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NPO法人ヒューマンケア 

リハビリ型デイサービス 併設 

あじさい北田園あじさい北田園あじさい北田園あじさい北田園    
  

安心の医療・介護連携 
  

サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅    

東京都福生市北田園１－５－９東京都福生市北田園１－５－９東京都福生市北田園１－５－９東京都福生市北田園１－５－９    

お問合せ お問合せ お問合せ お問合せ ０４２－５３０－５５５９０４２－５３０－５５５９０４２－５３０－５５５９０４２－５３０－５５５９    
    

  



最後まで自宅で暮らせるまちづくり最後まで自宅で暮らせるまちづくり最後まで自宅で暮らせるまちづくり最後まで自宅で暮らせるまちづくり    「施設」から「在宅」へ「施設」から「在宅」へ「施設」から「在宅」へ「施設」から「在宅」へ    

「地域包括ケアシステム」「地域包括ケアシステム」「地域包括ケアシステム」「地域包括ケアシステム」    

    サービス付きサービス付きサービス付きサービス付き    

高齢者向け住宅高齢者向け住宅高齢者向け住宅高齢者向け住宅    

地域の福祉・医療・交流の拠点 

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける 

●デイサービスセンター●デイサービスセンター●デイサービスセンター●デイサービスセンター    

●診療所●診療所●診療所●診療所    

●訪問看護ステーション●訪問看護ステーション●訪問看護ステーション●訪問看護ステーション    

●ヘルパーステーション●ヘルパーステーション●ヘルパーステーション●ヘルパーステーション    

●交流施設●交流施設●交流施設●交流施設    等等等等    

連携連携連携連携    

地域と交流
地域と交流
地域と交流
地域と交流    



サービス付き高齢者住宅とは？サービス付き高齢者住宅とは？サービス付き高齢者住宅とは？サービス付き高齢者住宅とは？    

バリアフリー 

安心できる見守りサービス 

 安否確認・生活相談 

安否確認安否確認安否確認安否確認    
各部屋に緊急通知装置設置 

 

お困りごとのご相談お困りごとのご相談お困りごとのご相談お困りごとのご相談    
必要に応じて介護サービスを

お取次ぎします 

施設施設施設施設とととと自宅自宅自宅自宅のののの中間中間中間中間にあるにあるにあるにある「住まい」「住まい」「住まい」「住まい」です。です。です。です。    
 

自由度が 

高い 



「「「「あじさいあじさいあじさいあじさい北田園北田園北田園北田園」」」」コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト    

●「もしも」のときの●「もしも」のときの●「もしも」のときの●「もしも」のときの安心安心安心安心    

            ２４時間３６５日スタッフ常駐２４時間３６５日スタッフ常駐２４時間３６５日スタッフ常駐２４時間３６５日スタッフ常駐    

食事食事食事食事    

交流交流交流交流    

その人らしい暮らしができる住まいその人らしい暮らしができる住まいその人らしい暮らしができる住まいその人らしい暮らしができる住まい    

自由自由自由自由    

医療医療医療医療    介護介護介護介護    

●長屋（ながや）の暮らしに学ぶ●長屋（ながや）の暮らしに学ぶ●長屋（ながや）の暮らしに学ぶ●長屋（ながや）の暮らしに学ぶ    

                ⇒「⇒「⇒「⇒「共に暮らす共に暮らす共に暮らす共に暮らす」生活」生活」生活」生活    
    

●多様なライフスタイル●多様なライフスタイル●多様なライフスタイル●多様なライフスタイル    

                ⇒⇒⇒⇒自由自由自由自由ととととプライバシープライバシープライバシープライバシーの確保の確保の確保の確保    
    

●●●●「食」「食」「食」「食」へのこだわりへのこだわりへのこだわりへのこだわり    

                ⇒⇒⇒⇒料理人料理人料理人料理人によるによるによるによる旬旬旬旬のおもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなし    



生活支援サービス（基本サービス）生活支援サービス（基本サービス）生活支援サービス（基本サービス）生活支援サービス（基本サービス）    

フロントサービスフロントサービスフロントサービスフロントサービス    
①郵便受けに入らない郵便・宅配

物を一時的にお預かり。 

②来訪者の受付、対応     

③ゴミ出しのお手伝い   

④ご依頼により、タクシーの手配 

安否確認・状況把握サービス安否確認・状況把握サービス安否確認・状況把握サービス安否確認・状況把握サービス    
24時間365日共用部分の巡回、ご入居者様個別の安否確認、状況把握をいたします。 

 

生活相談サービス生活相談サービス生活相談サービス生活相談サービス    
日常の生活でのお困りごと、介護に関すること、心身の具合に関すること、その他、生活上の

あらゆる相談をいつでもお受けいたします。 

 

緊急コールサービス緊急コールサービス緊急コールサービス緊急コールサービス    
急激な心身の不調、突発的な事故（転倒等）の際は、緊急コールにより24時間365日いつでも

対応いたします。必要に応じて、ご家族様への連絡、救急車の要請をおこないます。 

⑤重要書類等のお預かり   

⑥ご要望により、お小遣いの管理  

⑦クリーニングの手配、受け取り  

⑧簡単な修理、修繕、その他の作業（電

球の取り付け等） 



オプションサービス（付帯サービス）オプションサービス（付帯サービス）オプションサービス（付帯サービス）オプションサービス（付帯サービス）    

食事サービス食事サービス食事サービス食事サービス    
 

専属の料理人による栄養バランスのと

れた美味しいお食事を、ご希望に応じ

て、朝・昼・晩の三食ご用意させていた

だきます。 

 

要 介 護 の 方 の、「刻 み 食」や「お か

ゆ」、「とろみ」にも対応いたします。 

 

1食からの注文が可能です。 

 

共用のキッチンを使用して、自炊する

こともできます。 

自費サービス自費サービス自費サービス自費サービス    
 

介護保険適用外の介護、家事について、

割安な料金でのサービスを提供いたしま

す。 

 

入浴介助、排泄介助、食事介助等の身

体介護サービス 
 

洗濯、掃除、調理等の生活援助サービス 
 

健康管理サービス（看護師による定期的

なサービス） 
 

救急対応サービス 
 

※自費サービス費用の上限を２万円と致

します。 

 



医療と介護の連携医療と介護の連携医療と介護の連携医療と介護の連携    

安心のサポート体制安心のサポート体制安心のサポート体制安心のサポート体制    

 

手作り手作り手作り手作り    

食事サービス食事サービス食事サービス食事サービス    

２４時間３６５日の見守り２４時間３６５日の見守り２４時間３６５日の見守り２４時間３６５日の見守り    

医師の往診医師の往診医師の往診医師の往診    

提携病院提携病院提携病院提携病院    

 

    リハビリ型デイサービスリハビリ型デイサービスリハビリ型デイサービスリハビリ型デイサービス    
        看護師・理学療法士がいます    

【併設】【併設】【併設】【併設】    

 

NPONPONPONPO有償ボランティア有償ボランティア有償ボランティア有償ボランティア    

生活援助サービス等生活援助サービス等生活援助サービス等生活援助サービス等    

サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅    あじさい北田園あじさい北田園あじさい北田園あじさい北田園    

ケアプラン作成ケアプラン作成ケアプラン作成ケアプラン作成    

ヘルパー派遣ヘルパー派遣ヘルパー派遣ヘルパー派遣    

居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導    

訪問歯科訪問歯科訪問歯科訪問歯科    

 

買い物支援買い物支援買い物支援買い物支援    



住居のご案内住居のご案内住居のご案内住居のご案内    

●バリアフリー 

 

 

●スプリンクラー 

 

 

●緊急通報装置   

居室内はもちろん、建物内外も段差がなく、

車いすでも移動しやすい設計。 

 

火災発生時の初期消火のため、各居室、廊

下に設置しています。 

 

室内はもちろん、バス・トイレにも設置。 

１階１階１階１階    ２階２階２階２階    

    ゆたかな自然 
 

★ふっさ桜まつり★ 

福生一番の桜の名所といえば、多摩

川の堤防です。 

★多摩川中央公園★ 

 徒歩５分の中央公園からは多摩川

を訪れるカモ、セキレイ、シラサギな

ど野鳥の姿を楽しむことができます。 

専属の料理人による 

手作りの食事をお楽しみください 



毎月のご利用料金（月額利用料）毎月のご利用料金（月額利用料）毎月のご利用料金（月額利用料）毎月のご利用料金（月額利用料）    

◆共益費： 居室及び共有部分の維持管理費（水道光熱費・保守管理費等） 

◆生活支援サービス費：24時間の緊急対応、安否確認、生活相談、外部事業者への取り次ぎ、フロントサービス（来訪

者対応、配達物の一時預かり、医療機関への情報提供、居室の電球交換や簡単な修繕作業） 

◆敷金：家賃の2か月分 

◆食費：1日3食×30日お召し上がりの場合 45360円 （朝324円、昼540円、夕648円） 

※その他個別費用：介護保険1割負担額、医療費・薬剤費（医療保険の自己負担額） 

※ご夫婦でも入居できます。 

 （共益費35,000円、生活支援サービス費・食事はそれぞれ2名様分になります） 

 

プランプランプランプランAAAA        合計合計合計合計    １５７，８８０１５７，８８０１５７，８８０１５７，８８０    

    家賃家賃家賃家賃    ６５，０００ 

    共益費共益費共益費共益費    ２５，９２０ 

    生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費    ２１，６００ 

    食費（３食）食費（３食）食費（３食）食費（３食）    ４５，３６０ 

プランプランプランプランBBBB        合計合計合計合計    １４１，６８０１４１，６８０１４１，６８０１４１，６８０    

    家賃家賃家賃家賃    ６５，０００ 

    共益費共益費共益費共益費    ２５，９２０ 

    生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費    ２１，６００ 

    食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）    ２９，１６０ 

プランプランプランプランCCCC        合計合計合計合計    １５５，８８０１５５，８８０１５５，８８０１５５，８８０    

    家賃家賃家賃家賃    ６３，０００ 

    共益費共益費共益費共益費    ２５，９２０ 

    生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費    ２１，６００ 

    食費（３食）食費（３食）食費（３食）食費（３食）    ４５，３６０ 

プランプランプランプランDDDD        合計合計合計合計    １３９，６８０１３９，６８０１３９，６８０１３９，６８０    

    家賃家賃家賃家賃    ６３，０００ 

    共益費共益費共益費共益費    ２５，９２０ 

    生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費    ２１，６００ 

    食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）食費（朝夕２食）    ２９，１６０ 



ご入居時にかかる費用・ご入居までの流れご入居時にかかる費用・ご入居までの流れご入居時にかかる費用・ご入居までの流れご入居時にかかる費用・ご入居までの流れ    

※１ 上記の共益費、生活支援サービス日は次月分の料金となります。 

※２ 当月分については日割り月額利用料にて計算させていただきます。 

共益費共益費共益費共益費    ２５，９２０円２５，９２０円２５，９２０円２５，９２０円 

生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費生活支援サービス費        ２１，６００円２１，６００円２１，６００円２１，６００円 

ご入居時費用合計ご入居時費用合計ご入居時費用合計ご入居時費用合計    
（食費含まず）（食費含まず）（食費含まず）（食費含まず）    

２３６，５２０円２３６，５２０円２３６，５２０円２３６，５２０円 

次月分の家賃次月分の家賃次月分の家賃次月分の家賃    ６３，０００円６３，０００円６３，０００円６３，０００円 

敷金（家賃２ヶ月分）敷金（家賃２ヶ月分）敷金（家賃２ヶ月分）敷金（家賃２ヶ月分）    １２６，０００円１２６，０００円１２６，０００円１２６，０００円 １３０，０００円１３０，０００円１３０，０００円１３０，０００円 

６５，０００円６５，０００円６５，０００円６５，０００円 

２５，９２０円２５，９２０円２５，９２０円２５，９２０円 

２１，６００円２１，６００円２１，６００円２１，６００円 

２４２，５２０円２４２，５２０円２４２，５２０円２４２，５２０円 

【ご入居時までの流れ】【ご入居時までの流れ】【ご入居時までの流れ】【ご入居時までの流れ】    

【ご入居時にかかる費用】【ご入居時にかかる費用】【ご入居時にかかる費用】【ご入居時にかかる費用】    

 

お問い合せ 
 

見学・相談 
 

仮入居申込 

 

面談・ 

入居審査 

 

契約・ 

入居手続き 

 

引越し・ 

ご入居 

プランプランプランプランAAAA・・・・BBBB    プランプランプランプランCCCC・・・・DDDD    



【参考資料】【参考資料】【参考資料】【参考資料】    

介護保険１割負担額上限目安表介護保険１割負担額上限目安表介護保険１割負担額上限目安表介護保険１割負担額上限目安表    
要介護度要介護度要介護度要介護度    区分支給限度基準区分支給限度基準区分支給限度基準区分支給限度基準    介護保険介護保険介護保険介護保険    １割負担（約）１割負担（約）１割負担（約）１割負担（約）    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ５，００３単位５，００３単位５，００３単位５，００３単位    ５，００１円５，００１円５，００１円５，００１円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    １０，４７３単位１０，４７３単位１０，４７３単位１０，４７３単位    １０，４７３円１０，４７３円１０，４７３円１０，４７３円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    １６，６９２単位１６，６９２単位１６，６９２単位１６，６９２単位    １６，６９２円１６，６９２円１６，６９２円１６，６９２円    
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イメージ図 

お持ちいただくものお持ちいただくものお持ちいただくものお持ちいただくもの    

居室には、使い慣れたものをお持込みいただけます。ご自由にお使いください。 

ベッド、寝具、テレビ、冷蔵庫、掃除機、机、椅子、カーテン、電話

機（NTTの工事費別途要）、照明器具お仏壇等 

【家具・電化製品等】 

【衣類・タオル等】 

外出着・パジャマ・下着、タオル、バスタオル 

【日用品 他】 

洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉、入歯洗浄剤）、

ティッシュ等、ご使用の介護用品（杖、車椅子、

おむつなど）、内服薬など 



よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（QQQQ＆＆＆＆AAAA））））    その①その①その①その①    

Q 入居の基準はどのようなものでしょうか？ 

A ご年齢が６０歳以上であり、要介護・要支援・

自立の方、また、身元引受人・連帯保証人がいらっ

しゃることが条件となります。また60歳未満でも介護

保険をお使いの方はご入居いただけます。 

Q 急に入院した場合、退去しなくてはいけないこと

があるのでしょうか？ 
 

A 急な入院や介護状態の悪化により、ご退去しな

くてはならないことはございません。賃貸アパートと同

様に、入居中の家賃、共益費、サービス費をご負担

いただければ、お部屋は確保されます。 

Q 自立で介護保険は使っていません。 

でも、1人ではしんどい作業などは助けてもらえます

か？ 
 

A 自費サービスや有償ボランティアをご利用いた

だけます。お気軽にご相談ください。 

Q 月額利用料以外に掛かる費用は何があるのでしょ

うか？ 
 

A 介護保険サービス及び、介護保険適用外の自

費サービスの費用が必要になります。 

また、医療に関する費用（診療費、薬代）、オムツが必

要な方は別途費用が必要になります。 



よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（QQQQ＆＆＆＆AAAA））））    その②その②その②その②    

Q 定期的な通院に家族が一緒に行くことができ

ません。通院への付添い等は、してもらえるので

しょうか？ 
 

A 大丈夫です。 

お部屋を出てから帰宅するまで、生き帰りの送迎

から、待合室での付添い、病状説明の同伴、調剤

薬局での薬の受取り等、一連のお手伝いをすべて

させていただきます。 

費用は、介護保険サービスと自費サービスを組み

合わせて設定することができます。 

Q 家族と同居していた要介護状態の者が入居する

場合に、在宅で家族がしていた諸々の仕事は、誰が

どのようにやってくれるのでしょうか？ 
 

A ご入居されますと、同居のご家族様がいなくなり

ますので、「一人住まい」ということになります。今ま

で、ご自宅でご家族様がされていた役割は、ケアマネ

ジャーの作るケアプランにより、介護保険サービスと

自費サービスとを適切に組み合わせて、生活に支障

のないよう、より良い生活ができるように支援させて

いただきます。 



Q 夜間に身体の具合が悪くなった場合には、どうなる

のでしょうか？ 

A 居室内にある「緊急コール」のボタンを押すことに

よって、１階事務室に連絡が届きます。即座に担当スタッ

フが居室に駆けつけ、状況を把握し適切な対応を致しま

す。（状態により、救急車の手配をいたします） 

よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（よくあるご質問（QQQQ＆＆＆＆AAAA））））    その③その③その③その③    

Q 車いすの人でも入居できるのでしょうか？ 

A ご入居いただけます。 

当住宅は、館内すべてバリアフリーになっておりま

すので、大丈夫です。また、車いすをご利用の方で

も、当住宅において生活する上でのより良い状態を

目指したケアプランを組み立てることにより、生活

全般の支援をさせていだだきます。 

Qとても大人しい猫ですが、飼うことはできます

か？ 

A大変申し訳ございません。ペット、その他の動物

の飼育は禁止とさせていただいております。 

Q 住宅内でタバコを吸うことはできますか？ 

A 建物全体（住宅部分、デイサービス、事務所、玄関

等）は、完全禁煙となっております。ご訪問の方におかれ

ましても、お守りいただきますようお願い致します。 



福生は福生は福生は福生は    

        こんなところこんなところこんなところこんなところ    

あじさいあじさいあじさいあじさい北田園北田園北田園北田園    

多摩川沿多摩川沿多摩川沿多摩川沿いのいのいのいの桜並木桜並木桜並木桜並木    

ほたるほたるほたるほたる公園公園公園公園    

福生病院 

大聖病院 

目白第二病院 

福生団地 

クリニック 

福生までのアクセス 
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