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施設平面図

交通のご案内 施設概要

１．運営主体
２．事業開始
３．敷地面積
４．施設本体

社会福祉法人 みなせ福祉会
平成８年１０月1日
１７，６３４㎡
３，８００㎡（鉄筋コンクリート
平屋）
厚生年金、国民年金積立金還元融
資施設

○特別養護老人ホームシャイントピアみなせ

○短期入所（ショートスティ）
○デイサービス

○訪問介護（ヘルパー）
○居宅介護支援(ケアマネージャー）
○在宅介護支援センター

○軽費老人ホーム ケアハウス寿郷（すごう）
○高齢者生活支援ハウス

○外出支援移送サービス
○皆瀬保育園
○子育て支援センター
○児童クラブ
○シャイントピアみなせサテライト型
い特別養護老人ホームふれあいの里



皆瀬老人デイサービスセンター

みなせ指定通所介護事業所
指定NO 0590700191

定員：１８名

自宅まで迎えにいき、温泉入浴・食事・レクリエーションなど
日帰りで楽しんでいただきます。

高齢者生活支援ハウスみなせ

シルバート
個室：１５名 定員：１５名

湯沢市内在住の方。おおむね６５歳以上の高齢等の

ため、独立して生活することが不安な方、災害等に

より一時的に入居が必要な方

①要支援、要介護認定を受けた方

②おおむね６５歳以上で介護予防上

必要な方（すこやかデイ）
基本的に６ヶ月間（事情により更新可）

自炊が基本です。生活に必要な家電製品を取り揃え、
安心して生活できるようサポートします。

利用対象者：原則「要介護３以上」の認定を受けた方

（事情により入所が必要と認められた場合は、要

介護１、２の方も入所が可能になります。）

常時介護が必要な方の「その人らしい生活」を送っていただく

ために、全般にわたって援助します。

介護理念
・「寝食分離」を基本に、活動・就寝・静養のリズムを保つように努

めます。

・個別ケアを大切に、尊厳を重視し、一人一人に寄り添う介護に

努めます。

利用対象者：「要介護」「要支援」認定を受けた方

事情に応じて短期間利用できます。

在宅介護の介護負担軽減を図ります。

（ショートスティ）

みなせ指定短期入所生活介護事業所
指定NO 0572810489

定員：１０名

指定NO 0572850899

定員：６０名

軽費老人ホーム

ケアハウス寿郷（すごう）

原則６０歳以上の方で、自炊ができない程度の
身体機能の低下及び、高齢等のため独立して生
活するのが不安で、家族による援助を受けるこ
とが困難な方

利用対象者：

栄養管理されたおいしい食事、温泉入浴、生活相談、季節の
行事など 安心して楽しく生活できるお手伝いをします。

個室：１５室
定員：１５名

みなせ移送サービス
寝たきりの方や車椅子利用の方が安心・安全

に通院できるように送迎します。

配食サービス
栄養満点のお弁当を自宅までお届けします。

（定食・弁当・おかず）

対象者：おおむね６５歳以上の特定高齢者・要介
護者の内、食事の調理等が困難な方

皆瀬保育園
（子育て支援センター）

「地域の宝」であるこども達が、元
気に、すこやかに育つようお手伝
いさせていただきます。

皆瀬在宅介護支援センター

地域で安心して生活が継続できるように、
保健・福祉サービスなど様々な相談にのり
ます。介護予防をバックアップ。

みなせ居宅介護支援事業所

要支援・要介護認定された方とご家族のた
めに必要なサービスが利用できるようにケア
プラン（サービス計画）の作成をケアマネー
ジャーがお手伝いします。

＊お問い合わせ及び見学を希望される方はお気軽にご連絡下さい。
＊当法人全体で「個人情報保護」に努めております。

みなせ指定

訪問介護事業所
指定NO ０572810547

利用対象者：要介護・要支援認定を受けた
方、おおむね６５歳以上の介護予防上必要
とする方

住み慣れた在宅での生活を継続できるよう

に、必要な援助を在宅にお伺いして行いま

す。

皆瀬児童クラブ
利用対象者：小学校低学年

児童が楽しみながら活動できる生
活の場を提供します。

利用対象者：

利用期間：

利用対象
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