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1 社会福祉法人 福祥会

「自分らしさに」

基本理念

「博愛精神」をもって、経営する各施設や事業の利用者の尊

厳を重んじ、常に「自分らしさ」が引き出されるような「利用者

本位」「相手の立場にたった」サービスを提供し、利用者一

人ひとりの個性に応じた豊かな生活を営むことができるよう

支援し、地域福祉の発展に尽くします。

昭和57年、ゆたかな自然に囲まれた山陰の長門市に福祥会は誕生しました。昭和58年に身体

障害者通所授産施設「長門福祉作業センター」を20名の定員で開設し、知的障害者支援施設

「福祥苑」、高齢者の福祉施設を順次開設、今日を迎えております。高齢者福祉では、平成10

年に長門市からの委託を受け「養護老人ホームゆもと苑」を開設し、「グループホームきららの

里」、「特別養護老人ホーム吉祥苑」を併設して、皆様の多様なご要望に応えられる施設となり

ました。また、デイサービス、ヘルパー、ケアマネージャのサービスもご提供し、ご自宅での生

活のお手伝いもしております。

当法人の理念は「自分らしさに」です。利用者様が永年培われてきた個々の生活スタイルや意

思を尊重し、精神的自立や社会的自立が叶うようご支援することを目指しております。

長門市の高齢化は確実に進み、将来に向けて取り組むことは数多くありますが、私ども福祥会

は利用者様、ご家族の皆様、そして地域の皆様のお役に立つことが出来るよう当法人の「理

念」の下、福祉サービスをご提供して参りたいと思います。

ごあいさつ

1. 個々の生活スタイルや意思を尊重し、可能な限り実現できるよう配慮する

2. 心豊かに安心して生活できる様、利用者の健康維持、精神面の安定に留意する

3. ゆったりとした雰囲気の中で、利用者とのコミュニケーションを図り、信頼関係を深める

4. 利用者の自立を基本とした生活援助に心がけ、職員の意識統一を図る

5. 地域に開かれた施設づくりを目指すと共に、住民の皆さんとの交流を図り、地域貢献に努める

基本方針
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昭和57年12月 社会福祉法人設立

昭和58年 4月 身体障害者通所授産施設「長門福祉作業センター」開設

昭和62年 4月 精神薄弱者更生施設「福祥苑」開設

平成10年 4月 養護老人ホーム「ゆもと苑」開設
認知症対応型通所介護 ゆもと苑デイサービスセンター
指定訪問介護事業所、在宅介護支援センター 併設

平成11年10月 認知症対応型共同生活介護事業所 「グループホームきららの里」開設

平成12年 4月 居宅介護支援事業所開設（在宅介護支援センターより名称変更）

平成17年 2月 特別養護老人ホーム「吉祥苑」開設

平成19年 3月 特別養護老人ホーム「吉祥苑」増床

平成21年 4月 長門福祉作業センター 増築、増員

平成22年 9月 特別養護老人ホーム「吉祥苑」増床

平成27年 2月 認知症対応型共同生活介護事業所 「グループホームきららの里」 増床

沿革

概要

•養護老人ホーム 定員50名（全個室）

• ショートステイ 定員 4名（全個室）

•特別養護老人ホーム 定員80名（全個室）

• ショートステイ 定員10名（全個室）

• グループホームきららの里
定員18名（全個室）

•認知症対応型通所介護デイサービスセンター

•指定訪問介護事業所

•居宅介護支援事業所

併設事業所
【高齢者福祉事業】

•障害者支援施設 定員50名

• ショートステイ 定員 2名

•就労継続支援B型 定員34名

【障害者福祉事業】



自然あふれるこの地で、自立した日常生活を営むことが

出来るよう支援を行います。

養護老人ホームゆもと苑

原則として６５才以上の方で、概ね身の回りの事が自立している方。現在

の環境では生活が難しく、経済的にもお困りの方が、市（行政）の措置に

よって入所できる施設です。

ゆもと苑では、自立した生活を基本に、集団生活の中でも可能な限り「自分

らしい生活」が継続できるよう、行事や活動を通じて総合的援助をおこなっ

ております。

行事や活動

入所を希望される方は、住所地の福祉事務所または役場にご相談ください。

なお、見学は施設に直接お申込み下さい。

入所の手続き

入所決定を行う福祉事務所、役場において、収入等に応じて決定されます。

費用

施設概要

施設名称 養護老人ホーム ゆもと苑

所在地 〒759-4103 山口県長門市深川湯本10600-1

施設長 岡田政男

入所定員 50名（全個室）、短期入所4名（全個室）

お問い合わせ 0837-22-7000

入所のご案内

奉仕作業 外出活動
レクレー
ション

買い物デイ 四季の行事
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養護老人ホーム

ゆもと苑
YUMOTOEN

心から安らげる
温かく家庭的な施設



訪問介護事業所

高齢者や障害者の方が、１日でも長く、そして安心して

ご自宅で生活を続けていけるように生活全般にわたる

ご支援をいたします。

認知症の診断を受けた要支援、要介護の在宅の方

が利用対象です。住み慣れた地域の中で、家族と

ともに生活のお手伝いをさせていただきます。

介護サービスを受ける為のご相談やお手伝いをしま

す。介護等の事でお悩みがあったら、お気軽にお

問い合わせください。

高齢者のこと、福祉のこと、困った時は何でもご相談

下さい。職員が訪問する事もできます。

まずはお気軽にご相談ください。

所在地
〒759-4103
山口県長門市深川湯本10600-1

お問い合わせ tel：0837-22-7002
(担当：サービス提供責任者)

所在地
〒759-4103
山口県長門市深川湯本10600-1

お問い合わせ tel:0837-22-7001
(担当：生活相談員)

所在地
〒759-4103
山口県長門市深川湯本10600-1

お問い合わせ tel：0837-22-7003
(担当：介護支援専門員)

所在地

〒759-4106
山口県長門市仙崎198-1
長門市地域医療連携支援センター
内（長門総合病院前）

お問い合わせ tel:0837-27-0410

養護老人ホーム ゆもと苑 指定事業所

1 2 デイサービスセンター

居宅介護支援事業所3 4 長門市東地域包括支援センター

ゆもと苑には、3つの指定事業所があります。 介護を必要とされる利用者様やご家族の方の喜ばれるサービスを

考え、努めています。また、平成31年4月に長門市より地域包括支援センター業務を受託し、長門市東地域包括

支援センターを運営しています。

ゆもと苑指定事業所4



施設でも自分らしい生活を実現するため

全室個室のユニットケアの介護福祉施設

特別養護老人ホーム

吉祥苑
KISSHOUEN

原則要介護３以上の方が入居対象です。全室個室！10人で1つ

の生活空間を共有します。そして、顔なじみの職員が援助します。

1. ご本人様またはご家族様に吉祥苑に来苑いただき、申込書を提出。

2. 相談員が今のご本人様の状態をお伺いいたします。

3. 入居判定委員会で優先順位を決定します。

4. 退居者があれば優先順位に従って、入居となります。

入居の流れ

入居の際に必要な費用、月額費用は要介護度やご本人の所得・預貯金額

等により負担額が異なります。

ホームページ内の、吉祥苑利用料金表にてご確認ください。

費用

施設名称 特別養護老人ホーム 吉祥苑

所在地 〒759-4103 山口県長門市深川湯本10600-1

施設長 今田 格

入所定員 80名（1ユニット10名×8ユニット 完全個室）

ショートステイ 10名（1ユニット10名×1ユニット 完全個室）

入居のご案内

特別養護老人ホーム 吉祥苑

お問い合わせ 0837-22-7700
5

施設概要

自分らしい生活を実現



住み慣れた地域で、ゆったりとした環境の中、

できるだけ自立した日常生活を営むことが出来るよう、

全室個室の認知症対応型のグループホームです。

認知症の診断を受けた要支援２以上の方が入居対象です。９人と

いう少人数の家庭的な雰囲気の中で認知症の進行を緩和させる

生活の場です。

施設名称 グループホーム きららの里

所在地 〒759-4103 山口県長門市深川湯本10600-1

施設長 岡田政男

入所定員 １８名（１ユニット９名×２ユニット 完全個室）

入居のご案内

グループホーム きららの里

お問い合わせ 0837-22-7006
6

認知症対応型
グループホーム

きららの里
KIRARANOSATO

1. ご本人様またはご家族様にきららの里までお越しいただき入居申込書

を提出。

2. 担当が今のご本人様の状態をお伺いいたします。

3. 退居者があったら入居となります。

入居の流れ

ショートステイでは要支援・要介護の方が利用対象です。在宅での生活が継

続できるよう、連携し援助しています。

ショートステイ

施設概要

家庭的な雰囲気のなかで

費用

入居の際に必要な費用、月額費用は要介護度やご本人の所得・預貯金額

等により負担額が異なります。

ホームページ内の、吉祥苑利用料金表にてご確認ください。
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交通アクセス

【住所】

〒759-4103 山口県長門市深川湯本10600番地の1

※QRコードを読み取れない、またはさらに詳しい交通ルートを知りたい場合は、お気軽にお問い合わせ
ください。 （お問い合わせ先：0837-22-7000）

左のQRコードを読み込むと、地図が表示されます。

当施設にお越しの場合、交通手段に合わせてルート検索をご利用ください。

※「ゆもと苑」「吉祥苑」「きららの里」は、同敷地内にございます。

施設平面図・交通アクセス7

【電車の場合】

美祢線板持駅東口を出て、国道316号線を１ｋｍ南下し、西へ約10分

【タクシー等の場合】

・長門市駅よりタクシーで10分

・板持駅より徒歩で30分

・長門湯本駅より徒歩で30分

施設平面図

玄関



利用者様の自主性を尊重・重視し、人間愛に満ちた

自立支援の場となるよう、

スタッフ一同、常に心がけています。

利用者様各人の持つ能力や特性を可能な限り引き出せるよう支

援を行い、利用者様の生活能力と自立心の向上を図ります。

1. 施設入所支援

2. 生活介護

3. 短期入所支援

4. 日中一時支援

サービス

1. 生活介護を受けている方で、障害支援区分が区分4以上の方。

2. 50歳以上の方は、障害支援区分が区分3以上の方。

入居対象となる方

食費・・・・・45,000円（1ヶ月） ※1日1,500円

光熱費・・・・7,750円（1ヶ月）

事務手数料・・1,000円（1ヶ月）

費用

施設概要

施設名称 障害者支援施設 福祥苑

所在地 〒759-4103 山口県長門市深川湯本10620-2

施設長 中嶋 成信

入所定員 生活介護50名 施設入所50名 ショートステイ2名

入所のご案内

障害者支援施設 福祥苑

お問い合わせ 0837-22-6423
8

障害者支援施設

福祥苑
FUKUSHOUEN

人間愛に満ちた自立支援の場
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交通アクセス

【住所】

〒759-4103 山口県長門市深川湯本10620番地の2

※QRコードを読み取れない、またはさらに詳しい交通ルートを知りたい場合は、お気軽にお問い合わせ
ください。 （お問い合わせ先：0837-22-6423）

左のQRコードを読み込むと、地図が表示されます。

当施設にお越しの場合、交通手段に合わせてルート検索をご利用ください。

施設平面図・交通アクセス

【電車の場合】

美祢線板持駅東口を出て、国道316号線を１km南下し、西へ約10分

【タクシー等の場合】

・長門市駅よりタクシーで10分

・板持駅より徒歩で30分

・長門湯本駅より徒歩で30分

施設平面図

障害者支援施設 福祥苑9

中庭

西 館

東 館



自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、就労の機会を提供します

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の

向上のために必要な訓練等を適切かつ効果的に行います。

給食代として１食230円

1. 印刷業務・・・・封筒印刷、帳票印刷、リーフレット印刷、名刺印刷 等

2. 下請業務・・・・自動車部品作業、縫製部品作業、菓子箱折作業 等

3. 施設外作業・・清掃作業、リサイクル作業、草取り作業 等

4. その他作業・・手芸、工芸品作業 等

主な作業

満１８歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者、自立支援医療及び

難病で、働く意欲があって通所が可能な方

障害福祉サービス受給者証の内容を確認のうえ、双方承諾し契約を締結

利用できる方・手続き

施設概要

施設名称 障害福祉サービス事業所 長門福祉作業センター

所在地 〒759-4102 山口県長門市西深川2987-1

施設長 松尾 要

入所定員 就労継続支援Ｂ型34名

ご利用案内

障害福祉サービス事業所 長門福祉作業センター

お問い合わせ 0837-22-4430
10

障害福祉
サービス事業所

長門福祉
作業センター

働きながら知識・能力の向上を

負担額
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交通アクセス

【住所】

〒759-4103 山口県長門市西深川2987-1

※QRコードを読み取れない、またはさらに詳しい交通ルートを知りたい場合は、お気軽にお問い合わせ
ください。 （お問い合わせ先：0837-22-4430）

左のQRコードを読み込むと、地図が表示されます。

当施設にお越しの場合、交通手段に合わせてルート検索をご利用ください。

【電車の場合】

美祢線板持駅から徒歩で約17分

【タクシー等の場合】

・長門市駅からタクシーで10分

施設平面図

施設平面図・交通アクセス障害福祉サービス事業所 長門福祉作業センター11


