ひと、未来、輝いて

Y.S.J

社会福祉法人

山形県社会福祉事業団 概要
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Yamagata Prefectural Social Welfare Corporation

山形県社会福祉事業団（以下「事業団」という。）は、県立社会福祉施設を受託
経営する団体として、昭和３９年に財団法人として設立され、その翌年の昭和４０年に
は社会福祉法人となり、今年創立５７周年を迎えることになりました。
現在、県内全域において、自主経営施設として、特別養護老人ホーム４、障害者支援
施設５、障害福祉サービス事業所１、救護施設２、指定管理施設として、養護老人ホー
ム２を経営するとともに、相談支援や共同生活援助事業など、障害福祉サービスの利用
調整や地域での生活・就業を支援するサポートセンター４か所を経営しており、地域福
祉・在宅福祉を含めた幅広い社会福祉のフィールドで、総合的に事業を展開しています。
また、山形県からの委託を受け、
「サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責
任者研修」、「障がい者相談支援従事者研修」等を実施し、福祉事業従事者及び実践者の
育成を図っています。
「社会福祉」それは、あらゆる年代層を対象として、全ての人たちの幸せの実現を目
指し、寄り添い、支えていく社会的な活動であり、その人に最も近いところに立ち位置
があるという点で、大きな意義を有しています。

「ひと、未来、輝いて」
私たちは、このキャッチフレーズを胸に、支援を必要とする人達、一人ひとりの
かけがえのない「未来」が少しでも輝くものになるよう、たゆまぬ努力と支援を重
ねたいと考えています。
そして、そのことが、きっと事業団としての新たな福祉サービスの価値の創造に
つながるものと信じています。
今、事業団は新たなステージへ、歩み始めています。

〈基本理念〉
■利用者一人ひとりの権利擁護及び個人の尊厳に基づく自立支援と社会参加を推進します。
■福祉理念や国及び県の福祉施策を踏まえ、利用者及び地域のニーズにそった事業を実施し、利用者や地
域から信頼を得るとともに、介護や援助事故の防止に努め、安心される施設運営を目指します。
■社会福祉法人としての公益性・社会的使命を踏まえ、事業運営の透明性を図るとともに、的確な経営状
況の把握を行い、経営の安定化に取り組みます。
■県及び市町村と連携を図り、障がい及び高齢者保健福祉圏域や地域において、先駆性・専門性・広域性
のある役割と機能を担い、新たな事業の展開やサービスの研究・開発等に取り組みます。
■施設の人的資源や物的資源を活用し、地域福祉及び在宅福祉の推進と福祉人材の育成に努めます。
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財団法人山形県社会福祉事業団設立許可申請

１６． ４．２０

村山障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）開始

３９． ５．１１

財団法人山形県社会福祉事業団設立許可（指令社第２０６９号）

１６． ６．１０

障害者委託訓練事業の受託

３９． ５．１４

財団法人山形県社会福祉事業団設立登記（山形地方法務局）

１７． ７． ７

村山障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）開始

３９．１２． 1

老人福祉センター「山形老人福祉センター」受託経営

１８． ４． １

指定管理者制度により、９事業所指定管理開始

昭和３９． ４．２０

山形県老人保養所「寿楽荘」受託経営
４０． ３．３１

財団法人山形県社会福祉事業団解散認可申請

４０． ４．１４

財団法人山形県社会福祉事業団解散（指令社第１５９号）

４０． ５． ４

社会福祉法人山形県社会福祉事業団設立認可申請

４０． ７．２６

社会福祉法人山形県社会福祉事業団設立認可（厚生省第２０７号）

４０． ８．１１

社会福祉法人山形県社会福祉事業団設立登記（山形地方法務局）

４０． ８．１９

財団法人山形県社会福祉事業団解散登記（山形地方法務局）

（４０． ４． １） 社会福祉法人山形県社会福祉事業団として、
老人福祉センター「山形県老人福祉センター」受託経営

庄内障害者就業・生活支援センター事業開始
介護サービス情報の公表指定調査機関事業の開始
１８． ９．３０

ワークショップ明星園デイサービスセンター設置経営の廃止
１８．１０． １

身体障害者授産施設「明星園」設置経営

４１． ４． １

精神薄弱者援護施設「吹浦荘」設置経営

４２． ４． １

母子休養ホーム「若草の家」設置経営

４３． ４． １

特別養護老人ホーム「松濤荘」受託経営

４５． ４． １

救護施設「みやま荘」受託経営
「社会福祉施設振興資金貸付事業」開始

４７． ４． １

１９． ４． １

１９． ６． １

相談支援事業所サポートセンターゆあーず設置経営

２０． ４． １

希望が丘米沢共同生活事業所

２１． ３．３１

介護サービス情報の公表指定調査機関事業の廃止

２１． ４． １

特別養護老人ホーム松濤荘改築（一部ユニット型特別養護老人ホーム）

４７．１０． １

国民年金保養センター「もがみ」受託経営

４８． ３．３１

精神薄弱者援護施設「吹浦荘」設置経営の廃止

４８． ４． １

肢体不自由者更生施設「梓園」
、精神薄弱者更生施設「吹浦荘」
、精
神薄弱者更生施設「慈丘園」受託経営

４９． ８． １

特別養護老人ホーム「福寿荘」受託経営

４９． ９． １

精神薄弱者更生施設及び授産施設総合コロニー「希望が丘」受託経営

５１． ３．３１

国民年金保養センター「もがみ」受託経営の廃止

５１． ４． １

特別養護老人ホーム「大寿荘」受託経営

５１． ７． １

重度身体障害者授産施設「鶴峰園」受託経営

吹浦荘遊佐共同生活事業所及び吹浦荘酒田共同生活事業所の設置経営
２２． １． １
２３． ３．３１
２３． ４． １

山形県福祉休養ホーム「寿海荘」受託経営

５７．１０． １

救護施設「泉荘」改築

６０． ９． ２ 「山形県痴呆性老人処遇技術研修事業」の受託開始
平成元．１０． １ 「精神薄弱者地域生活援助事業」の経営
６． ４． １ 「精神障害者地域生活援助事業」の経営
精神薄弱者更生施設「吹浦荘」の移転改築
７． ８．３１

身体障害者授産施設「明星園」設置経営の廃止

７． ９． １

身体障害者通所授産施設「ワークショップ明星園」の受託経営

１１． ４． １

精神薄弱者の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律によ
り、「精神薄弱者更生施設」を「知的障害者更生施設」、「精神薄弱者
地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に名称変更
障害者雇用支援センター「置賜障害者雇用支援センター」設置経営

１２． ３．３１ 「社会福祉施設振興資金貸付事業」廃止
１２． ４． １

特別養護老人ホーム居宅介護支援事業所事業開始

１２．１０．１０

救護施設「みやま荘」改築（居住棟・管理棟）

１３． ２．２８

老人福祉センター「山形県老人福祉センター」及び山形県老人保養
所「寿楽荘」受託経営の廃止
認知症介護実務者研修事業の受託

１３． ６． １

西村山精神障害者地域生活支援センター設置経営

指定管理者制度により、９施設指定管理開始

サポートセンターらいと設置経営
２４． ４． １

各相談支援事業所において、指定一般相談支援及び指定特定相談支
援並びに指定障害児相談支援の事業を開始

２５．１０． １

サポートセンターらいと移転

２６． ６． １

相談支援事業所「つるおか」設置経営

２７． ４． １

指定管理者制度により養護老人ホーム「明鏡荘」の指定管理開始
（西村山広域行政事務組合より）
山形県西村山地域生活困窮者自立相談支援事業の受託

２８． ４． １

県立障がい者施設の移譲に伴い、障害者支援施設「梓園」「鶴峰園」
「吹浦荘」
「慈丘園」及び総合コロニー「希望が丘」並びに障害福祉
サービス事業所「ワークショップ明星園」の設置経営
３０．１２． １ 「総合施設かるむの里」設置経営に伴い、
「鶴峰園」
「慈丘園」、相談
支援事業所「つるおか」移転
３１． ３．３１ 「総合施設かるむの里」への統合に伴い、生活介護事業所「おおや
ま」
「サポートセンターらいと」の廃止
３１． ４． １ 「総合施設かるむの里」への統合に伴い、
「慈丘園共同生活事業所」
の移転
「鶴峰園」就労継続支援Ｂ型事業開始

母子休養ホーム「若草の家」設置経営の廃止
１３． ５．３０

地域生活定着支援センター「山形県地域生活定着支援センター」設
置経営
旧体系入所・通所施設の指定辞退（梓園、鶴峰園、ワークショップ
明星園、吹浦荘、慈丘園、希望が丘あさひ寮・こだま寮・しらさぎ
寮・ひめゆり寮・まつのみ寮）
新事業体系移行（障害者支援施設：梓園、鶴峰園、吹浦荘、慈丘園、
希望が丘あさひ寮・こだま寮・しらさぎ寮・ひめゆり寮・まつのみ寮）
新事業体系移行（障害福祉サービス事業所：ワークショップ明星園、
希望が丘デイサポートまつかぜ）
相談支援事業所サポートセンターあずさ、サポートセンターゆあー
ず、サポートセンターあおぞら、サポートセンターおきたま、サ
ポートセンターういんずから相談支援事業所あずさ、ゆあーず、あ
おぞら、おきたま、ういんずに名称変更
新事業体系移行により障害福祉サービス事業所の設置経営（多機能
型事業所つばさ・まある・ふれんず・だいまち、生活介護事業所お
おやま、就労継続Ｂ型事業所のどか）

肢体不自由者更生施設「梓園」から重度身体障害者更生援護施設
５３．１０．２１
「梓園」に名称変更
５４． ４． １

設置経営

障がい者相談支援従事者等養成事業の受託

特別養護老人ホーム「寿泉荘」受託経営
救護施設「泉荘」受託経営

生活介護事業所及び自立訓練（生活訓練）事業の設置経営（ワーク
ショップ明星園生活介護事業所・希望が丘デイサポートまつかぜ）
共同生活事業の設置経営（みやま荘・泉荘・ワークショップ明星園・
吹浦荘・慈丘園・希望が丘東置賜・希望が丘西置賜・希望が丘川西
の各共同生活事業所）
相談支援事業所サポートセンターういんず設置経営開始（地域活動
支援センター含む）
相談支援事業所サポートセンターあおぞら、サポートセンターおき
たま、サポートセンターあずさ設置経営

山形県老人保養所「寿楽荘」受託経営
４１． １． １

まつかぜ荘デイサービスセンターの設置管理の廃止

「鶴峰園短期入所事業所」の設置経営
令和元 ． ５．３１ 「吹浦荘遊佐共同生活事業所」の廃止
２． ３．３１

村山障害者就業・生活支援センター事業終了

１３． ８． １

知的障害者生活支援事業の開始

１４． ３．３１

障害者雇用支援センター「置賜障害者雇用支援センター」設置経営
の廃止

１４． ４． １

障害者就業・生活支援事業の開始、
「置賜障害者就業・生活支援セ
ンター」設置経営

２．１１．２０

法人本部事務局の移転

１５． ３．３１

特別養護老人ホーム「松濤荘」
「寿泉荘」
「福寿荘」
「大寿荘」受託
経営の廃止

２．１１．２６

相談支援事業所「ゆあーず」の移転

特別養護老人ホーム「松濤荘」
「寿泉荘」
「福寿荘」
「大寿荘」自主
経営開始（併設型短期入所事業の開始）

２．１１．３０

多機能型事業所「まある」の移転

３． ３．３１

山形県福祉休養ホーム「寿海荘」受託経営の廃止

１５． ４． １

（支援費制度の導入に伴い）重度身体障害者更生援護施設梓園から
身体障害者更生施設梓園、重度身体障害者授産施設鶴峰園から身体
障害者授産施設鶴峰園に名称変更
（支援費制度の導入に伴い）身体障害者デイサービス事業及び知的
障害者デイサービス事業の開始
身体障害者短期入所事業及び知的障害者短期入所事業の開始
児童短期入所事業開始
１５．１０． １

吹浦荘障害児者地域療育等支援事業の開始

２． ４． １

指定管理者制度により養護老人ホーム「おいたま荘」の指定管理開始
（西置賜行政組合より）

２． ８． １ 「ワークショップ明星園短期入所事業所」設置経営

多機能型事業所「つばさ」の廃止
「あさひ寮」の廃止
３． ４． １

県立救護施設の移譲に伴い、救護施設「みやま荘」「泉荘」の設置経営
障害者支援施設「梓園」への統合に伴い、相談支援事業所「あずさ」
の移転、
「米沢共同生活事業所」の移転
サポートセンターおきたまへの統合に伴い、
「希望が丘西置賜共同
生活事業所」の移転
希望が丘再編による「あさひ寮」
「こだま寮」の統合に伴い、「こだ
ま寮」から「しおり」に名称変更
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社会福祉法人

松濤荘 

Ｐ６

山形県吹浦荘 

Ｐ１５

山形県
社会福祉事業団

遊佐町

Ｐ１０

● 山形県慈丘園 

Ｐ１１

● 相談支援事業所つるおか 

Ｐ１１

● 慈丘園共同生活事業所 

Ｐ１１

サポートセンターあおぞら 

Ｐ１６

庄内障害者就業・生活支援センター 

Ｐ１９

最上

庄内

かるむの里

鶴岡市

山形県みやま荘 

Ｐ９

サポートセンターういんず 

Ｐ１７

河北町

山形県ワークショップ明星園 

Ｐ１８

サポートセンターゆあーず 

Ｐ１６

山形県地域生活
定着支援センター 

Ｐ１８

法人本部事務局 

Ｐ１９

明鏡荘 

山形県総合コロニー希望が丘
● 総務課・管理課

食事サービス課 

● しおり 
● しらさぎ寮 
● ひめゆり寮 

● まつのみ寮 

Ｐ１２ ● 地域福祉支援センター 
Ｐ１３ ● デイサポートまつかぜ 
Ｐ１３ ● まつかぜ荘 
Ｐ１３ ● 診療所 

共同生活援助事業所

泉荘共同生活事業所 

１８名

八ヶ森荘 
さくら荘 
みどり荘 
あけぼの荘 
すずらん荘 

２名
４名
４名
４名
４名

（共同生活援助・外部サービス利用型）

指定
管理
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大江町

Ｐ１４
Ｐ１４

３０名

（共同生活援助・介護サービス包括型）

吹浦荘酒田第１ホーム 
吹浦荘酒田第２ホーム 
吹浦荘北新橋第１ホーム 
吹浦荘北新橋第２ホーム 

５名
５名
１０名
１０名

慈丘園共同生活事業所 

２４名

ケアホームかりん 
ケアホームゆず 
ケアホームみんと 
ケアホームたいよう 

５名
７名
６名
６名

Ｐ７

山形市

長井市

川西町

寿泉荘 

Ｐ６

おいたま荘 

Ｐ８

山形県泉荘 

Ｐ９

サポートセンター
おきたま 

Ｐ１７

置賜障害者
就業・生活支援
センター 

Ｐ１９

米沢市

山形県梓園 

Ｐ１４

１０名
１０名
４名
１０名
１０名

村山

大寿荘 

Ｐ１４

ワークショップ明星園共同生活事業所  ４４名

あこやホーム 
（定員）
ながまちホーム 
２９名
まつなみホーム 
（共同生活援助・外部サービス利用型）
だいのめホーム 
みやまグループホーム 
４名 ときめきホーム 
５名
みやま第２グループホーム 
みやま第３グループホーム 
５名 吹浦荘酒田共同生活事業所 
３名
みやま東根グループホーム 
希望が丘河北第１グループホーム  ６名
希望が丘河北第２グループホーム  ６名

Ｐ１３

（共同生活援助・介護サービス包括型）

（ホーム名）

みやま荘共同生活事業所 

Ｐ８

朝日町

置賜

Ｐ７

真室川町

酒田市

【運営施設・事業所】
● 山形県鶴峰園 

福寿荘 

希望が丘東置賜共同生活事業所  ２７名

（共同生活援助・介護サービス包括型）

希望が丘東おき第１ホーム 
希望が丘東おき第２ホーム 
希望が丘東おき第５ホーム 
グループホームまんてん 

６名
５名
６名
１０名

希望が丘西置賜共同生活事業所  ３９名

（共同生活援助・介護サービス包括型）

希望が丘西おき第１ホーム
希望が丘西おき第２ホーム
希望が丘西おき第３ホーム
希望が丘西おき第４ホーム
グループホームあいりす 






１０名
７名
５名
７名
１０名

Ｐ１５

希望が丘川西共同生活事業所 

２９名

希望が丘川西第３ホーム
希望が丘川西第４ホーム
グループホームころころ
グループホームおりおん

５名
７名
１０名
７名

（共同生活援助・介護サービス包括型）






米沢共同生活事業所 

２０名

米沢第１ホーム 
米沢第２ホーム 
ぽっけ 

６名
４名
１０名

（共同生活援助・介護サービス包括型）

（共同生活援助・介護サービス包括型）

平成１５年の地方自治法の改正により、地方公共団体が設置する公の施設について、当該地方公共団体が指定する法人や団体等が管理を行うこ
とができるようになりました。山形県社会福祉事業団では、平成２７年度から西村山広域行政事務組合、令和２年度から西置賜行政組合の指定
管理として養護老人ホーム２施設の管理運営を行っています。

組 織

法人本部事務局

総務人材育成課

特別養護老人ホーム

松濤荘

地域密着型介護老人福祉施設・松濤荘居宅介護支援事業所
松濤荘短期入所生活介護事業所

特別養護老人ホーム

寿泉荘

特別養護老人ホーム

福寿荘

寿泉荘居宅介護支援事業所・寿泉荘短期入所生活介護事業所

財

大寿荘

大寿荘居宅介護支援事業所・大寿荘短期入所生活介護事業所

養護老人ホーム

明鏡荘

明鏡荘一般型特定施設

経営改革課
改築営繕室

山形県鶴峰園

障害者支援施設

山形県慈丘園

施設入所支援・生活介護・就労継続支援Ｂ型・就労移行
支援（休止中）・短期入所

施設入所支援・生活介護・自立訓練（生活訓練）・短期入所

おいたま荘一般型特定施設

相談支援事業所つるおか

救護施設

山形県みやま荘

慈丘園共同生活事業所

救護施設

山形県泉荘

会

みやま荘短期入所事業所

泉荘共同生活事業所・泉荘短期入所事業所

事務局長

事 長

常務理事

理

障害者支援施設

山形県梓園

施設入所支援・生活介護・自立訓練（機能訓練）・短期入所・
相談支援事業所あずさ（指定一般、指定特定、指定障害児）・
米沢共同生活事業所

総合施設

かるむの里

リハビリセンター

評議員会

障害者支援施設

山形県吹浦荘

多機能型事業所

山形県ワークショップ明星園

施設入所支援・生活介護・短期入所

生活介護・就労継続支援Ｂ型

監

障害者支援施設

事

おいたま荘

法人後見センター設立準備室

理

養護老人ホーム

課

事業調整課

福寿荘居宅介護支援事業所・福寿荘短期入所生活介護事業所

特別養護老人ホーム

務

事

会計監査人

ワークショップ明星園共同生活事業所
短期入所

障害者支援施設
リハビリセンター

山形県総合コロニー希望が丘

サポートセンターゆあーず
多機能型事業所
相談支援事業所

まある（生活介護、就労移行支援（休止中））
ゆあーず（指定一般、指定特定、指定障害児）

サポートセンターあおぞら

吹浦荘酒田共同生活事業所
多機能型事業所 ふれんず
（生活介護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援（休止中））
相談支援事業所 あおぞら（指定一般、指定特定、指定障害児）
庄内障害者就業・生活支援センター

サポートセンターういんず

地域活動支援センターういんず
みやま荘共同生活事業所
就労継続支援Ｂ型事業所 のどか
相談支援事業所 ういんず（指定一般、指定特定、指定障害児、
西村山地域生活自立支援センター）

山形県地域生活定着支援センター

総

務

課

管

理

課

食事サービス課
希望が丘地域福祉支援センター
希望が丘東置賜共同生活事業所
希望が丘川西共同生活事業所

障害者支援施設
山形県総合コロニー希望が丘 しおり
施設入所支援・生活介護・短期入所
障害者支援施設
山形県総合コロニー希望が丘 しらさぎ寮
施設入所支援・生活介護・短期入所
障害者支援施設
山形県総合コロニー希望が丘 ひめゆり寮
施設入所支援・生活介護・短期入所
障害者支援施設
山形県総合コロニー希望が丘 まつのみ寮
施設入所支援・生活介護・短期入所
在宅心身障がい児者保養訓練センター まつかぜ荘

生活介護事業所
希望が丘デイサポートまつかぜ
生活介護

サポートセンターおきたま

多機能型事業所 だいまち
（生活介護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援（休止中）
）
相談支援事業所 おきたま
（指定一般、指定特定、指定障害児）
希望が丘西置賜共同生活事業所
置賜障害者就業・生活支援センター

職員厚生会館
診療所
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特別養護老人ホーム
病気や障がいにより、在宅での生活が困難で、常に介護を必要とする方（原則として６５歳以上）に対し、介護保険制度
に基づいたサービスを提供する入所施設です。また、居宅介護支援事業所及び短期入所生活介護事業所を併設しています。
介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム
まつ

なみ

地域密着型介護老人福祉施設 

空床利用型ユニット型短期入所生活介護事業所 
併設型・空床利用型短期入所生活介護事業所 

そう

松濤荘
設立

居宅介護支援事業所 

指定番号０６７３２００２２６
指定番号０６９３２０００２４
指定番号０６７３２００２１８
指定番号０６７３２００５５６
指定番号０６７３２００２００

［定員］８０人・地域密着型２０人
短期入所：併設型５人・空床型（介護予防含む）

昭和４３年４月１日

松濤荘は、山形県内に初めて開設された特別養護老人ホームであり、「松

濤荘」の名前は、一般からの募集で決定しました。山形県と秋田県の県境に
あたる遊佐町に位置し、町のシンボルでもある鳥海山をはじめ、日本海、豊
富な湧水など豊かな自然に囲まれた施設です。

【サービスの特徴】 地域密着型施設では隔月の運営会議を通し、情報の発
信、共有を図りながら地域に根ざした施設づくりに努めています。施設全体
としてはクラブ活動や季節ごとの行事や家族との合同研修会を開催し、家族
との連携を図っています。利用者の方々が今の元気、意欲を継続し、自分ら
しく生活できるよう一人ひとりに寄り添った援助とサービスに力を入れてい
ます。
災害時における福祉避難所の指定（遊佐町）
●お問合せ

●アクセス

〒999-8531 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山７番地１
TEL.0234-76-2103 FAX.0234-76-2147
E-mail:matunami@wonder.ocn.ne.jp

JR「吹浦駅」から車で10分

特別養護老人ホーム
じゅ

せん

そう

寿泉荘
設立

昭和４７年４月１日

介護老人福祉施設 
短期入所生活介護事業所 
居宅介護支援事業所 

指定番号0671500213
指定番号0671500189
指定番号0671500171

［定員］100人
短期入所：併設型4人・空床型（介護予防含む）
寿泉荘は、長井市郊外最上川の上流清流白川と落ち合うところ、小松いろ
どる今泉の高台に位置し、南に吾妻・飯豊の諸連山、西に出羽丘陵を望む自
然と景観に恵まれた閑静な地にある施設です。
【サービスの特徴】 当施設では、趣味活動や季節の行事、音楽療法や健康運
動などの活動を行っています。中でも、季節の食材や畑で育てた野菜を使い、
笹巻き、芋やかぼちゃ料理、干し柿作りなどの「ごっつおうづくり」を行っ
ています。思い出話に花を咲かせながら和気あいあいと楽しんでいます。利
用者一人ひとりの想いや思い出を大切にしたサービスと潤いのある生活を実
現するため力を注いでいます。
災害時における福祉避難所の指定（長井市）
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●お問合せ

●アクセス

〒993-0033 長井市今泉1857番地
TEL.0238-88-9127 FAX.0238-84-2276
E-mail:jyusen1@ysj.or.jp

JR「今泉駅」から徒歩10分
市営バス「県立やまなみ学園前」バス停から
徒歩５分 ※市営バスは土・日・祝日運休

特別養護老人ホーム
ふく

じゅ

介護老人福祉施設 

短期入所生活介護事業所 
居宅介護支援事業所 

そう

福寿荘
設立

指定番号０６７２５００３７８
指定番号０６７２５００２８７
指定番号０６７２５００２７９

［定員］９０人
短期入所：空床型（介護予防含む）

昭和４９年８月１日

福寿荘は、梅の名所『真室川公園』、町営『秋山スキー場』の近くに立地
しています。春には、施設周辺でわらび採りを楽しみにしている利用者がお
ります。施設名の由来は、豪雪地帯の長く厳しい冬を過ごした人々に、春の
訪れを真っ先に知らせる福寿草にあやかり、利用者の幸多き長寿を願い名付
けられました。
【サービスの特徴】 施設内にはデイルームが２か所あり、食事や余暇を過ご
す憩いの場となっています。３棟がそれぞれに行事や活動を企画し、一人ひ
とりの利用者に楽しんでいただけるよう個別のニーズに応えられるようにし
ています。
災害時における福祉避難所の指定（真室川町）
●お問合せ

●アクセス

〒999-5314 最上郡真室川町大字木ノ下1101番地1
TEL.0233-62-2396 FAX.0233-62-2234
E-mail:fukujyusou@agate.plala.or.jp

JR「真室川駅」から車で５分
バス停「秋山停留所」から徒歩２分

特別養護老人ホーム
だい

じゅ

介護老人福祉施設 
短期入所生活介護事業所 
居宅介護支援事業所 

そう

大寿荘
設立

指定番号０６７２３００２９０
指定番号０６７２３００２５８
指定番号０６７２３００２２５

［定員］１００人
短期入所：併設型８人・空床型（介護予防含む）

昭和５１年４月１日

大寿荘は、大江町発祥の最上川舟唄で知られる母なる川「最上川」が東に
流れ、西には「朝日連峰」正面には「月山」
「葉山」の山々が鎮座する自然
豊かな地にあります。小鳥山に連なる高台にあり、小鳥のさえずりの中、ひ
めさゆりや紫陽花を眺めながらの散策を楽しむことができます。
【サービスの特徴】 看護職員を２４時間配置し、健康で安心した生活を送るこ
とができる環境づくりを心掛けています。たくさんのボランティアの方の支
援があり、季節行事の飾りつけをはじめ、アクティブ活動や環境整備を行っ
ていただいています。
災害時における福祉避難所の指定（大江町）

●お問合せ

●アクセス

〒990-1121 西村山郡大江町大字藤田839番地１
TEL.0237-62-4328 FAX.0237-62-4329
E-mail:daijyuso1@ysj.or.jp

JR「左沢駅」から車で５分
バス停「左沢高校前」から徒歩５分
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養護老人ホーム
身体的・精神的な理由や、経済的・家庭環境などの理由によって自宅での生活が難しい、介護を必要としない自立した
６５歳以上の方に対して、老人福祉法に基づいたサービスを提供する入所施設です。また、一般型特定施設を設置しています。

指定
管理

養護老人ホーム
設立

昭和47年4月1日

めい

きょう

特定施設入居者生活介護「明鏡荘一般型特定施設」

そう

明鏡荘

介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

指定番号0672300738

［定員］養護老人ホーム100人
明鏡荘一般型特定施設33人

山形県の母なる川、最上川に架かる名勝「明鏡橋」の近く朝日大谷の地に

あり、遠くに月山、葉山を眺める自然に恵まれた閑静な環境に立地した歴史
ある施設です。

【サービスの特徴】 利用者の方々の人権と意思を尊重し、自立した生活が送
れるよう支援します。また自主性を促し、生きがいにつながるようなカリ
キュラムや余暇活動を提供します。要支援・要介護の認定を受けた方で希望
する方には、一般型特定施設との利用契約により、ケアプランに基づいて
個々に合った、きめの細かい介護サービスが提供されます。
災害時における福祉避難所の指定（朝日町）

●お問合せ

●アクセス

〒990-1304 西村山郡朝日町大字大谷1063番地
TEL.0237-68-2521 FAX.0237-68-2119
E-mail:meikyo@ysj.or.jp

バス停「明鏡荘前」から徒歩１分

指定
管理

養護老人ホーム
設立

昭和４１年４月１日

そう

特定施設入居者生活介護「おいたま荘一般型特定施設」
介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

お い た ま 荘 ［定員］養護老人ホーム１００人
おいたま荘一般型特定施設５０人

指定番号０６７１５００５５１

おいたま荘は、
「水と緑と花の長井」の市内中心部から車で１５分、長井市

の南部にあります。東に八ヶ森山を望みながら、春夏秋冬さまざまな花や緑
が目を楽しませ、心を癒してくれる環境の中で、まるで鳥が翼を広げた様な
姿で建っています。

【サービスの特徴】 当施設では、利用者の方々が充実した生活を送ることが
できるよう、ドライブ外出や音楽レクなどさまざまな活動に取り組んでいま
す。また、家庭的な雰囲気の中で、季節や地域を感じることができるような
食事を提供しています。なお一般型特定施設を利用されている方には食事や
入浴をはじめとして、個々に合った介護サービスを提供しています。
災害時における福祉避難所の指定（長井市）

8

●お問合せ

●アクセス

〒993-0033 長井市今泉1857番地の６
TEL.0238-88-9011 FAX.0238-84-7833
E-mail:oitama1@ysj.or.jp

JR「今泉駅」から徒歩15分
市営バス「県立やまなみ学園前」バス停から徒歩５分
※市営バスは土・日・祝日運休

救護施設
生活保護法第３８条により運営されている施設であり、精神障がいのある１８歳以上の方で、精神病院に入院する必要はな
いが、家庭で生活することが困難な方に対し、潤いのある生活と自立のための援助を提供する入所施設です。

救護施設
やま

がた

けん

短期入所事業所（併設型、空床型）

そう

山形県みやま荘
設立

指定番号0611100090

［定員］救護施設７５人
短期入所：併設型１人・空床型

昭和４５年４月１日

みやま荘は、スリッパ生産量日本一、紅花や冷たい肉そばで有名な河北町
の北部にあります。施設の周りにはサクランボをはじめとした果樹園があ
り、次々と花が咲く春はとてもきれいです。“みやま”とは、月山・羽黒山・
湯殿山の三山を意味しています。
【サービスの特徴】 毎日豊かに健康で過ごすために「健康運動」や「茶話
会」
、生活のしづらさを解消するために、
「SST（社会生活技能訓練）」等の
生活リハビリテーションを行い、
“社会参加”を支援の柱にしています。地
域生活移行を目指す方には、「居宅生活訓練事業」等のプログラムを準備し、
自分らしく生きがいを持てるように支援しています。
短期入所事業（併設型１人、空床型）
一時入所事業、居宅生活訓練事業
地域作業所「ワークステーションだんだん」
●お問合せ

●アクセス

〒999-3502 西村山郡河北町大字吉田字馬場11番地
TEL.0237-72-3181 FAX.0237-72-4067
E-mail:miyama1@ysj.or.jp

バス停「北谷地学校前」から徒歩８分

救護施設
やま

がた

けん

いずみ

短期入所事業所（空床型）
外部サービス利用型共同生活援助事業所「泉荘共同生活事業所」

そう

山形県泉荘
設立

指定番号0610900169
指定番号0620900019

［定員］救護施設６５人
短期入所：空床型
泉荘共同生活事業所１８人・住居数５

昭和３６年８月１日

泉荘は、北東に母なる最上川が流れる丘陵地帯に位置し、昔は草競馬場
だったところに昭和３６年に開設されました。以来、今泉福祉村の一施設とし
て地域になじみ、今泉地域に受け入れられてきました。
【サービスの特徴】 潤いと生きがいのある生活のため豊かな食事を提供し、
健康維持・増進のため健康運動や口腔体操を継続して、みんなで楽しんでい
ます。また、外部講師を招いてのクラブ活動（茶道、華道、舞踊、アート、
書道等やフレンドリーな集い）は、毎月の楽しみでもあり、豊かな時間と
なっています。一人ひとりの意思を尊重し、地域生活を目指す方には居宅生
活訓練で支援しています。
一時入所事業、居宅生活訓練事業
生活訓練棟「つくし寮」の運営
災害時における福祉避難所の指定（長井市）
●お問合せ

●アクセス

〒993-0033 長井市今泉1812番地
TEL.0238-88-9211 FAX. 0238-83-3068
E-mail:now-spring1@ysj.or.jp

JR「今泉駅」から徒歩10分
バス停「今泉駅前」から徒歩５分
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総合施設かるむの里
かるむの里は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害者支援施設です。利用
者の生活能力の向上のために必要な訓練及び介護並びに創作的活動の機会の提供を行います。また、県の障がい者施策の
一環として、専門性の高い支援が必要な方の受入れなど、県内におけるセーフティネットとしての役割を担っています。
さと

総合施設
設立

かるむの里

平成30年12月1日

「かるむ」とは、フランス語で「穏やかな」を意味することばです。身体
障がい者と知的障がい者それぞれを対象としていた2つの施設（鶴峰園・慈
丘園）が合築して誕生した施設であり、相談支援事業所や共同生活事業所
を併設した「総合施設」として運営にあたっています。
【サービスの特徴】 庄内地域における高齢・重度障がい者支援の拠点施設を
目指し、施設入所支援や多機能型の日中活動のほか、重度心身障がい者も利
用できる「短期入所事業」を実施しています。また、地域住民を対象とした
「無料開放講座」の開催など、公益的活動
鶴岡JCT
にも積極的に取り組んでいます。
大山川
リハビリセンター
災害時における福祉避難所（鶴岡市）

大山小学校
112

羽前大山駅

羽越本線
山形道

●お問合せ

●アクセス

〒997-1132 鶴岡市栃屋字天保恵10番地1
TEL.0235-35-1355 FAX.0235-35-1356

JR「羽前大山駅」から徒歩10分
鶴岡市中心部から車で20分
山形自動車道「鶴岡インター」から車で10分

障害者支援施設
やま

がた

けん

かく

ほう

えん

山形県鶴峰園
設立

昭和５１年７月１日

かるむの里

施設入所支援（生活介護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援（休止中）
）
短期入所事業所 

鶴岡IC
鶴岡バイパス
7

大泉小学校

指定番号０６１０３００１４７
指定番号０６１０３００１４７

［定員］４０人（生活介護４６人、就労継続支援Ｂ型１０人、就労移行支援（休止中））
短期入所：併設型２人・空床型

屋上から鳥海山や月山が望め、海まで車で１５分ほどで行くことができる自
然豊かなところに鶴峰園はあります。
「羽前大山駅」にも近く、鶴岡市内へ
も車で１０分でアクセスできます。自然に囲まれたのどかな環境の中で生活を
送っています。
【サービスの特徴】 身体障がいのある方でも安心して生活できるように全室
個室対応可能のほか、機械浴などの整備をしています。日中活動では、生産活
動（紙工）やレクリエーション、理学療法士・作業療法士によるリハビリを行っ
ています。また、季節ごとの行事で観桜会、夏祭り、秋祭り、忘年会、新年会
を開催しています。就労継続支援Ｂ型では、クリーニング会社から委託を受け
シーツたたみや軍手の仕分けを行っていま
す。短期入所の方も気軽にご利用できるよ
う、一人ひとりのニーズに合わせた生活が
送れるよう支援しています。
●お問合せ
TEL.0235-35-1351 FAX.0235-35-1352
E-mail:kakuhoen3@ysj.or.jp
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障害者支援施設
やま

がた

けん

じ

きゅう

施設入所支援（生活介護、自立訓練（生活訓練）
）

えん

山形県慈丘園

短期入所事業所 

指定番号０６１０３００１２１
指定番号０６１０３００１２１

［定員］６０人（生活介護８０人、自立訓練（生活訓練）６人）
短期入所：併設型５人・空床型

設立 昭和48年4月1日
（主に利用できる方：知的障がい者）

平成３０年１２月より新築の「総合施設かるむの里」で事業を開始しています。
豊かな自然と快適な生活環境の中で、笑顔いっぱいの毎日を過ごしています。
【サービスの特徴】 高齢・重度の障がいや行動障がいがある方も安心して生活で
きるよう、全室個室対応可能な居室とするほか、障がい特性に配慮した特殊浴槽（機
械浴）などを整備しています。また、社会福祉士や介護福祉士、看護師や作業療法
士など高度な専門性を備えた職員を多く配置し、多様
な障がい福祉ニーズに対応できる体制をとっています。
【日中一時支援事業】
（鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、仙台市）

●お問合せ
TEL.0235-35-1755

FAX.0235-35-1756

E-mail:jikyuen1@ysj.or.jp

相談支援事業所

相談支援事業所「つるおか」
（指定特定）

つるおか
設立

指定番号0630300093

平成２６年６月１日

【サービスの特徴】「総合施設かるむの里」の、その１階に相談支援事業所「つるおか」があります。四季の彩を織
りなす庄内地区において、これまで歩んできた住民主体の地域福祉の歴史に敬意を表し「つるおか」の名称で平成２６
年６月よりスタートしています。施設に入所されている方や地域で生活している障がいのある方やご家族様の相談を
お受けしております。一人ひとりの気持ちに寄り添い、関係機関と連携し、その方が希望し、その方に合ったサービ
スが受けられるようにお手伝いします。
【相談支援事業所つるおか】対象地域／鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町
サービス提供時間／月曜日から金曜日まで

８：３０～１７：１５

●お問合せ
TEL.0235-35-1212

じ

きゅう

えん

FAX.0235-35-1213

E-mail:tsuruoka1@ysj.or.jp

きょう

かつ

どう

せい

じ

ぎょう

しょ

慈丘園共同生活事業所 ［定員］慈丘園共同生活事業所24人、住居数4
設立

介護サービス包括型共同生活援助事業所
「慈丘園共同生活事業所」

指定番号０６２０３０００６１

平成18年10月1日

【サービスの特徴】 月山、鳥海山、そして庄内平野の自然と風光明媚な環境
にある「総合施設かるむの里」の1階に慈丘園共同生活事業所はあります。グ
ループホームは事業所の近くの大山地区に4か所あり、利用者24名が地域生活
を送っています。4ホーム全てがバリアフリーとスプリンクラーの設備を整
え、また、グループホーム「みんと」と「ゆず」には夜勤支援の職員が勤務す
るなど安心で安全な環境で生活いただいて
います。生活全般の支援を行っていますが
利用者の意思を尊重し、健康で元気に楽し
く生活していただけるように努めています。
●お問合せ
TEL.0235-35-0330

FAX.0235-35-1213

E-mail:tsuruoka1@ysj.or.jp
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総合コロニー希望が丘
希望が丘は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害者支援施設です。利用者
の生活能力の向上のために必要な訓練及び介護並びに創作的活動の機会の提供を行います。また、県の障がい者施策の一
環として、専門性の高い支援が必要な方の受入れなど、県内におけるセーフティネットとしての役割を担っています。
やま

がた

けん

そう

ごう

き

ぼう

おか

山形県総合コロニー希望が丘
設立

昭和49年9月1日

総合コロニー希望が丘は、日本最大の観光ダリヤ園や作家「井上ひ
さし」の出身地として有名な川西町の北部丘陵地帯に位置し、近隣に
は国指定史跡の下小松古墳群があります。豊かな自然に囲まれた静か
で落ち着いた環境と利用者の皆さんの笑顔を大切にしていることが
セールス・ポイントです。
【サービスの特徴】 障害者支援施設として指定を受けた4つの施設
で、施設入所及び生活介護、短期入所、日中一時支援を行っています。
4つの施設は、各々特徴があり、各種療法やリハビリテーションの実
践等、有資格者を配置し、多様なサービスメニューを提供しています。
また、利用者の高齢化や重度化、自閉症や行動障がいといった障が
いの多様化に対応するための機能強化を図っています。敷地内には、
精神科や内科、歯科等が受診できる診療所や在宅障がい者の支援を行
う地域福祉支援センター、宿泊利用できる「まつかぜ荘」も設置されており、
総合施設としての役割を担い、事業展開しています。
また、今後予定されている大規模改築に向け、改築準備室を中心に将来構
想の具体化の検討を進めています。
リハビリセンター
災害時における福祉避難所の指定（川西町）

●お問合せ

●アクセス

〒999-0134
東置賜郡川西町大字下小松2045番地の20

JR「赤湯駅」から車で25分
JR「羽前小松駅」から車で８分
JR「今泉駅」から車で5分

そう

希望が丘

む

か

かん

り

か

しょく

じ

か

総務課・管理課・食事サービス課

【サービスの特徴】 総務課は、外部からの窓口的役割を担うとともに、希望が
丘全体に関わる予算を管理し、総合施設としての機能を充分発揮すべく各部署
と連携し、効率的な予算執行に努めています。また、安全衛生委員会を定例開
催し、職員の事故防止や健康管理に取り組んでいます。
管理課は、広大な敷地の環境整備や施設管理を行うとともに、集中管理され
た電気、水道、冷暖房等のライフラインの維持管理を行い、安全・安心な生活
の確保に努めています。
食事サービス課は、集中管理方式で、毎回２５０食程の食事を調理し、食缶車で
各寮へ運搬しています。利用者の個々のニーズに応えるため、特別食や療養食の
提供のほか、各寮ごとのイベント食も実施しています。また、寮と連携し、栄養
ケアマネジメントの更なる充実に取り組んでいます。
●お問合せ
【総
務
課】 TEL.0238-42-4161
【管
理
課】 TEL.0238-42-4160
【食事サービス課】 TEL.0238-42-4166
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FAX.0238-42-4343
FAX.0238-42-4168
FAX.0238-42-4169

E-mail:k-somu2@ysj.or.jp
E-mail:k-kanri1@ysj.or.jp
E-mail:k-kanri2@ysj.or.jp

希望が丘
設立

しおり

施設入所支援（生活介護）
短期入所事業所 

指定番号０６１１５５００３９
指定番号０６１１５５００３９

［定員］60人（生活介護60人）
短期入所：併設型２人・空床型（障がい児も対象）

昭和54年6月1日（主に利用できる方： 知的障がい者）

【サービスの特徴】 日中活動として100円ショップの営業、資源リサイクル、受託作
業などの生産活動があります。また、創作活動、行事、愛好会も実施し充実した生活
を提供します。さらに、生活習慣病予防や転倒防止のため日課の中にダンベル体操や
ウォーキング等を取り入れ健康への意識を高める支
援に力を入れていきます。
【日中一時支援事業】
（米沢市、長井市、南陽市、川西町、高畠町、白鷹町、飯豊町）

●お問合せ TEL.0238-46-3100

FAX.0238-46-3114
りょう

希望が丘
設立

しらさぎ寮

昭和５０年７月１日（主に利用できる方：知的障がい者）

E-mail:k-shiori2@ysj.or.jp

施設入所支援（生活介護）
短期入所事業所 

指定番号０６１１５５００５４
指定番号０６１１５５００５４

［定員］７０人（生活介護７０人）
短期入所：併設型２人・空床型（障がい児も対象）

【サービスの特徴】 一人ひとりの生活を大切にして
支援します。支援の中心を個別化におき、得意なこ
とを生かし苦手なことを補うことで、あたりまえの
生活を目指します。知的障がい、自閉症、行動障が
い、それぞれの障がい特性に合わせて、一人ひとり
の豊かな暮らしを支えます。

●お問合せ TEL.0238-46-3101

FAX.0238-46-3104
りょう

希望が丘
設立

ひめゆり寮

昭和51年6月1日（主に利用できる方：知的障がい者）

E-mail:k-sirasagi3@ysj.or.jp

施設入所支援（生活介護）
短期入所事業所 

指定番号0611550062
指定番号0611550062

［定員］70人（生活介護70人）
短期入所：併設型2人・空床型（障がい児も対象）

【サービスの特徴】 安心して暮らせる生活環境の整備と、一人ひとりのペースに合わ
せた活動メニューの提供をしています。高齢の方や機能の低下が見られる方への対応
として、介護技術の向上、作業療法士によるリハビ
リの充実を図っています。
また、旅行や外出、各種行事など楽しいイベント
も随時企画して、楽しい時間を過ごしていただける
ように取り組んでいます。
●お問合せ TEL.0238-46-3102

FAX.0238-46-3107
りょう

希望が丘
設立

まつのみ寮

昭和５３年６月１日（主に利用できる方： 知的障がい者）

E-mail:k-himeyuri1@ysj.or.jp

短期入所支援（生活介護）
短期入所事業所 

指定番号０６１１５５００４７
指定番号０６１１５５００４７

［定員］60人（生活介護60人）
短期入所：併設型３人・空床型（障がい児も対象）

【サービスの特徴】 まつのみ寮では、一人ひとりのペースを大切にして生活を組み立
てています。
グループ活動では、音楽療法や紙芝居、創作活動、散歩や体操など状態に合わせて
提供しています。その他にも少人数での外出、ドラ
イブ、旅行、行事も準備して、みなさんが楽しめる
ように取り組んでいます。
【日中一時支援事業】
（米沢市、長井市、南陽市、川西町、高畠町、白鷹町、飯豊町）

●お問合せ TEL.0238-46-3103

FAX.0238-46-3113

E-mail:k-matunomi1@ysj.or.jp
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希望が丘
ち

いき

介護サービス包括型共同生活援助事業所

ふく

し

し

希望が丘川西共同生活事業所 

えん

指定番号０６２１５５００１１
指定番号０６２１５５００２９

地域福祉支援センター［定員］希望が丘川西共同生活事業所２９人、住居数４
希望が丘東置賜共同生活事業所 

希望が丘東置賜共同生活事業所２７人、住居数４

希望が丘共同生活事業所

【サービスの特徴】 地域福祉支援センターは、希望が丘の有する機能（音楽療法等）や施
設設備（体育館、グラウンド、フライングディスクコース）の提供により、小中学校特別
支援教育部会や放課後デイサービス事業所など、地域福祉の活動支援に貢献しております。
希望が丘共同生活事業所はグループホーム利用者の健康を第一に、手作りの食事の提
供、看護師等による医療相談を行っております。また、希望が丘で生活している利用者の
地域移行を推進しています。
●お問合せ【希望が丘共同生活事業所】

●お問合せ【地域福祉支援センター】
TEL.0238-42-5158

希望が丘

FAX.0238-12-5143

E-mail:k-sien1@ysj.or.jp

希望が丘川西共同生活事業所 TEL.0238-40-8901
希望が丘東置賜共同生活事業所 TEL.0238-27-7213

デイサポートまつかぜ

設立
平成１８年１０月１日

生活介護事業所 

指定番号０６１１５５０１１２

［定員］３０人（生活介護30人）

平成１５年４月、知的障害者デイサービス事業「まつかぜ荘デイサービスセンター」として
開始し、平成２８年度から、生活介護事業所「希望が丘デイサポートまつかぜ」となりました。

【サービス提供時間】
月～金曜日 9：00～16：00

【サービスの特徴】 在宅心身障がい児者保養訓練センター「まつかぜ荘」の建物の一部を借りて事
業を行っています。バリアフリーの広いスペースや個室を利用して、一人ひとりの生活と状況とに合わ
せた丁寧なグループ支援、個別支援を行います。また大浴場での入浴支
援や手づくりの昼食を提供します。家族参加の全体行事、季節行事や少人
数のグループによる個別外出の実施、理学療法士による機能訓練及び看
護師による健康相談等も行っています。送迎はドア・ツー・ドアで行います。

●お問合せ TEL.0238-42-5158

FAX.0238-42-5143

E-mail:k-sien1@ysj.or.jp

そう

希望が丘

まつかぜ荘

設立 昭和５２年１０月１日
（主に利用できる方： 知的障がい者）

在宅心身障がい児者保養訓練センター

［定員］5０人

山形県心身障がい児者を励ます会の県民1億円募金の寄贈により設立された在宅心身障
がい児者保養訓練センターです。一般の方もご利用いただけます。
【サービスの特徴】 在宅の障がい児・者や保護者、福祉関係団体等の保養、訓練、研修施設と
して県民の福祉向上に寄与し、利用される方のご要望に応じたサービスの提供を行っています。
また希望が丘地域福祉支援センターとの連携により、専門的な支援
機能（医療相談、リハビリ、音楽療法等）及び施設機能（体育館、
フライングディスクコース、グラウンド）の提供を行っています。
※10名様以上のご利用で、宿泊又は食事を含む休憩利用の場合は送迎を行います。

●お問合せ TEL.0238-42-5157
しん

希望が丘

りょう

FAX.0238-42-5165

じょ

診療所

【診療科目】 精神科、内科、整形外科、皮膚科、歯科

【サービスの特徴】 福祉施設における医療的専門機能を担いながら、同時に医療法上の医
療機関として診療所機能も担っています。利用者のための「かかりつけ医」としての医療
の充実を目指しています。設備等を定期的に更新し、常に利用す
る側に立って安心して受診できるよう心掛けています。
また、高齢者や障がいのある方々が、住み慣れた地域や施設で
安心して暮らせるよう、適切な医療サービスが受けられる体制づ
くりを推進しています。
●お問合せ TEL.0238-46-2383
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FAX.0238-42-4172

E-mai:k-sinryou1@ysj.or.jp

障害者支援施設
身体に障がいのある方々に、必要な介護や創作的活動・生産活動の場を提供し、自立した社会生活ができるよう身体機能の向上
を目指すとともに、一般企業へ就職を希望する方への必要な知識・能力の向上に向けた支援を入所支援と一体的に行っています。

障害者支援施設
やま

がた

けん

あずさ

施設入所支援（生活介護、自立訓練（機能訓練）
）

指定番号0610200073

介護サービス包括型共同生活援助事業所「米沢共同生活事業所」

指定番号0621500016

短期入所事業所 
相談支援事業所「あずさ」
（指定一般・指定特定）
（指定障害児）

えん

山形県梓園

指定番号0610200073
指定番号0630200012
指定番号0670200013

［定員］40人（生活介護55人、自立訓練（機能訓練）10人）
短期入所：併設型2人・空床型
米沢共同生活事業所20人、住居数3

設立 昭和48年４月１日
（主に利用できる方： 身体障がい者）

山形新幹線の走る奥羽本線の沿線にあり米沢市の南東部に位置しています。
また、緑多い松林と田園地帯に囲まれ隣接施設として国立病院機構米沢病
院・米沢市立第五中学校・ひばりが丘幼稚園があります。
【サービスの特徴】 施設入所サービスのほかに通所サービスとして「生活介
護」と「自立訓練（機能訓練）」を実施しています。理学・作業療法士、看護
師等の医療スタッフの配置を強化し、難病、高次脳機能障がい、更には医療的
ケアが必要な方にも対応できる支援体制を整備しています。また身近で気軽に
相談できる場所として相談支援事業所を併設し、共同生活事業所（市内３か所）
とともに地域での暮らしを支えています。
日中一時支援事業（米沢市）
災害時における福祉避難所の指定（米沢市）
●お問合せ

●アクセス

〒992-1202 米沢市大字三沢26100番地の14
【梓 園 ・あずさ】
【梓 園】 TEL.0238-22-0398 FAX.0238-22-0338 E-mail:azusaen3@ysj.or.jp JR「米沢駅」から車で10分
【あずさ】 TEL.0238-24-4335 FAX.0238-24-4340 E-mail:s-azusa3@ysj.or.jp バス停「国立米沢病院前」から徒歩３分
【米沢共同生活事業所】 TEL.0238-27-8775

１８歳以上の知的障がいのある方々に、必要な介護や創作的活動・生産活動の場を提供するとともに、自立した社会生活
ができるよう、生活能力の向上のために必要な支援を入所支援と一体的に行っています。

障害者支援施設
やま

がた

けん

ふく

ら

そう

山形県吹浦荘
設立

昭和４１年６月１７日（主に利用できる方： 知的障がい者）

施設入所支援（生活介護）
短期入所事業所 

指定番号０６１１７０００２２
指定番号０６１１７０００３０

［定員］６０人（生活介護60人）
短期入所：併設型10人・空床型

国道７号線から松林の高台へ入ると、ゆったりとした景色の中に吹浦荘が現れ
てきます。後ろにそびえ立つ鳥海山は、四季を通じて見る人の目を楽しませてく
れます。ドライブで見える海岸線は、利用者の皆さんのお気に入りスポットです。
【サービスの特徴】 日中におけるさまざまな活動のほか、ミュージックケ
ア、健康運動、創作活動も行っています。余暇活動も盛んで、プロジェクター
を使っての映画鑑賞や、書道、料理、花、紙粘土、パソコン、ビーズ、スポー
ツ民踊、インターネットカラオケ等のサークル活動や毎週火曜開催の喫茶等
アイディアあふれたメニューが揃っています。
自前の食事も充実しており、季節を感じるメニューは利用者さんの楽しみ
となっているほか、食育や地産地消にも取り組んでいます。
日中一時支援事業（鶴岡市、酒田市、遊佐町）
災害時における福祉避難所の指定（遊佐町）
●お問合せ

●アクセス

〒999-8531 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14
TEL.0234-76-2516 FAX.0234-76-2518
E-mail:fukura2@ysj.or.jp

JR「吹浦駅」から車で６分
日本海東北道「遊佐比子 IC」から
秋田方面に車で７分
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サポートセンター

相談支援事業所／多機能型事業所／共同生活援助事業所

事業団では、障がいのある方々やそのご家族の相談及び関係機関との連絡調整の窓口としての相談支援事業所、安心して
自立した生活を送るため、日常生活上の必要な支援を行う共同生活援助事業所、日常生活に必要な介護や創作活動、就労に
必要な支援等を行う日中活動支援事業所を設置しており、それらの運営を「サポートセンター」が一体的に行っています。

サポートセンター

ゆあーず
設立

平成２３年４月１日

相談支援事業所「ゆあーず」
（指定一般・指定特定）

相談支援事業所「ゆあーす」
（指定障害児）
（生活介護、就労移行支援（休止中）
）
多機能型事業所「まある」

指定番号０６３０100071
指定番号０６７０100072
指定番号０６１０100638

［定員］まある30人（まある／生活介護30人、就労移行支援休止中）

令和2年11月、宮町に移転しました。北山形駅から東南に歩いて10分（かつて産科病院があった場所です）“生ま
れ変わった”サポートセンターゆあーずは皆さんをお待ちしています。
「ゆあーず」という名称には、
“みんなの場
所”
“みなさんと共にありたい”という意味があります。
【サービスの特徴】 障がいのある人が地域で自分らしく暮らすお手伝いをする相
談支援事業所「ゆあーず」、日中の活動を支援する生活介護事業と就労移行支援
事業（休止中）を行う多機能型事業所「まある」を行っています。身近で気軽に
相談できる事業所として、利用される方お一人おひとりに寄り添いながら、いろ
いろな人々や機関とまあるくつながっていけるようにお手伝いしたいと思います。
［ゆあーず］対象地域／山形市、天童市、寒河江市、山辺町、中山町
利用曜日・時間／月～金曜日 8：30～17：00
［ ま あ る ］対象地域／山形市、天童市、山辺町、中山町
利用曜日・時間／月～金曜日 9：30～15：45（生活介護）
※生活介護事業所の送迎範囲は、山形市内

●お問合せ 〒990-0057 山形市宮町一丁目3番36号
【ゆあーず】 TEL.023-666-8381 【 ま あ る 】 TEL.023-666-8382
FAX.023-666-8385（２事業所共通） E-mail:pal@ysj.or.jp（２事業所共通）
●アクセス JR「北山形駅」から徒歩８分／バス停「宮町」から徒歩１分（①県立中央病院 - ヒルズサ
ンピア線）（②山形 - 上山葉山線）

サポートセンター

あおぞら
設立

平成２３年４月１日（法定事業所化）

相談支援事業所「あおぞら」
（指定一般・指定特定）
相談支援事業所「あおぞら」（指定障害児）
多機能型事業所「ふれんず」（生活介護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援（休止中）
）
介護サービス包括型共同生活援助事業所「吹浦荘酒田共同生活事業所」

指定番号０６３０４０００２６
指定番号０６７０４０００１９
指定番号０６１０４００２９３
指定番号０６２１７０００２０

［定員］ふれんず25人（生活介護１３人、就労継続支援Ｂ型１２人、就労移行支援（休止中））
吹浦荘酒田共同生活事業所３０人

酒田駅の東側にあります。障がいのある方が地域で安心して生活できるように、利用者の方の状況を伺いながら、
自立した生活に向けてお手伝いをさせていただいています。通所・共同生活・相談支援を提供しています。
【サービスの特徴】 多機能型事業所は、利用の方のそれぞれの状況にあわせ
た日中活動を提供しています。共同生活は、バリアフリーの事業所を開設し、
安全な環境での生活環境を整えました。相談支援は、障がいのある方やその
ご家族からの相談に応じ、支援計画の作成や日常生活の相談を行います。相
談、見学などお気軽にご連絡ください。
［あおぞら］対象地域／酒田市、遊佐町、三川町
利用曜日・時間／月～金曜日 8：30～17：00（祝日・年末年始は休み）
［ふれんず］対象地域／酒田市、遊佐町
利用曜日・時間／月～金曜日 9：30～16：00
月 ―８日の範囲内で土曜日の営業もあり
●お問合せ 〒998-0865 酒田市北新橋一丁目1番地18
【あおぞら】 TEL.0234-22-9980 FAX.0234-43-0511 E-mail:aozora1@ysj.or.jp(事業所共通)
【ふれんず】 TEL.0234-24-5242 FAX.0234-24-5242
【吹浦荘酒田共同生活事業所】 TEL.0234-25-3554 FAX.0234-25-3776
●アクセス JR「酒田駅」東口から徒歩15分
JR「酒田駅」から庄内交通バス「酒田市内廻り B コース」にて バス停「北新橋一丁目」下車 徒歩３分
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サポートセンター

おきたま

設立

平成１９年４月１日（法定事業所化）

相談支援事業所「おきたま」
（指定一般・指定特定）

指定番号０６３０９０００１７

介護サービス包括型共同生活援助事業所「希望が丘西置賜共同生活事業所」

指定番号０６２１５５００３７

相談支援事業所「おきたま」
（指定障害児）
（生活介護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援（休止）
）
多機能型事業所「だいまち」

指定番号０６７０９０００１８
指定番号０６１０９００１０２

［定員］だいまち23人（生活介護10人、就労継続支援Ｂ型13人、就労移行支援（休止中））
希望が丘西置賜共同生活事業所39人、住居数5
サポートセンターおきたまは、
「水と緑と花のまち」長井市にあります。春は
桜・白つつじ、夏はあやめ、秋は萩が街を彩ります。豊かに流れる最上川の恵み
を受け、四季折々の自然も美しく、国指定天然記念物である「伊佐沢の久保桜」
には桜の季節に全国からたくさんの観光客が訪れます。
【サービスの特徴】 相談支援事業所「おきたま」では、地域で生活している障が
いのある方や家族の方々の相談をお受けしています。多機能型事業所「だいまち」
では、就労継続支援Ｂ型、生活介護の事業を行い、利用されている方のご要望を
大切にサービス提供を行っています。また、今年度から、希望が丘西置賜共同生
活事業所の運営も合わせて行っています。関係機関と連携し、皆様の思いを大切
にお手伝いさせていただきます。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
［おきたま］対象地域／長井市、川西町、白鷹町、飯豊町
利用曜日・時間／月～金曜日 ８：3０～１７：００
［だいまち］対象地域／長井市、川西町、白鷹町、飯豊町
利用曜日・時間／月～金曜日 9：００～１5：００

●お問合せ 〒993-0016 長井市台町4番24号
【おきたま】 TEL.0238-88-5357 FAX.0238-88-5368 E-mail:sco1@ysj.or.jp
【だいまち】 TEL·FAX.0238-84-8411
【希望が丘西置賜共同生活事業所】 TEL·FAX.0238-87-1707 E-mail:nishioki1@shirt.ocn.ne.jp
●アクセス フラワー長井線「南長井駅」から徒歩５分

サポートセンター

ういんず

設立

平成２３年４月１日（法定事業所化）

相談支援事業所「ういんず」
（指定一般・指定特定）
相談支援事業所「ういんず」
（指定障害児）
地域活動支援センター「地域活動支援センターういんず」

就労継続支援Ｂ型事業所「のどか」
外部サービス利用型共同生活援助事業所「みやま荘共同生活事業所」

生活困窮者自立相談支援事業「西村山地域生活自立支援センター」

指定番号０６３１１０００１３
指定番号０６７１１０００１４
指定番号０６１１１０００４１
指定番号0621100023

［定員］のどか20人（就労継続支援Ｂ型）
みやま荘共同生活事業所29人、住居数6

サポートセンターういんずのある河北町は、毎年４月初めに古代びなを誇る「谷地ひなまつり」が華やかに開催さ
れ、遠方から多くの方が来町されます。また、県内唯一の動物園のある町として有名で、来園した子ども達の明るい
声が、毎日のようにういんずに響いてきます。
【サービスの特徴】 地域にお住いの障がいのある方々が、自立した日常生活及び
社会生活を継続して営むことができるように、住居、生活、仕事を通して支援し
ていきます。また、障がいのある方やそのご家族の方々の様々な相談をお受けし、
地域での暮らしを支えるサービスの提供に努めてまいります。平成２７年４月１日
より、生活困窮者自立相談支援事業の相談も受けています。
［ういんず］対象地域／西村山郡、北村山郡各市町、天童市、中山町
利用曜日・時間／月～金曜日 ９：００～１７：００
［地域活動支援センターういんず］対象地域／西村山郡、北村山郡各市町、天童市
利用曜日・時間／月～土曜日 ９：００～１6：００
［ の ど か ］ 対象地域／西村山郡、北村山郡各市町、天童市、中山町
利用曜日・時間／月～金曜日 ９：３０～１５：３０

●お問合せ 〒999-3511 西村山郡河北町谷地己56番地の8
【ういんず】 TEL.0237-73-3240 FAX.0237-73-3253(4事業所共通 )
E-mail:winds ＠ poem.ocn.ne.jp(2事業所共通 )
【地域活動支援センターういんず】 TEL.0237-73-3240
【 の ど か 】 TEL.0237-72-6550 【みやま荘共同生活事業所】 TEL.0237-72-7877
E-mail:winds1＠ ysj.or.jp(2事業所共通 )
●アクセス バス停「谷地 / どんがホール前」から徒歩５分／ JR「寒河江駅」から車で15分
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多機能型事業所／短期入所事業所／共同生活事業所
地域に暮らす障がいのある方々に対して、日常生活に必要な介護を行うとともに、創作的活動の場を提供します。また、
一般就労が困難な方々に対して、働く場を提供し、その知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。
多機能型事業所（生活介護、就労継続支援Ｂ型）
介護サービス包括型共同生活援助事業所「ワークショップ明星園共同生活事業所」 

多機能型事業所

短期入所事業所「ワークショップ明星園短期入所事業所」( 併設型 ) 

やま がた けん

みょうじょう えん

山形県ワークショップ明 星 園
設立

平成７年９月１日

指定番号０６１０１０００８３
指定番号０６２０１０００７３
指定番号0610101040

［定員］ワークショップ明星園40人
（生活介護２０人、就労継続支援Ｂ型２０人）

ワークショップ明星園共同生活事業所44人、住居数５
ワークショップ明星園短期入所事業所(併設型) 2人

ワークショップ明星園は、近隣に大型商業店舗やショッピングモールなど

の施設が建ち並ぶ地域にあります。その一方で、月山の雄大な姿やのどかな
田園風景が広がる環境に位置しています。

【サービスの特徴】 生活介護では、医療的ケア及びリハビリテーションの充
実のため、看護師と理学療法士を配置し、医療重視のサービスを提供できる
体制を整備しています。就労継続支援Ｂ型では、縫製やレザー、印刷等の自
主製品づくりと受託作業を行っています。共同生活事業所では、市内５か所
の住居で「地域での暮らし」を支えています。
［対象地域］生活介護／山形市、天童市（山口、田麦野地区を除く）、中山町、山辺町
就労継続支援Ｂ型／山形市及び天童市
［利用曜日・時間］生活介護／月～金曜日・第３土曜日 ９：３０～１５：３０
就労継続支援Ｂ型／月～金曜日 ９：３０～１５：１５

●お問合せ
【ワークショップ明星園共同生活事業所】
【ワークショップ明星園短期入所事業所】
〒990-0073 山形市大野目三丁目3番39号
（２事業所共通）
TEL.023-616-4177 FAX.023-616-4178
E-mail:w-myozyoen1@ysj.or.jp
●アクセス バス停「落合口」から徒歩８分

●お問合せ
【山形県ワークショップ明星園】
〒990-0811 山形市長町728番地の2
TEL.023-684-3781 FAX.023-684-3876
E-mail:w-myozyoen1@ysj.or.jp
●アクセス JR ｢羽前千歳駅｣ から
徒歩15分

地域生活定着支援センター
平成２１年度、厚生労働省は司法と福祉の連携により支援を行う「地域生活定着支援事業」を創設し、各都道府県に「地域
生活定着支援センター」を整備することとしました。なお、平成２４年度からは「地域生活定着促進事業」に改正されています。
やま

がた

けん

ち

いき

せい

かつ

てい ちゃく

し

えん

山形県地域生活定着支援センター

設立：平成２２年１月１日

山形保護観察所及び県外の地域生活定着支援センターから協力依頼のあった方
について、受入れ施設のあっせんや福祉サービスを利用するために必要となる手
続を行います。
【地域生活定着促進事業】山形県からの委託
【主な対象者】矯正施設または刑事収容施設を出所する高齢者、または障がいのある方々で福祉的な支援
を必要とする方

●お問合せ 〒990-0057 山形市宮町一丁目３番36号 TEL.023-666-8383 FAX.023-666-8385
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障害者就業・生活支援センター
雇用、福祉、教育等の関係機関と連携しながら、障がい者の方々の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、就業
準備訓練のあっせんなど、障がい者の職業生活における自立を図るため必要な支援を行っています。
おき

たま しょう がい

しゃ しゅう ぎょう

せい

かつ

し

えん

置賜障害者就業・生活支援センター

（サポートセンターおきたま内）
設立

平成１４年４月１日

【サービスの特徴】 私たちは、障がいのある方の就職や生活全般の相談にお応え
するために、ご本人の希望を大切にしながら、就労支援機関や事業所等と連携し
支援を行っています。相談は仕事についての悩みだけでなく、将来の不安、家族
や職場での人間関係などさまざまですが、少しでも一人ひとりに気軽に相談して
いただけるような地域に根ざしたセンターでありたいと思っています。
［対象地域］置賜地域
［利用曜日・時間］月～金曜日
●お問合せ 〒993-0016

長井市台町4番24号

TEL.0238-88-5357

８：３０～１７：００（祝日・年末年始は休み）
FAX.0238-88-5368

E-mail:sco1@ysj.or.jp

●アクセス フラワー長井線「南長井駅」から徒歩５分
しょう ない しょう がい

しゃ しゅう ぎょう

せい

かつ

し

えん

庄内障害者就業・生活支援センター

（サポートセンターあおぞら内）
（通称：サポートセンターかでる）
設立

平成１８年４月１日

センターの愛称である「かでる」とは、庄内弁で「仲間の輪に入る」という言葉です。
利用者の皆さんが地域に住む仲間として悩みを相談したり、支えあう関係つくりができ
ればと思います。身近で気軽に利用できるセンターを目指しています。
【サービスの特徴】 障がいのある方（知的・身体・精神・その他発達等）で、就職を希
望される方、仕事に関してお悩みの方、障がいのある方を雇用している事業所や、今後
雇用をお考えの事業所に対して、面談・相談を通して必要な支援を行います。
［対象地域］庄内地域 ［利用曜日・時間］月～金曜日 8：30～17：00（祝日・年末年始は休み）
●お問合せ 〒998-0865

酒田市北新橋一丁目1番地18

TEL. 0234-24-1236

FAX.0234-43-0511

E-mail:aozora3@ysj.or.jp

●アクセス JR「酒田駅」東口から徒歩15分 JR「酒田駅」から庄内交通バス「酒田市内廻り B コース」にて バス停「北新橋一丁目」下車 徒歩３分

法人本部事務局
ほう

じん

ほん

ぶ

じ

む

指定管理施設の管理・運営を含め、事業団が設置・運営する第一種社会福祉事業及び第
二種社会福祉事業を総合的に行うとともに、これからの山形の福祉を支える福祉サービス
の研究・開発・人材の育成に力を入れています。

きょく

法人本部事務局
山形市の中心地、北山形駅近く歴史ある閑静な住宅街に４階建ての法人ビルがあります。
事務局長をトップに、総務人材育成課、財務課、事業調整課、経営改革課（改築営繕室、
法人後見センター設立準備室含む。）の４課体制で２３名の職員が勤務しています。
また、法人本部には役員である理事長及び常務理事が常勤しており、事業団の組織、経
営及び各種サービス事業について、総合的、一体的に管理しています。
事業団自主経営施設（事業所）の設置経営を総合的に行うとともに、福祉新時代の
ニーズに対応できる人材の育成に努めています。
【総務人材育成課】（総務）人事・組織・給与・職員配置・定款・諸規程整備、服務関係、理事会・評議員会など
（人材育成）研修推進・人材育成（法人研修）、受託研修、研修管理、職場活性化・実践報告、資格取得推進など
【財

務

課】予算・決算、財務管理、施設整備・修繕、監査・会計指導、指定管理調整、契約（大規模工事等）、受託事業経理事務、
物品購入事務、車検関係事務、定例報告など

【事 業 調 整 課】事業計画・事業報告、援助業務の指導・調整、経営計画、リスク管理、新規事業、広報・情報発信（概要・広報誌・ホー
ムページ）、サービス評価、苦情解決、リハビリ・アクティビティ、各種会議など
【経 営 改 革 課】経営改善、法人経営計画進行管理、施設・事業所利用状況管理（調査・分析・指示）、経営改革評価検証委員会
（改築営繕室）施設改築・改修・修繕の計画、実行管理
（法人後見センター設立準備室）法人後見センター設立準備（計画、進行及び管理）
●お問合せ 〒990-0057 山形市宮町一丁目３番36号
TEL.023-623-9127 FAX.023-623-9123
E-mail:yamagata@ysj.or.jp

●アクセス JR「北山形駅」から徒歩８分／バス停「宮町」から徒歩１分
（①県立中央病院 - ヒルズサンピア線）（②山形 - 上山葉山線）
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社会福祉法人

山形県社会福祉事業団

〒９９０-0057 山形県山形市宮町一丁目3番３6号
TEL.023-623-9127

URL https://www.ysj.or.jp

FAX.023-623-9123

E-mail yamagata@ysj.or.jp

