｜法人概要
■法人名
社会福祉法人みちのく福祉会
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■所在地
〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■電話番号 0175‑26‑2036
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■FAX番号 0175‑26‑2955
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■代表者
理事長 内田 大輔
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■従業員数 217名（H30.4.1現在）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■事業内容 社会福祉事業（障害・保育）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
■品質管理 ISO9001品質マネジメント認証取得
JET‑0776

｜法人理念

社会福祉法人みちのく福祉会
〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
TEL：0175‑26‑2036
FAX：0175‑26‑2955
http://michinokufukushikai.jp/
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S54.3.23
法人設立許可。社会福祉法人みちのく福祉会となる
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
S54.4.1
白百合保育園開設(定員90名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
S61.4.1
精神薄弱者更生施設 陽幸園 開設(定員50名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H13.4.1
知的障害者授産施設 工房「歩み」開設
(定員20名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H14.7.1
みちのく福祉会相談システム(苦情処理)開始
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H17.4.1
小川町第二白百合保育園 運営開始(定員60名)
※むつ市より移譲
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H18.3.1
グループホーム 陽まわり荘 開設
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H18.4.1
知的障害者更生施設 すまいる 開設(定員20名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H19.6.1
むつ市地域生活支援事業開始
(日中一時預かり支援事業）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H20.3.14
法人本部事務棟完成
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H22.4.1
知的障害者更生施設 しもきた療育園 運営開始
(定員50名)※むつ市より移譲
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H23.3.1
児童デイサービス キッズすまいる 開設
(定員10名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H24.8.1
相談支援事業所 ぱれっと 開設
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H24.11.20 ISO9001品質マネジメントシステム認証取得
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H25.10.1
グループホーム 陽まわり荘1号館移転・2号館開設
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Ｈ26.3.24
小川町第二白百合保育園 新園舎での保育開始
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Ｈ26.4.1
小川町第二白百合保育園 定員60名から90名へ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H26.4.1
風間浦村より指定管理を受け「社会福祉法人みち
のく福祉会 風間浦保育所」としての運営開始
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H27.4.1
放課後等デイサービス ちゅうりっぷ 開設
(定員10名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H27.4.1
子ども子育て支援新制度に伴い、白百合保育園、
小川町第二白百合保育園ともに定員110名へ変更
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H28.4.1
下北地域広域行政事務組合より指定管理を受け
「社会福祉法人みちのく福祉会 障害児入所施設
はまゆり学園」として運営開始
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H28.4.1
福祉ホーム たんぽぽ 開設(定員５名)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H28.6.1
放課後等デイサービスちゅうりっぷにて新たに児
童発達支援事業開始。事業開始に伴い、「放課後等
デイサービス・児童発達支援事業 ちゅうりっぷ」
となる。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
H29.4.1
小規模保育事業所 ナーサリーしらゆり 開設
(定員19名)

｜施設のご案内

｜施設のご案内
■グループホーム・福祉ホーム

■入所施設
◇障害者支援施設 陽幸園(定員50名)
：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
代表者 ：園長 白濱 るみ子
ＴＥＬ ：0175‑26‑2036
ＦＡＸ ：0175‑26‑2956
実施事業：生活介護・施設入所支援・短期入所・日中一時

◇共同生活事業所 陽まわり荘
(1号館・2号館ともに定員5名)

所在地

所在地
ＴＥＬ

≪1号館≫

≪2号館≫

◇障害者支援施設 しもきた療育園(定員50名)

所在地
ＴＥＬ
代表者

所在地

：〒035‑0021
青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73‑3
代表者 ：施設長 内田 雅之
ＴＥＬ ：0175‑22‑7280
ＦＡＸ ：0175‑22‑9868
実施事業：生活介護・施設入所支援・短期入所・日中一時

：〒035‑0071（1号館）
青森県むつ市小川町1‑14‑62
：0175‑23‑8440
：〒035‑0072（2号館）
青森県むつ市金谷2‑18‑71
：0175‑23‑8455
：管理者 林 美幸

◇福祉ホーム たんぽぽ(定員5名)
所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
：0175‑26‑2036
：0175‑26‑2956

◇障害児入所施設 はまゆり学園(定員30名)
所在地

：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字栖立場1‑67
代表者 ：園長 吉田 幸一
ＴＥＬ ：0175‑26‑2113
ＦＡＸ ：0175‑26‑2088
実施事業：福祉型障害児入所施設事業・短期入所・日中一時

■通所施設
◇障害福祉サービス すまいる(定員20名)
所在地

：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
代表者 ：施設長 白濱 るみ子
ＴＥＬ ：0175‑26‑2045
ＦＡＸ ：0175‑26‑2121
実施事業：生活介護

◇障害福祉サービス事業所 工房「歩み」(定員40名)
：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字金谷沢1‑292
代表者 ：施設長 林 美幸
ＴＥＬ ：0175‑45‑2050
ＦＡＸ ：0175‑45‑2051
実施事業：就労移行支援・就労継続支援Ｂ型

■相談支援事業
◇相談支援事業所 ぱれっと
所在地

：〒035‑0021
青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73‑3
代表者 ：施設長 内田 雅之
ＴＥＬ ：0175‑22‑7280
ＦＡＸ ：0175‑22‑9868
実施事業：一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援

■保育園

◇白百合保育園(定員110名)
所在地

：〒035‑0061
青森県むつ市下北町6‑22
代表者 ：園長 瀬川 令子
ＴＥＬ ：0175‑22‑3703
ＦＡＸ ：0175‑22‑4298
実施事業：乳児保育・延長保育(18：00〜19：00)

所在地

◇放課後等デイサービス
キッズすまいる(定員20名)
所在地

：〒035‑0011
青森県むつ市大字奥内字大室平91‑1
代表者 ：施設長 吉田 幸一
ＴＥＬ ：0175‑45‑2212
ＦＡＸ ：0175‑45‑2213
実施事業：障害児通所支援・日中一時

◇放課後等デイサービス・児童発達支援事業
ちゅうりっぷ(定員10名)
所在地

：〒035‑0021
青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73‑3
代表者 ：施設長 内田 雅之
ＴＥＬ ：0175‑31‑1566
ＦＡＸ ：0175‑22‑9868
実施事業：障害児通所支援・日中一時・児童発達支援

◇小川町第二白百合保育園(定員110名)
所在地

：〒035‑0071
青森県むつ市小川町1‑15‑13
代表者 ：園長 金澤 範子
ＴＥＬ ：0175‑22‑1689
ＦＡＸ ：0175‑22‑1708
実施事業：乳児保育・延長保育(18：00〜19：00)
障害児保育

◇風間浦保育所(定員40名)
所在地

：〒039‑4502
青森県下北郡風間浦村大字易国間字古野18‑4
代表者 ：所長 品木 勝弘
ＴＥＬ ：0175‑35‑2040（ＦＡＸも同じです）
実施事業：乳児保育・延長保育・障害児保育・広域保育
一時預り保育・子ども子育て支援センター

◇小規模保育事業所
ナーサリーしらゆり(定員19名)
所在地

：〒035‑0071
青森県むつ市小川町1‑15‑31
代表者 ：所長 廣井 宮子
ＴＥＬ ：0175‑33‑3012
実施事業：乳児保育(生後２ヶ月より２歳児まで）

