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オール電化でサービスの充実とコストの低減を実現。
さらに、周辺環境へ配慮した施設となりました。

蔵王町の紹介
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これまで長年にわたって地域の発展にご尽力を賜った利用者さまに敬意を表し、
人生を楽しく、
生きがいある生活を送っていただくために、
真心をこめてオール電化システムを
導入しました。
今回の施設の建設に当たっては、
事業に携わる職員等の意見も聞き、
利用者はもとより働く
人のことも考えて設計しました。
実際に電化設備を使用してみると、
ご高齢の方を優しく包み
込むような暖かさでお迎えできるとともに、
各エリアの温度調整も簡単なため、
スタッフの負担も
軽減されました。
入浴設備も以前の施設で採用していた重油ボイラーと違い、
運転や管理の
手間もほとんどいらないため、
メンテナンスコストをおさえることができました。
当施設では万が一の自然災害時でも、
蓄熱式床暖房により数日間は暖を取れるため、
安
心して過ごすことができます。
蔵王山麓の恵まれた自然の中で、
快適な仕事環境を実現でき
る電化システムを採用することは、
利用者や職員にとって最適な選択であり、
ひいては地域福
祉の推進の大きな手助けとなると考えております。

蔵王町（ざおうまち）
は昭和30年、宮村と円田村が合併して誕生しました。東北の霊峰蔵王連峰
の東麓、宮城県の南西部に位置し、町域の約6割が山林・原野で占められています。町の中央を松
川が貫流し美しい渓谷の景観を作り出しており、蔵王連峰に連なる高原地帯には貴重な野鳥など
が生息し、
自然の宝庫となっています。
※蔵王町ホームページからの引用
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維持・管理が容易なオール電化の採用は
スタッフのやりがいも高めてくれます。
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平間 一志さん

ことりはうす

昭和59年5月に開館したこけし

ことりはうすでは、蔵王町を中心

みやぎ蔵王えぼしリゾート
宮城県最大規模を誇るスキー

館。1階には、全国の伝統こけし

とした宮城県の自然環境や、四季

場をもつ、みやぎ蔵王えぼしリゾー

や木地玩具5,500点を、系統別

の姿が集められています。自然の

ト。冬 以 外でも、春はすいせんま

にわかりやすく展示してあります。

仕組みや蔵王町の自然、宮城県

つり、
シロヤシオツツジ観賞、夏はト

湯時間が自動設定できるため、
朝早くからの入浴もスムーズです。
以前は重油ボイラーを使っ
ており、
月曜9時の入浴時間に合わせて、
日曜日に機器を動かす必要がありました。
今は休日
出勤も無くなりましたし、
故障で利用者さまにご迷惑をかける心配もありません。
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自分だけのオリジナル

を使ってわかりやすく解説してお

煮会と、一年中楽しめるスポーツリ

こけしを作ることができます。

り、
自然の成り立ちや生命の大切

ゾート施設です。
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（宮城県刈田郡蔵王町）

さを学ぶことができます。

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
電気温水器
電化厨房システム
蓄熱式電気床暖房システム

ればいけません。
電化システムは職場の環境づくりにも大いに役立っていると思います。

屋外にはゲートボール場・ペタンクコートなども整備されています
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蔵王こけし館

日帰りのデイサービス施設では、
利用者さま一人ひとりに合わせたきめ細かいサービスを短
時間で提供することが求められています。
空調と床暖房はこまめに調整をしながら、
デイルー
ムや脱衣室など、
どこにいても身体に心地よい温度で過ごせるようにしています。
お風呂も給

電化厨房では、
蒸す、
焼く、
煮るなどが簡単にできるスチームコンベクションオーブンを使い、
昼
食と配食のお弁当を利用者さまの健康状況や嗜好に合わせながら２～3人で効率的に作って
います。
IHは火を使わず、
加えて凹凸が無く平面なので、
食器や調味料も自由に置けて調理が
スムーズにできます。
また、
電化厨房は廃熱が少なく、
厨房内が暑くならず1年中快適に作業で
きることがスタッフに大好評です。
介護の質を高めるためには、
誰もが働きたいと思う職場でなけ

社会福祉法人
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効率的電気利用モデル施設のご案内

オール電化で、
「ゆとり」
と
「コスト削減」の両立を図りながら、
利用者､スタッフ､環境にやさしいデイサービスを提供。
質の高いデイサービスや訪問介護を行う
蔵王町の福祉と介護の拠点
蔵王町社会福祉協議会は、施設の老朽化にともない、平
成28年1月に移転・新築し、新しい施設で利用者を迎えていま
す。
デイサービスや訪問介護支援事業などを中心に事業展開
する同協議会では、新築を機に利用定員55名の「大規模通
所介護施設」
としてスタートしました。
光と開放感に満ちたゆとりある建物や最新の電化設備・電
化機器のもと、看護師をはじめ介護福祉士やケアマネージャー
などの介護のスペシャリスト70数名が、重度の介護者も受け

施 設 概

高効率で環境にやさしい

クリーンに、経済的に、豊富に給湯

ヒートポンプ空調システム

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（定格暖房標準能力）
45.0kW×2台、
25.0kW×1台、
18.0kW×1台、
16.0kW×2台、
4.0kW×2台

要

社会福祉法人

（加熱能力）
中間期40.0kW×1台、
貯湯量10,500ℓ

大気熱を利用して、投入されたエネルギーの3倍以上のエネルギーを得ることができ

空気の熱を利用して、
効率的にお湯を沸かすので省エネ性に優

る効率性の高さと環境へのやさしさ、全館の空調を集中管理できる操作の簡単さが

れます。
また、
火を使わないので、
燃焼臭やCO2の排出がなくクリー

特長です。

ンで、
運転音が静かなことも魅力。燃料の補給が必要なく、
メンテナ

蔵王町社会福祉協議会では、利用状況に合わせて空間をブロックに分け、
それぞれ

蔵王町社会福祉協議会

ンスの手間もかかりません。

に最適な温度環境を効率的に実現しています。

屋上に整然と設置された室外機

〒989-0821
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字十文字北３番１
TEL.0224-33-2940／FAX.0224-22-7940

午前中の限られた入浴時間にたっぷりお湯を使う蔵王町社会
福祉協議会にとって、
高効率なエコキュートは頼りになる存在です。

敷 地 面 積 ： 6,454.91㎡
構

造 ： 鉄構造合金メッキ板ぶき平屋建

延 床 面 積 ： 1,323.75㎡
竣

工 ： 平成27年11月30日

定

員 ： デイサービス部門55名

設計・監理 ： 株式会社福祉医療建築設計事務所

入れながら、細やかで手厚いケアを実践しています。
さらに、

厨房でもたっぷりと利用できる適温のお湯

地域交流ホールや野外ゲートボール場などを町民に広く開放
し、蔵王町における老人福祉の拠点として施設の積極活用を
行っています。

至仙台↑
至遠刈田温泉
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コンビニ
●

利用環境はもとより作業環境の向上を
電化システムがサポート
オール電化施設にしました。利用者が大半の時間を過ごす

●

●

白石消防署
蔵王出張所

蔵王町役場

ございん
ホール

も足元や窓際までも温度差がなく均一に暖めています。空調
をブロックごとに温度制御することでランニングコストの低減化
も実現しました。同施設では、午前中に入浴が集中しますが、

蔵王町
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東

川
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東北本線
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白石蔵王駅

います。電化厨房では、衛生的な環境のもとで昼食と配食の
お弁当を迅速に提供。
その美味しさから、
ほとんどの利用者が
完食し、健康維持に貢献しています。
「電気は安全で設備の
維持管理がとってもラク」
とスタッフにも好評。作業負担を軽減
し、働くスタッフの労働環境の向上にも役立っています。

も快適な温度のお湯が使えます。

電化厨房システム

受付

クリーンにやさしく足元から暖める

スチームコンベクションオーブン9.4kW×1台、
ＩＨテーブルレンジ5.0kW×3台、
ＩＨローレンジ6.0kW×1台、
食器洗浄機8.3kW×1台、
食器消毒保管庫6.55kW×1台 ほか（合計62.32kW）

蓄熱式電気床暖房システム
69.79kW×1系統，37.8kW×1系統

直火を使わないため、
厨房内の室温上昇を抑制して快適な厨房環境
を実現。
また、
厨房内の衛生管理がしやすく、
調理温度や調理時間の管

蔵王おろしの吹く寒さが厳しい冬季でも、エコキュートは安定
した湯温でたっぷりお湯をつくるので、利用者によろこばれて

ク下などデッドスペースを活用し小型
の電気温水器を設置しており、
いつで
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北

石
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蔵王町社会福祉協議会では、
シン

手洗い場への出入りも快適に空調管理され
ています

火を使わないから安心・快適
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約12ℓ×1台、
約3ℓ×17台
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誰もがゆとりと温かさを感じながら快適に利用できるよう、

いつでもたっぷりと利用できるエコキュートのお湯

ム

ヒートポンプ空調システム

（定格暖房標準能力）45.0kW×2台、25.0kW×1台
18.0kW×1台、16.0kW×2台
4.0kW×2台

床面からの伝導熱と輻射熱で、空気を汚さず利用者を足元からやさし

理が容易で、
メニューに応じた調理のマニュアル化が可能になります。

く包むように暖めます。床や壁などに暖房機が無いため、室内スペースを

蔵王町社会福祉協議会では、快適な厨房環境のもと、少人数のス

有効に使えるとともに、施設利用者の障害物とならず安全です。
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を導入し、デイルームや事務室、浴室、脱衣室などをやわらかに暖房し
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（加熱能力）中間期40.0kW×1台、貯湯量10,500ℓ
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蓄熱式電気床暖房システム
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開放的なエントランス
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蔵王おろしの吹く寒さが厳しい冬季でも、エコキュートは安定
した湯温でたっぷりお湯をつくるので、利用者によろこばれて

ク下などデッドスペースを活用し小型
の電気温水器を設置しており、
いつで
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蔵王町社会福祉協議会では、
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手洗い場への出入りも快適に空調管理され
ています
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広いスペースでも心地よい空調に包まれている地域交流ホール
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蔵王町社会福祉協議会

宮城県

約25ℓ×1台、
約12ℓ×1台、
約3ℓ×17台
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170畳のデイルームや事務室の共用ゾーンは、
ヒートポンプエ
アコンと蓄熱式電気床暖房を併用。天井が高くて広い室内で
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誰もがゆとりと温かさを感じながら快適に利用できるよう、

いつでもたっぷりと利用できるエコキュートのお湯

ム

ヒートポンプ空調システム

（定格暖房標準能力）45.0kW×2台、25.0kW×1台
18.0kW×1台、16.0kW×2台
4.0kW×2台

床面からの伝導熱と輻射熱で、空気を汚さず利用者を足元からやさし

理が容易で、
メニューに応じた調理のマニュアル化が可能になります。

く包むように暖めます。床や壁などに暖房機が無いため、室内スペースを

蔵王町社会福祉協議会では、快適な厨房環境のもと、少人数のス

有効に使えるとともに、施設利用者の障害物とならず安全です。

タッフで、利用者の状況に合わせた多種多彩なメニューを迅速に作っ

蔵王町社会福祉協議会では、地中蓄熱式の輻射床暖房システム

ています。

を導入し、デイルームや事務室、浴室、脱衣室などをやわらかに暖房し
ています。

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（加熱能力）中間期40.0kW×1台、貯湯量10,500ℓ

電気温水器

約25ℓ×1台、約12ℓ×1台、約3ℓ×17台

電化厨房システム

スチームコンベクションオーブン9.4kW×1台、
ＩＨテーブルレンジ5.0kW×3台、IＨローレンジ6.0kW×1台、
食器洗浄機8.3kW×1台、食器消毒保管庫6.55kW×1台 ほか
（合計62.32kW）

蓄熱式電気床暖房システム
69.79kW×1系統、37.8kW×1系統

脱衣室

スチームコンベクションオーブン

ＩＨテーブルレンジ

ＩＨローレンジ

食器洗浄機

食器消毒保管庫

デイルームに設置されているＩ
Ｈクッキングヒーター

デイルーム

開放的なエントランス
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効率的電気利用モデル施設のご案内

オール電化でサービスの充実とコストの低減を実現。
さらに、周辺環境へ配慮した施設となりました。

蔵王町の紹介

私どもは、
これまで長年にわたって地域の発展にご尽力を賜った利用者さまに敬意を表し、
人生を楽しく、
生きがいある生活を送っていただくために、
真心をこめてオール電化システムを
導入しました。
今回の施設の建設に当たっては、
事業に携わる職員等の意見も聞き、
利用者はもとより働く
人のことも考えて設計しました。
実際に電化設備を使用してみると、
ご高齢の方を優しく包み
込むような暖かさでお迎えできるとともに、
各エリアの温度調整も簡単なため、
スタッフの負担も
軽減されました。
入浴設備も以前の施設で採用していた重油ボイラーと違い、
運転や管理の
手間もほとんどいらないため、
メンテナンスコストをおさえることができました。
当施設では万が一の自然災害時でも、
蓄熱式床暖房により数日間は暖を取れるため、
安
心して過ごすことができます。
蔵王山麓の恵まれた自然の中で、
快適な仕事環境を実現でき
る電化システムを採用することは、
利用者や職員にとって最適な選択であり、
ひいては地域福
祉の推進の大きな手助けとなると考えております。

蔵王町（ざおうまち）
は昭和30年、宮村と円田村が合併して誕生しました。東北の霊峰蔵王連峰
の東麓、宮城県の南西部に位置し、町域の約6割が山林・原野で占められています。町の中央を松
川が貫流し美しい渓谷の景観を作り出しており、蔵王連峰に連なる高原地帯には貴重な野鳥など
が生息し、
自然の宝庫となっています。
※蔵王町ホームページからの引用

社会福祉法人
蔵王町社会福祉協議会
会

伊藤 重富さん

維持・管理が容易なオール電化の採用は
スタッフのやりがいも高めてくれます。

デイサービス所長

平間 一志さん

ことりはうす

昭和59年5月に開館したこけし

ことりはうすでは、蔵王町を中心

みやぎ蔵王えぼしリゾート
宮城県最大規模を誇るスキー

館。1階には、全国の伝統こけし

とした宮城県の自然環境や、四季

場をもつ、みやぎ蔵王えぼしリゾー

や木地玩具5,500点を、系統別

の姿が集められています。自然の

ト。冬 以 外でも、春はすいせんま

にわかりやすく展示してあります。

仕組みや蔵王町の自然、宮城県

つり、
シロヤシオツツジ観賞、夏はト

湯時間が自動設定できるため、
朝早くからの入浴もスムーズです。
以前は重油ボイラーを使っ
ており、
月曜9時の入浴時間に合わせて、
日曜日に機器を動かす必要がありました。
今は休日
出勤も無くなりましたし、
故障で利用者さまにご迷惑をかける心配もありません。

2階ではこけしの絵付け体験コー

の野鳥の生態などを、模型や剥製

レッキング、秋は星空鑑賞会や芋

ナーがあり、
自分だけのオリジナル

を使ってわかりやすく解説してお

煮会と、一年中楽しめるスポーツリ

こけしを作ることができます。

り、
自然の成り立ちや生命の大切

ゾート施設です。

社会福祉法人

蔵王町社会福祉協議会様

（宮城県刈田郡蔵王町）

さを学ぶことができます。

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
電気温水器
電化厨房システム
蓄熱式電気床暖房システム

ればいけません。
電化システムは職場の環境づくりにも大いに役立っていると思います。

屋外にはゲートボール場・ペタンクコートなども整備されています
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蔵王こけし館

日帰りのデイサービス施設では、
利用者さま一人ひとりに合わせたきめ細かいサービスを短
時間で提供することが求められています。
空調と床暖房はこまめに調整をしながら、
デイルー
ムや脱衣室など、
どこにいても身体に心地よい温度で過ごせるようにしています。
お風呂も給

電化厨房では、
蒸す、
焼く、
煮るなどが簡単にできるスチームコンベクションオーブンを使い、
昼
食と配食のお弁当を利用者さまの健康状況や嗜好に合わせながら２～3人で効率的に作って
います。
IHは火を使わず、
加えて凹凸が無く平面なので、
食器や調味料も自由に置けて調理が
スムーズにできます。
また、
電化厨房は廃熱が少なく、
厨房内が暑くならず1年中快適に作業で
きることがスタッフに大好評です。
介護の質を高めるためには、
誰もが働きたいと思う職場でなけ

社会福祉法人
蔵王町社会福祉協議会

効率的電気利用
モデル施設のご案内
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