
地域で暮らす喜びをいつまでも

社会福祉法人　吉田福祉会



社会福祉法人　吉田福祉会

◆社会的責任
家庭や地域といった社会単位にある介護等ニーズを把握

し、必要なケアサービスをそのなかで提供をして、介護者の
方々の家族や地域での生活が、これまでと変わらないように

支援する。

◆利用者第一主義
生活に障害を抱えることとなった方々の介護等ニーズを把

握し、必要なケアサービスを提供して、利用者の方々の「こ
れまでと変わらない生活の継続」に向けた支援を行う。

◆効率的経営
事業を継続・発展させていくためには、事業投資、設備更

新、人材育成等に資源を投入していく必要があり、効率的な
経営は欠かせないものと認識する。

その人らしさを保障するのは、これまでの生活の継続であ
り、これを支援していくため、日常生活圏域内において、家
庭的な環境のもと個別性の高いケアサービスを、いつでも提
供できる体制がある。

１　その人を分かることの難しさを認識し、だからこそ、よ
り個別のかかわりを深めていきます。

２　これまでどおり、家族や地域とのかかわりを大切にしま
す。

３　できること、よいところの発見に努め、できることが広
がるケアに努めます。

４　安全と安心を土台としたケアに努めます。

経営理念（重視すべき価値観）

経営ビジョン（あるべき姿）

運営理念 ～その人らしくの実現～

施
設
概
要

■建物／鉄筋コンクリート二階建　延べ約 3,157.39㎡ ■建物／鉄骨一部二階建　延べ約 995㎡

■建物／木造平屋建　延べ約 401.1㎡ ■建物／木造平屋建　延べ約 467.99㎡

■建物／木造二階建　延べ約 280.79㎡ ■建物／木造平屋建　延べ約 233.89㎡

■建物／木造平屋建　延べ約 280.79㎡

■協力医療機関／新潟県立吉田病院
■連携法人／社会福祉法人 つばめ福祉会
　　　　　　社会福祉法人 桜井の里福祉会



提供しているサービス

・小規模多機能型居宅介護
・配食サービス（北地区中心）
・グループホーム

・特別養護老人ホーム
・ショートステイ
・デイサービスセンター

・小規模多機能型居宅介護
・配食サービス（南地区中心）
・グループホーム

・グループホーム
・共用型通所

・デイサービスセンター
・通所型介護予防事業
・生きがい活動支援通所事業
・高齢者交流ホーム事業

・ホームヘルプサービス
　TEL 0256-94-7490
・訪問看護ステーション
　TEL 0256-92-3231

・障がい者共同生活介護
・障がい者共同生活援助

・障がい者就労継続支援事業（Ａ型）
・配食サービス

●詳細については各事業所の重要事項説明書をご覧ください。

お問い合せは
TEL 0256-92-0100
FAX 0256-92-0102

お問い合せは
TEL 0256-92-3339
FAX 0256-93-5300

お問い合せは
TEL 0256-92-3340
FAX 0256-92-3870

お問い合せは
TEL 0256-92-0655
FAX 0256-92-0655

お問い合せは
TEL 0256-92-0751
FAX 0256-92-0750

お問い合せは
TEL 0256-78-7077
FAX 0256-78-7077

お問い合せは
TEL 0256-94-7010
FAX 0256-94-7011

吉田北地区

吉田全地区

吉田南地区

介
護
を
必
要
と
す
る
方

認知症介護を必要とする方

通 所 介 護・ 訪 問 サ ー
ビ ス を 必 要 と す る 方

日常生活に支援を必要とす
る、障がいをお持ちの方

一般企業での雇用が困難な
方で障がいをお持ちの方



相談窓口

介護が必要になっても住みなれた地域、ご家庭での快適生活
を目指します。暮らしを支える計画づくりからサービスのご利
用まで、一人ひとりの立場にたって支援いたします。

要支援 ･ 要介護と認定されると、どんなサービスをどのくら
い利用するかという介護サービス計画（ケアプラン）をつくる
ことが必要となります。ケアプランはご自分でつくることもで
きますし、ケアサポートのケアマネージャーに依頼し、効率的
に作成してもらうこともできます。自己負担はかかりません。

吉田地区の皆様の保健医療の向上と福祉の増進を支援するこ
とを目的に燕市から受託しています。

介護保険法にとどまらず、地域の高齢者に対し、要介護状態
にならないよう介護予防マネジメントを行ったり、介護保険外の
サービスを含む高齢者や家族への総合的な相談支援を行います。

社会福祉士・看護師・主任介護支援専門員の３職種が配置さ
れています。

障がい児・者等の方やそのご家族からの生活全般に関するご
相談をお受けします。

地域の社会資源を紹介して、障がい福祉サービスなどにつな
げます。

ケアサポート
太陽の園・
ひまわり園
（ひまわりの園内）
TEL 0256-92-0751

燕市吉田地区
地域包括支援
センター

（ひまわりの園内）
TEL 0256-94-7676

相談支援事業所
たいよう
（太陽の園内）
TEL 0256-92-3339

介護サービスを利用するには

介護が
必要な方

市町村の窓口・居宅介護支援事業者・施設への申請
●太陽の園、ひまわりの園でも申請のお手伝いをさせていただきます。
　お気軽にご相談ください。

要介護認定
●市町村の調査員がご家庭等を訪問し、心身の状況を調査させていただきます。

居宅介護支援
ケアサポート

太陽の園・ひまわりの園
TEL 0256-92-0751

地域包括支援
燕市吉田地区地域包括支援センター

TEL 0256-94-7676

介護予防事業
ひまわりの園
TEL 0256-92-0751

保健福祉サービスなど

要介護１
～

要介護５

要支援１
要支援２

非該当

介護サービス
太陽の園

TEL 0256-92-3339
ひまわりの園
TEL 0256-92-0751

さわらび
TEL 0256-92-0100

ひのくち
TEL 0256-92-0655

みなみよしだ
TEL 0256-92-3340

●要介護状態による支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の１割の利用料でサービスがご利用
できます。詳細はケアマネージャーまたは、各事業所にお問い合せください。
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◎ご利用の前には、できるだけご見学ください。
　地域の方のご見学も随時お受けしております。
◎利用状況・サービス内容等どんなことでもお気軽にお問い

合せ下さい。
◎介護でお困りのこと、ご心配なこと等がございましたら、

ご遠慮なくご相談下さい。

社会福祉法人　吉田福祉会
〒959-0214　新潟県燕市吉田法花堂740

TEL 0256-92-3339　FAX 0256-93-5300　URL http://www.e-taiyou.jp/

〒959-0214　新潟県燕市吉田法花堂740
TEL　0256-92-3339　FAX　0256-93-5300

〒959-0202　新潟県燕市佐渡山4130-1
TEL　0256-92-0100　FAX　0256-92-0102

〒959-0264　新潟県燕市吉田西太田264-5
TEL　0256-92-3340　FAX　0256-92-3870

〒959-0214　新潟県燕市吉田法花堂757
TEL　0256-94-7010　FAX　0256-94-7011

〒959-0242　新潟県燕市吉田大保町25-15
TEL　0256-92-0751　FAX　0256-92-0750

〒959-0264　新潟県燕市吉田7368
TEL　0256-92-0655　FAX　0256-92-0655

〒959-0262　新潟県燕市吉田若生町
TEL　0256-78-7077　FAX　0256-78-7077


