター 丹原 市

24 大町児童クラブA 校内専用施設 大町小学校 大町 市

25 大町児童クラブB 校内専用施設 大町小学校 大町 市

26 小松児童クラブ 余裕教室 小松小学校 小松 市

27 玉津児童クラブ 校内専用施設 玉津小学校 玉津 市

28 田滝児童クラブ 余裕教室 田滝小学校 田滝 市

大洲市　子育て支援課

1 喜多児童クラブ 余裕教室 喜多小学校 喜多 市

2 大洲児童クラブ 公的施設 旧大洲市立図書館 大洲 市

3 平児童クラブ 公的施設 小鳥越集会所 平 市

4 粟津児童クラブ 余裕教室 粟津小学校 粟津 市

5 長浜児童クラブ 余裕教室 長浜小学校 長浜 市

6 肱川児童クラブ 余裕教室 肱川小学校 肱川 市

7 新谷児童クラブ 余裕教室 新谷小学校 新谷 市

8 菅田児童クラブ 余裕教室 菅田小学校 菅田 市

9 久米児童クラブ その他 JA愛媛たいき大洲支所久米取扱所 久米 市

10 平野児童クラブ 余裕教室 平野小学校 平野 市

11
河辺児童クラブ

（休所中）
余裕教室 河辺幼稚園 河辺 市

伊予市　子育て支援課

1 南山崎児童クラブ 公有地専用施設 南山崎児童クラブ 南山崎 ＮＰＯ法人

2 北山崎児童クラブ 余裕教室 北山崎小学校 北山崎 ＮＰＯ法人

3 郡中放課後児童クラブＡ 公有地専用施設 郡中放課後児童クラブ 郡中 ＮＰＯ法人

4 郡中放課後児童クラブＢ 公有地専用施設 郡中放課後児童クラブ 郡中 ＮＰＯ法人

5 郡中放課後児童クラブＣ 公有地専用施設 郡中放課後児童クラブ 郡中 ＮＰＯ法人

6 南伊予児童クラブＡ 公有地専用施設 南伊予児童クラブ 伊予 ＮＰＯ法人

7 南伊予児童クラブＢ 公有地専用施設 南伊予児童クラブ 伊予 ＮＰＯ法人

8 なかやま学童広場 公的施設 中山地域事務所 中山 運営委員会

9 上灘学童クラブ 公的施設 双海地域事務所 由並 運営委員会

市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体
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大
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

10 下灘学童クラブ 公的施設 下灘ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ 下灘 運営委員会

11 さくらんぼクラブ その他 伊予キリスト教会 郡中 運営委員会

12 スポキッズ児童クラブ郡中校 その他 旧伊予くじら小規模保育園 郡中 ＮＰＯ法人

13 伊予くじら児童クラブ 保育所 伊予くじら認定こども園 郡中 社会福祉法人

14 みかんキッズクラブ 民有地専用施設 みかんキッズクラブ 伊予 株式会社

15 されだに学童クラブ 余裕教室 佐礼谷小学校 佐礼谷 運営委員会

16 児童クラブそらうみ その他 空き店舗 郡中 NPO法人

17 放課後児童クラブ天使組 民有地専用施設 天使幼稚園 伊予 学校法人

四国中央市　こども課

1 新宮児童クラブ 余裕教室 新宮小中学校 新宮 市

2 川之江小学校第1児童クラブ 校内専用施設 川之江小学校放課後児童クラブ 川之江 市

3 川之江小学校第2児童クラブ 校内専用施設 川之江小学校放課後児童クラブ 川之江 市

4 川之江小学校第3児童クラブ 校内専用施設 川之江小学校放課後児童クラブ 川之江 市

5 川之江小学校第4児童クラブ 校内専用施設 川之江小学校放課後児童クラブ 川之江 市

6 金生第一小学校児童クラブ 余裕教室 金生第一小学校 金生第一 市

7 金生第二小学校児童クラブ 余裕教室 金生第二小学校 金生第二 市

8 上分小学校児童クラブ 余裕教室 上分小学校 上分 市

9 妻鳥小学校第１児童クラブ その他 旧JA事務所 妻鳥 市

10 妻鳥小学校第２児童クラブ その他 旧JA事務所 妻鳥 市

11 南小学校児童クラブ 余裕教室 南小学校 南 市

12 川滝小学校児童クラブ 公的施設 川滝公民館 川滝 市

13 みしま児童センター児童クラブ 児童センター みしま児童センター 三島 市

14 松柏小学校児童クラブ 余裕教室 松柏小学校 松柏 市

15 中曽根小学校第1児童クラブ 保育所 中曽根保育園 中曽根 市

16 中曽根小学校第2児童クラブ 民家・アパート 中曽根小学校第2児童クラブ 中曽根 市

17 中之庄小学校第１児童クラブ 余裕教室 中之庄小学校 中之庄 市

18 中之庄小学校第2児童クラブ 余裕教室 中之庄小学校 中之庄 市

19 寒川小放課後児童クラブ 校内専用施設 寒川小学校 寒川 市

20 豊岡小学校児童クラブ 余裕教室 豊岡小学校 豊岡 市

21 土居小学校児童クラブ 公有地専用施設 土居小学校児童クラブ 土居 市

22 長津小学校児童クラブ 余裕教室 長津小学校 長津 市

23 北小学校児童クラブ 余裕教室 北小学校 北 市

24 小富士小学校児童クラブ 余裕教室 小富士小学校 小富士 市

25 関川小学校児童クラブ 公的施設 関川公民館 関川 市

運営主体番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区
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国
中
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市

市町名
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

西予市　子育て支援課

1 トトロクラブ 児童館 宇和児童館 宇和町 社会福祉法人

2 明下田クラブ 公的施設 下宇和公民館 皆田 社会福祉法人

3 のむらキッズ 公有地専用施設 野村地域教育福祉複合施設 野村 社会福祉法人

4 すこやか児童クラブ 児童館 コスモス館 三瓶 社会福祉法人

5 ななほし中川 民有地専用施設 ななほし中川 中川 社会福祉法人

6 おれんじクラブ 公的施設 俵津集落総合施設 明浜 株式会社

7 しろかわキッズ 公有地専用施設 元教職員宿舎 城川 社会福祉法人

8 なかよしクラブ 認定こども園 うわまち未来こども園 宇和町 社会福祉法人

東温市　保育幼稚園課

1 拝志ひまわりクラブ 校内専用施設 拝志小学校 拝志 市

2 北吉井あおい1組 児童館 いわがらこども館 北吉井 市

3 北吉井あおい2組 児童館 いわがらこども館 北吉井 市

4 南吉井すみれ1組 校内専用施設 南吉井小学校 南吉井 市

5 南吉井すみれ2組 校内専用施設 南吉井小学校 南吉井 市

6 南吉井たんぽぽ1組 公有地専用施設 南吉井たんぽぽ組 南吉井 市

7 南吉井たんぽぽ2組 公有地専用施設 南吉井たんぽぽ組 南吉井 市

8 川上くすのき児童クラブ1組 校内専用施設 川上小学校 川上 市

9 川上くすのき児童クラブ2組 校内専用施設 川上小学校 川上 市

10 上林ささゆりクラブ 公的施設 上林集会所 上林 市

11 東谷さくら児童クラブ 余裕教室 東谷小学校 東谷 市

12 西谷みどり児童クラブ 幼稚園 西谷幼稚園 西谷 市

上島町　住民課

1 岩城校区児童クラブ 公的施設 旧岩城保育所 岩城 保護者会

2 弓削校区児童クラブ 公的施設 弓削中央公民館 弓削 運営委員会

久万高原町　保健福祉課

1 NIKONIKOクラブやま 児童館 NIKONIKO館 久万 社会福祉法人

2 NIKONIKOクラブかぜ 児童館 NIKONIKO館 久万 社会福祉法人

3 NIKONIKOクラブそら 児童館 NIKONIKO館 久万 社会福祉法人

松前町　福祉課

1 松前小学校放課後児童クラブA 余裕教室 松前小学校 松前 町

2 松前小学校放課後児童クラブB 余裕教室 松前小学校 松前 町

3 北伊予小学校放課後児童クラブA 公有地専用施設 北伊予小学校放課後児童クラブ 北伊予 町

4 北伊予小学校放課後児童クラブB 公有地専用施設 北伊予小学校放課後児童クラブ 北伊予 町

市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体
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市町名 番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区 運営主体

5 北伊予小学校放課後児童クラブＣ 余裕教室 北伊予小学校放課後児童クラブ 北伊予 町

6 岡田小学校放課後児童クラブＡ 公有地専用施設 岡田小学校放課後児童クラブ 岡田 町

7 岡田小学校放課後児童クラブＢ その他 岡田小学校 岡田 町

砥部町　子育て支援課

1 砥部小学校第１放課後児童クラブ 校内専用施設 砥部小学校 砥部 町

2 宮内小学校第１放課後児童クラブ 校内専用施設 宮内小学校 宮内 町

3 宮内小学校第２放課後児童クラブ 校内専用施設 宮内小学校 宮内 町

4 麻生小学校第１放課後児童クラブ 校内専用施設 麻生小学校 麻生 町

5 麻生小学校第２放課後児童クラブ 校内専用施設 麻生小学校 麻生 町

6 広田小学校放課後児童クラブ 公的施設 広田老人憩いの家 広田 町

7 砥部小学校第２放課後児童クラブ 余裕教室 砥部小学校 砥部 町

8 麻生小学校第３放課後児童クラブ 余裕教室 麻生小学校 麻生 町

内子町　保健福祉課

1 五十崎児童クラブ 児童館 五十崎児童館 五十崎 町

2 内子児童クラブ 児童館 内子児童館 内子 町

伊方町　保健福祉課

1 いかた学童クラブ 公的施設 生涯学習ｾﾝﾀｰ 伊方 町

2 おおく学童クラブ 余裕教室 大久小学校 大久 町

3 みさき学童クラブ 校内専用施設 三崎小学校 三崎 町

4 みつくえ学童クラブ 公的施設 三机教職員住宅 三机 町

5 くちょう学童クラブ 公的施設 九町教職員住宅 九町 町

鬼北町　町民生活課

1 鬼北町放課後児童クラブ 校内専用施設 鬼北町放課後児童クラブ 近永 町

松野町　町民課

1 なないろキッズ 公的施設 森の国ふれあいｾﾝﾀｰ 松野 町

愛南町　保健福祉課

1 平城小放課後児童クラブ 余裕教室 平城小学校 平城 町

2 城辺小放課後児童クラブ 余裕教室 城辺小学校 城辺 町

3 一本松小放課後児童クラブ 余裕教室 一本松小学校 一本松 町

松
野
町

愛
南
町

砥
部
町

松
前
町

鬼
北
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市町名
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子
町
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方
町

運営主体番号 担当課・児童クラブ名 開設場所 実施場所 設置小学校区
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令和２年３月１日現在

1 有限会社 あさひ〔デイサービスセンターあさひ〕 53 愛媛県 中予保健所 企画課

2 朝日共販㈱ 54 愛媛県 中予保健所 生活衛生課　

3 株式会社 伊予銀行 55 愛媛県動物愛護センター

4 株式会社 伊予鉄髙島屋 56 愛媛県 東予地方局 地域政策課

5 うま農業協同組合 57 愛媛県 東予地方局 農村整備課

6 株式会社 ＳＳＰ 58 愛媛県 土木部 河川課

7 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 59 愛媛県 土木部 港湾海岸課

8 NPO愛媛エネルギー教育支援フォーラム 60 愛媛県 土木部 砂防課

9 株式会社 愛媛銀行 61 愛媛県土木部 道路建設課

10 愛媛県 県民環境部 防災危機管理課 62 愛媛県土木部 道路維持課

11 愛媛県 県民環境部 消防防災安全課 63 愛媛県 保健福祉部 薬務衛生課

12 愛媛県 今治保健所 65 愛媛県立医療技術大学

13 公益財団法人 愛媛県学校給食会 66 愛媛県立新居浜病院

15 愛媛県 スポーツ・文化部 まなび推進課 67 愛媛県立南宇和病院

16 愛媛県教育委員会 文化財保護課 68 愛媛県歴史文化博物館

17 社会福祉法人 愛媛県共同募金会 69 株式会社愛媛CATV

18 愛媛県警察本部 交通部 交通企画課 70 一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構

19 愛媛県警察本部 生活安全部 少年課 71 愛媛信用金庫

20 愛媛県警察本部 総務室 広報県民課 72 愛媛労働局

21 愛媛県県民環境部 環境政策課 73 株式会社 大亀製作所

22 愛媛県県民環境部 自然保護課 74 株式会社 オズメッセ

23 愛媛県公営企業管理局 松山発電工水管理事務所 75 協和道路株式会社

24 愛媛県 西条保健所 76 NPO法人 禁煙推進の会えひめ

25 愛媛県在宅介護研修センター 77 株式会社 クリエイト伊方

26 愛媛県 栽培資源研究所 78 株式会社 玄米酵素松山営業所

27 愛媛県 産業技術研究所 紙産業技術センター 79 株式会社 コスにじゅういち

28 愛媛県 産業技術研究所 技術開発部 80 特定非営利活動法人 さなえ

29 愛媛県 産業技術研究所 食品産業技術センター 81 四国ガス株式会社

30 愛媛県 産業技術研究所 繊維産業技術センター 82 四国通建株式会社

31 愛媛県 産業技術センター 窯業技術センター 83 四国電力株式会社 松山支店

32 愛媛県 資源循環優良事業者 連絡協議会 84 ジブラルタ生命保険（株）

33 愛媛県 四国中央保健所 85 新日本建設 株式会社

34 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 86 株式会社新風会フィットネスクラブRyuow

35 愛媛県介護実習・普及センター 87 株式会社　誠実村

36 愛媛県視聴覚福祉センター 88 公益財団法人 生命保険文化センター

37 愛媛県身体障がい者福祉センター 89 全日本空輸株式会社 ＡＮＡセールス株式会社

38 道後　ゆう 90 ダイキ株式会社　ゆめ･みらい 住まいの創造かん

39 えひめ障がい者就業・生活支援センター 91 竹中金網株式会社　テクノなみかた工場

40 しげのぶ清愛園 92 株式会社ダスキンプロダクト中四国　愛媛工場

41 しげのぶ清流園 93 NPO法人『Do』

42 どうご清友寮 95 （株）日本交通社

43 福祉工房いだい清風園 96 日本赤十字社愛媛県支部

44 ほほえみ工房ぱれっと道後 97 伯方塩業株式会社

45 愛媛県消費生活センター 98 株式会社 ブルーム・クラシック　愛媛テクノ工場

46 愛媛県職業能力開発協会 99 弁護士法人伊予

47 愛媛県人権啓発センター 100 マエダ商事　株式会社

48 愛媛県水産研究センター 101 松山税務署

49 愛媛県総合科学博物館 103 リージョナルデザイン株式会社

50 愛媛県 まなび推進課（四国遍路） 104 愛媛県南予地方局 総務県民課

51 愛媛県 まなび推進課（知的財産） 105 宇和島保健所 健康増進課

52 愛媛県 中予地方局 総務企画部 総務県民課 106 宇和島保健所 生活衛生課

No 企業・団体等名 No 企業・団体等名
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令和２年３月１日現在

107 宇和島保健所 環境保全課 158 株式会社スイッチカンパニー

108 宇和島保健所 企画課 159 有限会社バイクハウス阿部

109 愛顔のみかんプロジェクト推進協議会 160 株式会社　PENTA   FARM

110 八幡浜保健所 161 愛媛県農林水産研究所

111 愛媛県美術館 162 愛媛県養鶏研究所

112 愛媛県隣保館連絡協議会 163 大原簿記公務員専門学校　愛媛校

113 富士電機株式会社 松山営業所 164 城北運送株式会社

114 愛媛職業能力開発促進支援センター 165 公益財団法人　松山観光コンベンション協会

115 河原電子ビジネス専門学校 166 学校法人愛媛学園　愛媛調理製菓専門学校

116 河原医療福祉専門学校 167 華彩フラワーカレッジ・ロイヤルフローリスト華彩

117 河原デザイン・アート専門学校 168 リコージャパン株式会社　愛媛支社

118 河原アイペットワールド専門学校 169 公益財団法人　愛媛県診療放射線技師会

119 河原学園河原ＩＴビジネス専門学校 170 専門学校松山ビジネスカレッジ　クリエイティブ校

120 河原パティシエ・医療・観光専門学校 171 専門学校松山ビジネスカレッジ　ビジネス校

121 河原ビューティモード専門学校 172 松山歯科衛生士専門学校

122 学校法人河原学園 河原医療大学校 173 井関農機株式会社

123 アビリティーセンター株式会社 174 株式会社　渡辺建設

124 今治造船株式会社 175 株式会社　松山機型工業

125 株式会社 内子フレッシュパークからり 176 浅川造船株式会社

126 ＪＲホテルクレメント宇和島 177 渦潮電機株式会社

127 株式会社 ＮＴＴドコモ四国支社 178 愛媛プレカット(株)

128 ＮＴＴ西日本愛媛支店 179 有限会社　ゆうぼく

129 公益社団法人　愛媛県看護協会 180 株式会社小関電工

130 愛媛県金融広報委員会 181 南レク株式会社　日本庭園 南楽園

131 株式会社 大見屋 182 太陽石油株式会社　四国事業所

132 川之江造機株式会社 183 月原自動車　株式会社

133 楠橋紋織株式会社 184 キョクヨーフーズ株式会社

134 クリーンメカニカル株式会社 185 ヤマセイ株式会社

135 四国乳業株式会社 186 有限会社　アポトライ

136 西南開発（株） 187 松山空港ビル　株式会社

137 セキ株式会社 188 日本航空　株式会社　松山支店

138 一般財団法人　積善会十全総合病院 189 石田クリーニング　株式会社

139 株式会社　曽我部鐵工所 190 松山観光港ターミナル　株式会社

140 株式会社ダイキアクシス 191 石崎汽船株式会社 松山・小倉フェリー株式会社

141 株式会社　千葉工務店 192 日本ボーイスカウト愛媛県連盟

142 子育て安心住宅・設計室 西川建設株式会社 193 四国開発フェリー株式会社

143 ＮＰＯ法人 ＮＥＸＴ CONEXION 194 有限会社　安岡蒲鉾店

144 波止浜興産株式会社 195 宇和島自動車株式会社

145 八水蒲鉾株式会社 196 株式会社　あわしま堂

146 花育・花活プロジェクトえひめ 197 双葉産業株式会社　四国工場

147 尾藤建設株式会社 198 瀬戸内運輸株式会社（せとうちバス）

148 丸福運送（株） 199 ＰＨＣ株式会社

149 ヤマキ株式会社 200 一般社団法人　愛媛ゆめ教育協会

150 株式会社 ユタカ 201 特定非営利活動法人　まもる

151 株式会社 レデイ薬局 202 まつやまＮＰＯサポートセンター

152 原印刷株式会社

153 愛媛県生涯学習センター

154 風とつばさ社労士事務所

155 株式会社　マツダ

156 日本証券業協会

157 愛媛トヨタ自動車株式会社
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【問合せ先】

〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県教育委員会事務局 社会教育課 社会教育グループ

電話（直通) :  089-912-2933 FAX :  089-912-2929  E-mail : shakaikyo@pref.ehime.lg.jp



No. 企　業　名 No. 企　業　名

1 株式会社アテックス 41 伯方塩業株式会社

2 アビリティーセンター株式会社 42 波止浜興産株式会社

3 株式会社伊予銀行 43 八水蒲鉾株式会社

4 株式会社伊予鉄高島屋 44 檜垣造船株式会社

5 伊予鉄道株式会社 45 尾藤建設株式会社

6 伊予木材株式会社 46 坊っちゃん劇場

7 イワキテック株式会社 47 有限会社ほづみ

8 渦潮電機株式会社 48 株式会社松山三越

9 株式会社内子フレッシュパークからり 49 マルトモ株式会社

10 宇和島自動車株式会社 50 丸福運送株式会社

11 ホテルクレメント宇和島 51 宮田鉄工株式会社

12 株式会社ＮＴＴ西日本愛媛支店 52 森永乳業株式会社四国支社松山営業所

13 株式会社えひめ飲料 53 株式会社ヤツヅカ

14 株式会社愛媛銀行 54 ヤマキ株式会社

15 愛媛信用金庫 55 株式会社洋武建設

16 株式会社大見屋 56 株式会社レデイ薬局

17 有限会社小川工務店 57
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
松山お客様サービスプラザ

18 株式会社オズメッセ 58 株式会社ヴァンサンカン

19 おべ工業株式会社 59 株式会社マツダ

20 楠橋紋織株式会社 60 KTC中央高等学院松山キャンパス

21 クリーンメカニカル株式会社 61 株式会社井関松山製造所

22 株式会社コスにじゅういち 62 生活協同組合コープえひめ

23 株式会社サンシャイン宇和島店 63 愛麺株式会社

24 四国瓦斯株式会社 64 石田クリーニング株式会社

25 四国通建株式会社 65 リコージャパン株式会社愛媛支社

26 四国電力株式会社松山支店 66 扇屋食品株式会社

27 四国乳業株式会社 67 株式会社ＳＳＰ

28 株式会社新来島どっく 68 愛媛トヨペット株式会社

29 株式会社シンテック 69 株式会社愛媛CATV

30 西南開発株式会社 70 三浦工業株式会社

31 セキ株式会社 71 株式会社フジ

32 一般財団法人積善会十全総合病院 72 有限会社安岡蒲鉾店

33 ＤＣＭダイキ株式会社 73 株式会社あわしま堂

34 株式会社高田商店 74 愛媛トヨタ自動車株式会社

35 株式会社ダスキンプロダクト中四国愛媛工場 75 PHC株式会社

36 帝人株式会社松山事業所

37 有限会社冨永松栄堂

38 西川建設株式会社  

39 株式会社日本交通社

40 日本食研ホールディングス株式会社

                                    　　　                       愛媛県イメージアップキャラクター

愛媛県教育委員会のホームページに本事業の詳細を掲載していますので、御覧ください。　

http://ehime-c.esnet.ed.jp/shougai/kateikyoiku/kigyourenkei/kigyourenkei.html

◇◆◇◆◇　協定締結企業一覧　◇◆◇◆◇

【連絡先】　愛媛県教育委員会事務局社会教育課　社会教育グループ　(TEL) 089-912-2933　       みきゃん

本事業は、企業と県教育委員会が協定を交わし、共に家庭の教育力の向上に取り組もうとする制度で
す。 協定を締結した企業には、家庭教育支援に取り組んでいただき、県教育委員会は、その取組みを支
援します。 協定を締結した企業の取組みは、愛媛の子どもたちの健やかな育ちを支援するとともに、従
業員のみなさんの家庭生活の充実にもつながるものです。

本事業の趣旨を御理解いただき、多くの企業の皆様方が、子育てや家庭教育への関心を高め、協定締
結に御協力いただければ幸いです。お申し込みをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

自社見学を実
施し、親や大
人の働く姿を
家族や子ども
に見せます！

家庭教育に関
する資料を従
業員に配布し
ます！

参観日等に
参加しやす
い休暇制度
等を導入し
ます！

令和２年３月１日現在

家族参加のイベ
ントを企画・実
施します！

子育て・家庭
教育に関する
企業内研修を
します！
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社会総がかりで取り組む教育の推進Ⅸ 

～令和元年度 学校・家庭・地域連携推進事業 実践事例集～ 

 

《文部科学省「学校・家庭・地域連携協力推進事業費」補助事業》 

発行 令和２年３月 

愛媛県教育委員会 

〒790-8570  愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

TEL:089-912-2933 

FAX:089-912-2929 

（しいたけ菌床づくり） 

小田地域学校協働本部【内子町】 


