事 業 概 要

社会福祉法人みゆき福祉会
〒９９９－３２１１
山形県上山市牧野字清水２１番地１
TEL ０２３（６７４）３３８８
FAX ０２３（６７４）３３８３

１

設置の目的
この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供される

よう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会に
おいて営むことができるよう支援することを目的とした社会福祉事業を行う。

２ 理念

「 信頼 ・ 助け合い ・ 地域と共に 」

３ 行動指針 「
「
「
「
「

安心、信頼ある接遇をします 」
共に助け合い、一人ひとりの気持ちを大切にします 」
快適な環境を提供します 」
地域のみなさまと共に歩みます 」
さらにサービスを探求します 」

４ 沿革
平成１０年 ７月１５日

社会福祉法人 みゆき福祉会として、設立登記

平成１０年１１月２６日

特別養護老人ホームみずほの里

工事着工

平成１２年 ３月１０日

特別養護老人ホームみずほの里

工事完成

平成１２年 ４月 １日

特別養護老人ホームみずほの里

事業開始

平成１４年１０月 ８日

グループホーム／デイサービスセンター痴呆型（認知症対応型）
工事着工

平成１５年 ３月２０日

グループホーム／デイサービスセンター痴呆型（認知症対応型）
工事完成

平成１５年 ４月２２日

グループホーム／デイサービスセンター痴呆型（認知症対応型）
事業開始

平成１７年１１月１５日

地域密着型特別養護老人ホームひいなの里

工事着工

平成１７年１２月 ５日

グループホームみずほ（かえでユニット）

工事着工

平成１８年 ３月１５日

グループホームみずほ（かえでユニット）

工事完成

平成１８年 ３月３１日

グループホームみずほ（かえでユニット）

事業開始

平成１８年 ４月 ５日

指定居宅介護支援事業所ひいな

事業開始

平成１８年 ５月３１日

地域密着型特別養護老人ホームひいなの里

工事完成

平成１８年 ６月 ８日

地域密着型特別養護老人ホームひいなの里

事業開始

平成２２年 ７月２６日

ユニット型２０床増築（みずほの里）

工事着工

平成２３年 ３月１０日

ユニット型２０床増築（みずほの里）

工事完成

平成２３年 ４月 １日

ユニット型２０床増築（みずほの里）

事業開始

平成２５年 ７月３１日

地域密着型特別養護老人ホームながすずの里

工事着工

平成２６年 ３月１８日

地域密着型特別養護老人ホームながすずの里

工事着工

平成２６年 ４月 １日

地域密着型特別養護老人ホームながすずの里

事業開始

５ 施設の概要
（１）運 営 主 体

社会福祉法人みゆき福祉会

（２）事 業 内 容

社会福祉事業
ア 第１種社会福祉事業
特別養護老人ホーム
イ 第２種社会福祉事業
老人短期入所事業、老人デイサービス事業、小規模多機能型居宅
介護事業、老人共同生活援助事業
公益事業
ア 居宅介護支援事業

（３）施 設 の 名 称

社会福祉法人みゆき福祉会
◇特別養護老人ホームみずほの里
・地域密着型特別養護老人ホームみずほの里
・短期入所みずほの里
・デイサービスセンターまる
・居宅介護支援事業所みずほ
（空床利用型：短期入所生活介護施設みずほの里）
◇グループホームみずほ（もくれん）
・デイサービスセンターはなまる（認知症対応型）
◇グループホームみずほ（かえでユニット）
◇地域密着型特別養護老人ホームひいなの里
・短期入所ひいなの里
・デイサービスセンターひいな
・居宅介護支援事業所ひいな
・デイサービスセンターゆとり（認知症対応型）
◇地域密着型特別養護老人ホームながすずの里
・グループホームながすず
・小規模多機能型居宅介護事業所ながすず
・居宅介護支援事業所ながすず
（空床利用型 ：短期入所生活介護施設ながすずの里）

（４）施設の所在地

◇特別養護老人ホームみずほの里（地域密着型も含む）／短期入所
／デイサービス／居宅介護支援事業所／空床利用型：短期入所
山形県上山市牧野字清水２１番１
◇グループホームみずほ／デイサービスセンターはなまる（認知症対応型）
山形県上山市牧野字妻神１６１５番
◇地域密着型特別養護老人ホームひいなの里／短期入所／
デイサービス／デイサービスゆとり／居宅介護支援事業所
山形県西村山郡河北町谷地月山堂１２１７番５

◇地域密着型特別養護老人ホームながすずの里
グループホームながすず／小規模多機能型居宅介護事業所
／居宅介護支援事業所／空床利用型：短期入所
山形県上山市長清水二丁目５番１９号
（５）敷地建物面積

・ 特別養護老人ホームみずほの里他 １３，５１９．９９㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

５，８６８．０８㎡

地域密着型特別養護老人ホームひいなの里他
１０４６５．００㎡
鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平屋 ３８７６．３０㎡
・ グループホームみずほ（もくれん）
/デイサービスセンターはなまる

２１６２．３８㎡

（木造平屋建 ５３３．６８㎡）
・ グループホ－ムみずほ（かえでユニット）
（木造平屋建 ２８８．９８㎡）
・ 地域密着型特別養護老人ホームながすずの里
鉄骨造陸屋根２階建
（６）入 所 定 員

３，９２３㎡

１階 1,134.34 ㎡、２階 1,313.96 ㎡

・特別養護老人ホームみずほの里

８０名

・地域密着型特別養護老人ホームみずほの里

２０名

・短期入所生活介護施設みずほの里

２０名

・グループホームみずほ（もくれん）

９名

・グループホームみずほ（かえでユニット）

９名

・地域密着型特別養護老人ホームひいなの里

２９名

・短期入所生活介護施設ひいなの里

２１名

・地域密着型特別養護老人ホームながすずの里 ２９名
（７）利 用 定 員

・グループホームながすず（浅葱９、縹９）

１８名

デイサービスセンター まる

３５名／日

認知症対応型 はなまる

１２名／日

デイサービスセンター ひいな

２５名／日

認知症対応型 ゆとり

（８）居

室

１２名／日

小規模多機能型居宅介護支援事業所ながすず

２５名

通い

１５名

宿泊

９名

・特別養護老人ホームみずほの里（短期２０室含む）５０室
４名室（１２室 ）、２名室（１４室）
従来型個室（２４室）、ユニット型個室（２０室）
・ グループホームみずほ（もくれん棟）

９室

・ グループホームみずほ（かえで棟）
・地域密着型特別養護老人ホームひいなの里

９室
５０室

ユニット型個室（長期２９室、短期２１室）
・地域密着型特別養護老人ホームながすずの里

５６室

ユニット型個室（２９室）
・ グループホームながすず（浅葱・縹）
・ 小規模多機能型居宅介護事業所
特別養護老人ホームみずほの里

１８室
９室

TEL ０２３－６７４－３３８８（代表）
ＦＡＸ０２３－６７４－３３８３

短期入所みずほの里

TEL ０２３－６７４－３３８８

デイサービスセンターまる

TEL ０２３－６７４－３３８０

居宅介護支援事業所みずほ

TEL ０２３－６７４－３３８２

グループホームみずほ

TEL ０２３－６７７－２１２２

デイサービスセンターはなまる（認知症対応型） TEL ０２３－６７７－２１２３
地域密着型特別養護老人ホームひいなの里
TEL ０２３７－７１－１８８０（代表）
ＦＡＸ０２３７－７１－１８８１

短期入所ひいなの里

TEL ０２３７－７１－１８８０

デイサービスひいな

TEL ０２３７－７１－１８８５

デイサービスゆとり（認知症対応型）

TEL ０２３７－７１－１８８５

居宅介護支援事業所ひいな

TEL ０２３７－７１－１８８６

地域密着型特別養護老人ホームながすずの里
TEL ０２３－６６６－７７８０（代表）
FAX ０２３－６６６－７０３８
グループホームながすず

TEL ０２３－６６６－７７８０

小規模多機能型居宅介護事業所ながすず

TEL ０２３－６６６－７７８０

居宅介護支援事業所ながすず

TEL ０２３－６６６－７７８０

