山形市の紹介

「安心」と「快適」のサービスを電化設備で提供し、
プレミアムな暮らしをソフト面からもサポートしています。
「あかねヶ丘 YONEKIプレミムアム」は株式会社よねきが山形市内で展開する3番目
の介護施設で、2019年4月にスタートしました。
コンセプトは「すべてに関してプレミアムを
目指そう」
としており、初めてオール電化を導入しました。省エネで快適な施設として、エ
ネルギー効率の高い設備を設置し「ZEB」の認定を受けるとともに、
「BEMS」を導入す
ることで施設のエネルギー消費を「見える化」
しています。
また、施設などのハード面だけではなく、サービスでも介護の常識を覆す取り組み
に挑戦しています。例えば、
「あかねヶ丘 YONEKIプレミアム」では、各居室以外は
「外」
と捉え、共用部分はすべて土足にしています。既存施設は家庭的な雰囲気を
大切にしていますが、今後、団塊世代の入居を迎え、
「家庭的とは何だろう」
と問い直
したことがきっかけでホテルのような仕様にしました。介護施設への入所を決められ
るまでには、
ご本人はもちろん、
ご家族も様々な懸念をお持ちだと思います。そのため、
「この施設なら大丈夫だろう」
と安心感を持っていただけるような施設づくりを心がけ、
住み慣れた地元で、最後まで自分らしく暮らす手助けをしていきたいと考えています。

かつて斯波兼頼によって築城された山形城の城下町として栄えた山形市。山形の夏の風
物詩「山形花笠まつり」や芋煮に代表される独自の文化が息づきながら、市街地には商業施
設が建ち並ぶ山形の中心的都市です。人気の観光スポットやイベントも多く、山形道・東北
中央道といった高速道路や山形新幹線が通るなどアクセスも良いことから、県内外から多く
の人が訪れています。
霞城公園
株式会社 よねき
代表取締役

米田 謙さん

約35.9ヘクタールの広さを誇る山形城跡を整備した公
園。現在の城郭は、山形繁栄の礎を築いたと伝わる戦国
武将・最上義光が築いたものが原型とされています。市政

効率的電気利用モデル施設のご案内
株式会社よねき

あかねヶ丘 YONEKI プレミアム

（山形県山形市）

100周年記念事業の一つとして忠実に復元された二ノ丸
東大手門など見どころも多く、春には桜の名所としても知ら
れています。

宝珠山立石寺
「山寺」の名称で親しまれる、860年創建と伝わる
名刹。俳聖・松尾芭蕉も訪れ、名句「閑さや岩にしみ
入る蝉の声」
を残したとされています。参道は1，
015

オール電化がスタッフの負担を軽減し、快適な環境で利用者の自分らし
い暮らしを実現できる笑顔溢れる施設
寒暖差が激しい山形市では室温調整に気を遣いますが、
1箇所で簡単に複数の共用部分の室温を調整できるため、
ス
タッフが該当場所に向かい手動操作する手間がなく本当に助かっています。
また、
浴室ではエコキュートによって快適な温
度のお湯がすぐに使える上、
大型のパネルヒーターが設置されているため、
急激な温度変化なく冬場のヒートショックを防ぎ
ながら入浴を楽しんでいただくことができると期待しています。
また、
電化厨房やIHクッキングヒー
ターは裸火がなく、
使いやすさと安心につながっています。
当施設の利用者は、各居室で自分らしい暮らしを楽しむ一方、
ドアを開ければすぐにデイ
サービスや看護師による医療など様々なサービスを一元的に受けることができる環境となって
いるため、
いつまでも快適にプレミアムな時を過ごしていただきたいと考えております。
スタッフの
環境も整備されており、併設され
た企業主導型保育所に子ども
を預けながら勤務しています。

あかねヶ丘

YONEKI プレミアム

管理者 兼 計画作成担当者

川田 咲子さん

どんなに険しい表情の高齢者
も、子どもに会うと途端に顔
が明るくなり子どもには敵わ
ないなと思いますね。
スタッ
フと
「笑顔溢れる施設
にしたい」
と日々、工夫
を重ねています。

段もの石段になっており、本尊を祀る
「奥之院」につな
がっています。頂上にある
「五大堂」では、山寺を一望
する絶景を楽しむことができます。

文翔館
大正5年に建てられた「文翔館」は、大正初期の洋風建築
を代表する、貴重な英国近世復興様式のレンガ造りの建物で
す。現在は無料で一般公開しており、忠実に復元された大正
ロマン漂う内装や外観を自由に見学することができます。また
コンサートや展覧会などのイベント会場にもなっています。

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
電化厨房システム
IH クッキングヒーター
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
ヒートポンプ式床暖房システム

効率的電気利用モデル施設のご案内

山形県で初のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）取得。
寒暖差の激しい山形市でオール電化の省エネ施設が実現。
高齢者にも乳幼児にも安全・快適・プレミアムな生活環境を提供。
地元の人々の健康を支えて40年。医薬の
経験を介護に生かし、豊かな暮らしを実現

高齢者から乳幼児までが利用する施設で、
オール電化システムが快適環境を提供

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムは、
サービス付き高齢者向け住

山形市の気候は寒暖差が大きく、省エネが難しい地域ではあり

宅、
看護小規模多機能型居宅介護に加え、
企業主導型保育所を

ますが、内外装の高断熱化に加え、高機能な電化システム機器を

併設しています。

導入し、
共用部分の空調を一括管理する集中コントローラーなどを

従来の介護の概念を覆し、
スタッフにも利用者にもプレミアムな
環境を提供することをコンセプトに運営されており、施設全体はホ
テルにいるかのような落ち着いた洗練された造りになっています。
施設内部は、看護小規模多機能型居宅介護が9部屋、
サービ

導入することで、
1次エネルギーの年間消費量56％低減を実現しま

設内の室温を一括管理することで、夏の熱中症や冬の浴室での

方など、
それぞれの段階に合わせた介護と医療のサービスを一元

ヒートショックなど、利用者の安全を確保することが可能となり、
ス

的に提供することができます。

タッフも質の高いサービスが提供できることで「住み慣れた家や地

大気中の熱を集めて、大きな熱エネルギーとして利用できるヒートポンプは、
CO2の排出量も大幅に削減されるため、環境にも優しいのが特長です。

スチームコンベクションオーブン5.5kW×1台、
IH炊飯器4.6kW×2台、
食器洗浄機11.0kW×1台、
消毒保管機4.2kW×2台、
IH調理器16.0kW×1台、
IHクッキングヒーター5.8kW×3台、
4.0kW×3台、

電化厨房は、直火を使わないためやけどの心配もなく、排熱も少ないた
め安全で快適環境下での調理が実現できます。
また、
ススや油煙の飛散
も少ないため、厨房内を衛生的に保つことができます。調理温度や調理
時間などの設定が容易で、
多様なメニュー作りをサポートしています。

地域の方々も利用できる
快適な温度が保たれた
多目的スペース

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、利用者に食の喜びを味わってい
ただけるよう、
郷土料理を始め、
多様な料理を提供しています。

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、高齢者から乳幼児まで幅広い年齢の
利用者がいるため、
それぞれの利用空間の温度をBEMSを使い、一括把握・
管理し、健康管理に努めています。

クリーンな快適環境の電化厨房
2階の休憩スペース

木の温かみを感じ
られる居住区画に
は 、個 別 に 設 定 が
可能な空調が取り
付けられている

IH調理器
スチームコンベクションオーブン

域で、最後まで自分らしい暮らしを続けたい」
と願う高齢者やご
家族の思いに、寄り添いながら運営しています。

に限らず、
定員に応じて地域の方も利用しており、
地域貢献も果た

空調が行き届いている明るく開放感のあるエントランス

しています。

施設内のエネルギーを一括管理
施

設

概

要

導

入 シ

ス テ

ム

あかねヶ丘 YONEKIプレミアム

（定格暖房標準能力）
パッケージエアコン8.0kW×8台、11.2kW×3台、

〒990-2481
山形県山形市あかねヶ丘2丁目1-4
TEL.023-616-7515

ルームエアコン

敷 地 面 積 ： 2,208㎡

造 ： 木造（一部鉄骨）2階建て

14.0kW×4台、16.0kW×1台
2.8kW×10台、4.0kW×39台、
5.6kW×1台、6.0kW×5台、
6.7kW×6台

電化厨房システム

延 床 面 積 ： 2,099㎡
竣

工 ： 2019年4月

定

員 ： 看 護小規模多機能型居宅介護9部屋、

山形県

サービス付き高齢者向け住宅37部屋

山形市

設計・監理 ： 株式会社福蔵
工 ： 小野建設株式会社

あかねが丘

新幹

線

霞城公園
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クリーンに、経済的に、豊富に給湯

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
（加熱能力）
7.0kW
（460ℓ×21台）

大気中の熱を利用し、少ないエネルギーで効率的

計測した電力消費量をデータ化し、蓄積できる

にお湯を沸かすことができるほか、
燃焼部がないため、

IHクッキングヒーター

高齢者向け住宅と看護小規模多機能型居宅介護

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（加熱能力）7.0kW（460ℓ×21台）

ヒートポンプ式床暖房システム
11.0kW、59㎡

奥羽
本線

山形県あかねヶ丘
陸上競技場

山形県産業科学館

給湯

1階と2階の休憩スペースに設置
されたIHクッキングヒーター

食器洗浄機

スチームコンベクションオーブン5.5kW×1台、IH炊飯器4.6kW×
2台、食器洗浄機11.0kW×1台、消毒保管機4.2kW×2台、IH調
理器16.0kW×1台

5.8kW×3台、4.0kW×3台

YONEKI プレミアム

IH炊飯器

ヒートポンプ空調システム

株式会社よねき

施

（定格暖房標準能力）
パッケージエアコン 8.0kW×8台、
11.2kW×3台、
14.0kW×4台、
16.0kW×1台
2.8kW×10台、
4.0kW×39台、
5.6kW×1台、
6.0kW×5台、
ルームエアコン
6.7kW×6台

快適な室内環境の提供は命に関わる大切な要素です。
そのため、

いるため、高度な医療が必要な方、在宅介護の方、認知症がある

構

電化厨房システム

ヒートポンプ空調システム

同施設で過ごす高齢者や乳幼児は、体温調節が苦手なため、
施設内には床暖房を、浴室にはパネルヒーターを設置しました。施

で、給与水準を確保しながら週休3日制を実現。保育所はスタッフ

火を使わないため、
日々のお手入れも簡単

厨房

した。

ス付き高齢者向け住宅が37部屋あり、24時間看護師が対応して

またスタッフは、働き方改革の一環で、1日10時間勤務すること

空調

屋上に配置された室外機

一括管理で、省エネを実現

火災の恐れもなくクリーンで安全です。
あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、
サービス付き
合わせて4つの浴室があり、湯切れの心配もないた
め、
必要な時に必要な量を使うことができます。

共用部分の空調を
一括管理できる集
中コントローラー

看護小規模多機能型居宅介護

BEMSとは
空調・照明設備などの接続機器の制御やデマンド
ピークを抑制・制御する機能などを持つエネルギー

厨房

屋上に配置された室外機

暖房

足元から暖める

ヒートポンプ式
床暖房システム
大気からの熱を効率的に利用して床暖房用の
冬場の寒
温水をつくり，
CO2排出量を削減しながら，
さを足元から暖めています。燃焼部や吹き出し口が
ないため，
やけどの心配も少なく，
送風しないためホコ
リやチリを巻き上げず，
室内をクリーンに保ちます。
あかねヶ丘YONEKIプレミアムでは1階の休憩ス
ペースに導入し，
利用者や面会に来た家族が楽し
いひと時を過ごせるように，
快適な室内環境を創出
しています。

よねき保育園

厨房

管理システムです。施設などの建物内で使用する
電力消費量などを計測し、
データ蓄積することで
「見
える化」
を図っています

多目的
スペース

パネルヒーターも設置された機械浴室

浴室

床暖房が設置された１階の
「休憩スペース」

ヒートポンプ式床暖房
システム

効率的電気利用モデル施設のご案内
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設計・監理 ： 株式会社福蔵
工 ： 小野建設株式会社

あかねが丘

新幹

線

霞城公園

山形
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山形駅

クリーンに、経済的に、豊富に給湯

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
（加熱能力）
7.0kW
（460ℓ×21台）

大気中の熱を利用し、少ないエネルギーで効率的

計測した電力消費量をデータ化し、蓄積できる

にお湯を沸かすことができるほか、
燃焼部がないため、

IHクッキングヒーター

高齢者向け住宅と看護小規模多機能型居宅介護

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（加熱能力）7.0kW（460ℓ×21台）

ヒートポンプ式床暖房システム
11.0kW、59㎡

奥羽
本線

山形県あかねヶ丘
陸上競技場

山形県産業科学館

給湯

1階と2階の休憩スペースに設置
されたIHクッキングヒーター

食器洗浄機

スチームコンベクションオーブン5.5kW×1台、IH炊飯器4.6kW×
2台、食器洗浄機11.0kW×1台、消毒保管機4.2kW×2台、IH調
理器16.0kW×1台

5.8kW×3台、4.0kW×3台

YONEKI プレミアム

IH炊飯器

ヒートポンプ空調システム

株式会社よねき

施

（定格暖房標準能力）
パッケージエアコン 8.0kW×8台、
11.2kW×3台、
14.0kW×4台、
16.0kW×1台
2.8kW×10台、
4.0kW×39台、
5.6kW×1台、
6.0kW×5台、
ルームエアコン
6.7kW×6台

快適な室内環境の提供は命に関わる大切な要素です。
そのため、

いるため、高度な医療が必要な方、在宅介護の方、認知症がある

構

電化厨房システム

ヒートポンプ空調システム

同施設で過ごす高齢者や乳幼児は、体温調節が苦手なため、
施設内には床暖房を、浴室にはパネルヒーターを設置しました。施

で、給与水準を確保しながら週休3日制を実現。保育所はスタッフ

火を使わないため、
日々のお手入れも簡単

厨房

した。

ス付き高齢者向け住宅が37部屋あり、24時間看護師が対応して

またスタッフは、働き方改革の一環で、1日10時間勤務すること

空調

屋上に配置された室外機

一括管理で、省エネを実現

火災の恐れもなくクリーンで安全です。
あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、
サービス付き
合わせて4つの浴室があり、湯切れの心配もないた
め、
必要な時に必要な量を使うことができます。

共用部分の空調を
一括管理できる集
中コントローラー

看護小規模多機能型居宅介護

BEMSとは
空調・照明設備などの接続機器の制御やデマンド
ピークを抑制・制御する機能などを持つエネルギー

厨房

屋上に配置された室外機

暖房

足元から暖める

ヒートポンプ式
床暖房システム
大気からの熱を効率的に利用して床暖房用の
冬場の寒
温水をつくり，
CO2排出量を削減しながら，
さを足元から暖めています。燃焼部や吹き出し口が
ないため，
やけどの心配も少なく，
送風しないためホコ
リやチリを巻き上げず，
室内をクリーンに保ちます。
あかねヶ丘YONEKIプレミアムでは1階の休憩ス
ペースに導入し，
利用者や面会に来た家族が楽し
いひと時を過ごせるように，
快適な室内環境を創出
しています。

よねき保育園

厨房

管理システムです。施設などの建物内で使用する
電力消費量などを計測し、
データ蓄積することで
「見
える化」
を図っています

多目的
スペース

パネルヒーターも設置された機械浴室

浴室

床暖房が設置された１階の
「休憩スペース」

ヒートポンプ式床暖房
システム

効率的電気利用モデル施設のご案内

山形県で初のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）取得。
寒暖差の激しい山形市でオール電化の省エネ施設が実現。
高齢者にも乳幼児にも安全・快適・プレミアムな生活環境を提供。
地元の人々の健康を支えて40年。医薬の
経験を介護に生かし、豊かな暮らしを実現

高齢者から乳幼児までが利用する施設で、
オール電化システムが快適環境を提供

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムは、
サービス付き高齢者向け住

山形市の気候は寒暖差が大きく、省エネが難しい地域ではあり

宅、
看護小規模多機能型居宅介護に加え、
企業主導型保育所を

ますが、内外装の高断熱化に加え、高機能な電化システム機器を

併設しています。

導入し、
共用部分の空調を一括管理する集中コントローラーなどを

従来の介護の概念を覆し、
スタッフにも利用者にもプレミアムな
環境を提供することをコンセプトに運営されており、施設全体はホ
テルにいるかのような落ち着いた洗練された造りになっています。
施設内部は、看護小規模多機能型居宅介護が9部屋、
サービ

導入することで、
1次エネルギーの年間消費量56％低減を実現しま

設内の室温を一括管理することで、夏の熱中症や冬の浴室での

方など、
それぞれの段階に合わせた介護と医療のサービスを一元

ヒートショックなど、利用者の安全を確保することが可能となり、
ス

的に提供することができます。

タッフも質の高いサービスが提供できることで「住み慣れた家や地

大気中の熱を集めて、大きな熱エネルギーとして利用できるヒートポンプは、
CO2の排出量も大幅に削減されるため、環境にも優しいのが特長です。

スチームコンベクションオーブン5.5kW×1台、
IH炊飯器4.6kW×2台、
食器洗浄機11.0kW×1台、
消毒保管機4.2kW×2台、
IH調理器16.0kW×1台、
IHクッキングヒーター5.8kW×3台、
4.0kW×3台、

電化厨房は、直火を使わないためやけどの心配もなく、排熱も少ないた
め安全で快適環境下での調理が実現できます。
また、
ススや油煙の飛散
も少ないため、厨房内を衛生的に保つことができます。調理温度や調理
時間などの設定が容易で、
多様なメニュー作りをサポートしています。

地域の方々も利用できる
快適な温度が保たれた
多目的スペース

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、利用者に食の喜びを味わってい
ただけるよう、
郷土料理を始め、
多様な料理を提供しています。

あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、高齢者から乳幼児まで幅広い年齢の
利用者がいるため、
それぞれの利用空間の温度をBEMSを使い、一括把握・
管理し、健康管理に努めています。

クリーンな快適環境の電化厨房
2階の休憩スペース

木の温かみを感じ
られる居住区画に
は 、個 別 に 設 定 が
可能な空調が取り
付けられている

IH調理器
スチームコンベクションオーブン

域で、最後まで自分らしい暮らしを続けたい」
と願う高齢者やご
家族の思いに、寄り添いながら運営しています。

に限らず、
定員に応じて地域の方も利用しており、
地域貢献も果た

空調が行き届いている明るく開放感のあるエントランス

しています。

施設内のエネルギーを一括管理
施

設

概

要

導

入 シ

ス テ

ム

あかねヶ丘 YONEKIプレミアム

（定格暖房標準能力）
パッケージエアコン8.0kW×8台、11.2kW×3台、

〒990-2481
山形県山形市あかねヶ丘2丁目1-4
TEL.023-616-7515

ルームエアコン

敷 地 面 積 ： 2,208㎡

造 ： 木造（一部鉄骨）2階建て

14.0kW×4台、16.0kW×1台
2.8kW×10台、4.0kW×39台、
5.6kW×1台、6.0kW×5台、
6.7kW×6台

電化厨房システム

延 床 面 積 ： 2,099㎡
竣

工 ： 2019年4月

定

員 ： 看 護小規模多機能型居宅介護9部屋、

山形県

サービス付き高齢者向け住宅37部屋

山形市

設計・監理 ： 株式会社福蔵
工 ： 小野建設株式会社

あかねが丘

新幹

線

霞城公園
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山形駅

クリーンに、経済的に、豊富に給湯

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
（加熱能力）
7.0kW
（460ℓ×21台）

大気中の熱を利用し、少ないエネルギーで効率的

計測した電力消費量をデータ化し、蓄積できる

にお湯を沸かすことができるほか、
燃焼部がないため、

IHクッキングヒーター

高齢者向け住宅と看護小規模多機能型居宅介護

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（加熱能力）7.0kW（460ℓ×21台）

ヒートポンプ式床暖房システム
11.0kW、59㎡

奥羽
本線

山形県あかねヶ丘
陸上競技場

山形県産業科学館

給湯

1階と2階の休憩スペースに設置
されたIHクッキングヒーター

食器洗浄機

スチームコンベクションオーブン5.5kW×1台、IH炊飯器4.6kW×
2台、食器洗浄機11.0kW×1台、消毒保管機4.2kW×2台、IH調
理器16.0kW×1台

5.8kW×3台、4.0kW×3台

YONEKI プレミアム

IH炊飯器

ヒートポンプ空調システム

株式会社よねき

施

（定格暖房標準能力）
パッケージエアコン 8.0kW×8台、
11.2kW×3台、
14.0kW×4台、
16.0kW×1台
2.8kW×10台、
4.0kW×39台、
5.6kW×1台、
6.0kW×5台、
ルームエアコン
6.7kW×6台

快適な室内環境の提供は命に関わる大切な要素です。
そのため、

いるため、高度な医療が必要な方、在宅介護の方、認知症がある

構

電化厨房システム

ヒートポンプ空調システム

同施設で過ごす高齢者や乳幼児は、体温調節が苦手なため、
施設内には床暖房を、浴室にはパネルヒーターを設置しました。施

で、給与水準を確保しながら週休3日制を実現。保育所はスタッフ

火を使わないため、
日々のお手入れも簡単

厨房

した。

ス付き高齢者向け住宅が37部屋あり、24時間看護師が対応して

またスタッフは、働き方改革の一環で、1日10時間勤務すること

空調

屋上に配置された室外機

一括管理で、省エネを実現

火災の恐れもなくクリーンで安全です。
あかねヶ丘 YONEKIプレミアムでは、
サービス付き
合わせて4つの浴室があり、湯切れの心配もないた
め、
必要な時に必要な量を使うことができます。

共用部分の空調を
一括管理できる集
中コントローラー

看護小規模多機能型居宅介護

BEMSとは
空調・照明設備などの接続機器の制御やデマンド
ピークを抑制・制御する機能などを持つエネルギー

厨房

屋上に配置された室外機

暖房

足元から暖める

ヒートポンプ式
床暖房システム
大気からの熱を効率的に利用して床暖房用の
冬場の寒
温水をつくり、
CO2排出量を削減しながら、
さを足元から暖めています。燃焼部や吹き出し口が
ないため、
やけどの心配も少なく、送風しないためホ
コリやチリを巻き上げず、
室内をクリーンに保ちます。
あかねヶ丘YONEKIプレミアムでは1階の休憩ス
ペースに導入し、利用者や面会に来た家族が楽し
いひと時を過ごせるように、快適な室内環境を創出
しています。

よねき保育園

厨房

管理システムです。施設などの建物内で使用する
電力消費量などを計測し、
データ蓄積することで
「見
える化」
を図っています

多目的
スペース

パネルヒーターも設置された機械浴室

浴室

床暖房が設置された１階の
「休憩スペース」

ヒートポンプ式床暖房
システム

山形市の紹介

「安心」と「快適」のサービスを電化設備で提供し、
プレミアムな暮らしをソフト面からもサポートしています。
「あかねヶ丘 YONEKIプレミムアム」は株式会社よねきが山形市内で展開する3番目
の介護施設で、2019年4月にスタートしました。
コンセプトは「すべてに関してプレミアムを
目指そう」
としており、初めてオール電化を導入しました。省エネで快適な施設として、エ
ネルギー効率の高い設備を設置し「ZEB」の認定を受けるとともに、
「BEMS」を導入す
ることで施設のエネルギー消費を「見える化」
しています。
また、施設などのハード面だけではなく、サービスでも介護の常識を覆す取り組み
に挑戦しています。例えば、
「あかねヶ丘 YONEKIプレミアム」では、各居室以外は
「外」
と捉え、共用部分はすべて土足にしています。既存施設は家庭的な雰囲気を
大切にしていますが、今後、団塊世代の入居を迎え、
「家庭的とは何だろう」
と問い直
したことがきっかけでホテルのような仕様にしました。介護施設への入所を決められ
るまでには、
ご本人はもちろん、
ご家族も様々な懸念をお持ちだと思います。そのため、
「この施設なら大丈夫だろう」
と安心感を持っていただけるような施設づくりを心がけ、
住み慣れた地元で、最後まで自分らしく暮らす手助けをしていきたいと考えています。

かつて斯波兼頼によって築城された山形城の城下町として栄えた山形市。山形の夏の風
物詩「山形花笠まつり」や芋煮に代表される独自の文化が息づきながら、市街地には商業施
設が建ち並ぶ山形の中心的都市です。人気の観光スポットやイベントも多く、山形道・東北
中央道といった高速道路や山形新幹線が通るなどアクセスも良いことから、県内外から多く
の人が訪れています。
霞城公園
株式会社 よねき
代表取締役

米田 謙さん

約35.9ヘクタールの広さを誇る山形城跡を整備した公
園。現在の城郭は、山形繁栄の礎を築いたと伝わる戦国
武将・最上義光が築いたものが原型とされています。市政

効率的電気利用モデル施設のご案内
株式会社よねき

あかねヶ丘 YONEKI プレミアム

（山形県山形市）

100周年記念事業の一つとして忠実に復元された二ノ丸
東大手門など見どころも多く、春には桜の名所としても知ら
れています。

宝珠山立石寺
「山寺」の名称で親しまれる、860年創建と伝わる
名刹。俳聖・松尾芭蕉も訪れ、名句「閑さや岩にしみ
入る蝉の声」
を残したとされています。参道は1，
015

オール電化がスタッフの負担を軽減し、快適な環境で利用者の自分らし
い暮らしを実現できる笑顔溢れる施設
寒暖差が激しい山形市では室温調整に気を遣いますが、
1箇所で簡単に複数の共用部分の室温を調整できるため、
ス
タッフが該当場所に向かい手動操作する手間がなく本当に助かっています。
また、
浴室ではエコキュートによって快適な温
度のお湯がすぐに使える上、
大型のパネルヒーターが設置されているため、
急激な温度変化なく冬場のヒートショックを防ぎ
ながら入浴を楽しんでいただくことができると期待しています。
また、
電化厨房やIHクッキングヒー
ターは裸火がなく、
使いやすさと安心につながっています。
当施設の利用者は、各居室で自分らしい暮らしを楽しむ一方、
ドアを開ければすぐにデイ
サービスや看護師による医療など様々なサービスを一元的に受けることができる環境となって
いるため、
いつまでも快適にプレミアムな時を過ごしていただきたいと考えております。
スタッフの
環境も整備されており、併設され
た企業主導型保育所に子ども
を預けながら勤務しています。

あかねヶ丘

YONEKI プレミアム

管理者 兼 計画作成担当者

川田 咲子さん

どんなに険しい表情の高齢者
も、子どもに会うと途端に顔
が明るくなり子どもには敵わ
ないなと思いますね。
スタッ
フと
「笑顔溢れる施設
にしたい」
と日々、工夫
を重ねています。

段もの石段になっており、本尊を祀る
「奥之院」につな
がっています。頂上にある
「五大堂」では、山寺を一望
する絶景を楽しむことができます。

文翔館
大正5年に建てられた「文翔館」は、大正初期の洋風建築
を代表する、貴重な英国近世復興様式のレンガ造りの建物で
す。現在は無料で一般公開しており、忠実に復元された大正
ロマン漂う内装や外観を自由に見学することができます。また
コンサートや展覧会などのイベント会場にもなっています。

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
電化厨房システム
IH クッキングヒーター
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
ヒートポンプ式床暖房システム

山形市の紹介

「安心」と「快適」のサービスを電化設備で提供し、
プレミアムな暮らしをソフト面からもサポートしています。
「あかねヶ丘 YONEKIプレミムアム」は株式会社よねきが山形市内で展開する3番目
の介護施設で、2019年4月にスタートしました。
コンセプトは「すべてに関してプレミアムを
目指そう」
としており、初めてオール電化を導入しました。省エネで快適な施設として、エ
ネルギー効率の高い設備を設置し「ZEB」の認定を受けるとともに、
「BEMS」を導入す
ることで施設のエネルギー消費を「見える化」
しています。
また、施設などのハード面だけではなく、サービスでも介護の常識を覆す取り組み
に挑戦しています。例えば、
「あかねヶ丘 YONEKIプレミアム」では、各居室以外は
「外」
と捉え、共用部分はすべて土足にしています。既存施設は家庭的な雰囲気を
大切にしていますが、今後、団塊世代の入居を迎え、
「家庭的とは何だろう」
と問い直
したことがきっかけでホテルのような仕様にしました。介護施設への入所を決められ
るまでには、
ご本人はもちろん、
ご家族も様々な懸念をお持ちだと思います。そのため、
「この施設なら大丈夫だろう」
と安心感を持っていただけるような施設づくりを心がけ、
住み慣れた地元で、最後まで自分らしく暮らす手助けをしていきたいと考えています。

かつて斯波兼頼によって築城された山形城の城下町として栄えた山形市。山形の夏の風
物詩「山形花笠まつり」や芋煮に代表される独自の文化が息づきながら、市街地には商業施
設が建ち並ぶ山形の中心的都市です。人気の観光スポットやイベントも多く、山形道・東北
中央道といった高速道路や山形新幹線が通るなどアクセスも良いことから、県内外から多く
の人が訪れています。
霞城公園
株式会社 よねき
代表取締役

米田 謙さん

約35.9ヘクタールの広さを誇る山形城跡を整備した公
園。現在の城郭は、山形繁栄の礎を築いたと伝わる戦国
武将・最上義光が築いたものが原型とされています。市政

効率的電気利用モデル施設のご案内
株式会社よねき

あかねヶ丘 YONEKI プレミアム

（山形県山形市）

100周年記念事業の一つとして忠実に復元された二ノ丸
東大手門など見どころも多く、春には桜の名所としても知ら
れています。

宝珠山立石寺
「山寺」の名称で親しまれる、860年創建と伝わる
名刹。俳聖・松尾芭蕉も訪れ、名句「閑さや岩にしみ
入る蝉の声」
を残したとされています。参道は1，
015

オール電化がスタッフの負担を軽減し、快適な環境で利用者の自分らし
い暮らしを実現できる笑顔溢れる施設
寒暖差が激しい山形市では室温調整に気を遣いますが、
1箇所で簡単に複数の共用部分の室温を調整できるため、
ス
タッフが該当場所に向かい手動操作する手間がなく本当に助かっています。
また、
浴室ではエコキュートによって快適な温
度のお湯がすぐに使える上、
大型のパネルヒーターが設置されているため、
急激な温度変化なく冬場のヒートショックを防ぎ
ながら入浴を楽しんでいただくことができると期待しています。
また、
電化厨房やIHクッキングヒー
ターは裸火がなく、
使いやすさと安心につながっています。
当施設の利用者は、各居室で自分らしい暮らしを楽しむ一方、
ドアを開ければすぐにデイ
サービスや看護師による医療など様々なサービスを一元的に受けることができる環境となって
いるため、
いつまでも快適にプレミアムな時を過ごしていただきたいと考えております。
スタッフの
環境も整備されており、併設され
た企業主導型保育所に子ども
を預けながら勤務しています。

あかねヶ丘

YONEKI プレミアム

管理者 兼 計画作成担当者

川田 咲子さん

どんなに険しい表情の高齢者
も、子どもに会うと途端に顔
が明るくなり子どもには敵わ
ないなと思いますね。
スタッ
フと
「笑顔溢れる施設
にしたい」
と日々、工夫
を重ねています。

段もの石段になっており、本尊を祀る
「奥之院」につな
がっています。頂上にある
「五大堂」では、山寺を一望
する絶景を楽しむことができます。

文翔館
大正5年に建てられた「文翔館」は、大正初期の洋風建築
を代表する、貴重な英国近世復興様式のレンガ造りの建物で
す。現在は無料で一般公開しており、忠実に復元された大正
ロマン漂う内装や外観を自由に見学することができます。また
コンサートや展覧会などのイベント会場にもなっています。

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
電化厨房システム
IH クッキングヒーター
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
ヒートポンプ式床暖房システム

