


施設名称 介護付有料老人ホーム 住之江の郷

施設の類型及び表示事項

介護付有料老人ホーム

居住の権利形態 ：利用権方式

入居時の要件 ：要支援・要介護

介護保険 ：指定特定施設入居者生活介護

：指定介護予防特定施設入居者生活介護

：指定短期入所生活介護

介護居室区分 ：全室個室

介護にかかわる職員体制 ３：１

介護保険の

指定居宅サービス等

の指定

大福祉第３２４－６８号（平成２４年５月１日指定）

・特定施設入居者生活介護 ２７７５９０１９８２

大福祉第３２４－６５号（平成２４年5月１日指定）

・介護予防特定施設入居者生活介護 ２７７５９０１９８２

開設年月日 平成２４年５月１日

施設所在地 大阪市住之江区新北島８丁目１番６３

敷地概要（権利関係）
敷地面積 ９６７．１０㎡（２９２．５５坪）

土地所有者 社会福祉法人 三養福祉会

建物概要（権利関係）

延べ床面積 ２，４９３㎡（７５４．１３坪）

建物所有者 社会福祉法人 三養福祉会

建築構造 鉄筋コンクリート造 地上５階建

竣工 平成２４年５月１日

居室

居室数 ６０室 （全個室）

定員 ６０名

居室面積 １８㎡

共用施設概要
食堂、機能訓練室、浴室、洗濯室、車椅子対応型トイレ

エントランスホール、健康管理室、相談室

居室面積 １８ ㎡
付属設備

等

照明器具、エアコン、多機能トイレ、洗面化粧、電動

ベッド、ナースコール、レースカーテン 電話回線、

テレビ回線

施設サービス利用料 136,000 円 賃料＋管理費＋食費

賃料 55,000 円

管理費 32,400 円

１ヶ月３０日の場合

*共用部分の維持管理、電気代、

居室水道光熱費、事務費等

食費 48,600 円

１ヶ月３０日、１日３食の場合

*１日３食１，６２０円

（朝：３２４円 昼晩：６４８円）

施設サービス利用料
113,600

227,200
円 賃料＋管理費＋食費

賃料
42,000

84,000
円

管理費
23,000

46,000
円

１ヶ月３０日の場合

*共用部分の維持管理、電気代、

居室水道光熱費、事務費等

食費
48,600

97,200
円

１ヶ月３０日、１日３食の場合

*１日３食１，６２０円

（朝：３２４円 昼晩：６４８円）

● 施設概要

●●●● 利用料（月額） 夫婦価格

※黒数字は１人価格、赤数字は２人分合計

● 施設サービス料（月額） 標準

● 居室



● 施設サービス一覧表

サービス項目／サービス種別 介護保険及び利用料に含まれる

サービス

その他サービス

● 介護サービス

巡回

昼間７時～２０時 ○

夜間２０時～７時 ○ ※２１時２４時３時６時

食事介助 ○

排泄

排泄介助 ○

おむつ交換 ○

おむつ代 実費

入浴介助（規定回数内）

清拭 ○

一般浴介助 ○

特浴介助 ○

入浴介助（規定回数以上） 一般／回 ボックス／回 リフト／回

要支援１ ５８０円 ６４０円 ７００円

要支援２ ６４０円 ７００円 ７７０円

介護１ ７００円 ７７０円 ８４０円

介護２ ７５０円 ８３０円 ９００円

介護３ ８１０円 ８９０円 ９７０円

介護４ ８７０円 ９６０円 １，０４０円

介護５ ９３０円 １，０２０円 １，１１０円

身辺介助

体位変換 ○

居室からの移動 ○

衣類の着脱 ○

身だしなみ介助 ○

機能訓練 ○

緊急時対応

ナースコール ○

健康管理サービス

定期健康診断 実費※年２回

定期診療 実費※１回／週（歯科は随時）

健康相談 ○

生活指導 ○

栄養指導 ○

服薬支援 ○

生活リズムの記録（排便、睡眠等） ○

訪問リハビリ 週３回 ※実費

サービス項目／サービス種別 介護保険及び利用料に含まれる

サービス

その他サービス

健康体操 ○ 月２回

入退院時及び入院中のサービス

医療費 実費（医療保険）

※かかりつけ医療機関の診察を受けていただくことは可能です。緊急の場合はかかりつけ医療機関に問い合わせする

場合もあります。

送迎・通院介助サービス ５４０円／３０分

食事サービス

朝食 ８：００から９：００ ３２４円

昼食 １２：００から１３：００ ６４８円

夕食 １８：００から１９：００ ６４８円

※食堂で食事ができない場合、居室までお届けすることが可能です。指示箋はご相談に応じます。食事のキャンセルは、

欠食届を１週間前に提示が必要です。

外食同行 ５４０円／３０分

特別食 実費

生活相談・助言サービス

各種生活相談 ○ 趣味・人間関係・その他

財産運用・法律相談 ○ 専門家紹介

身元引受人の変更等の相談 ○

生活サービス

訪問者の受付・取次ぎ、不在時の伝言 ○

郵便物・新聞・雑誌その他郵便物の受付 ○

鍵の管理 ○

ご家族及び身元引受人への連絡 ○

業者の紹介（食料品及び日用品店など） ○

居室清掃 ※週１回 ○

リネン交換 ※週１回程度 ○

日常の洗濯 ○

ゴミの収集 ○

施設情報 ○ レクリエーション情報など

喫茶サービス １５０円／回

理美容サービス 指定日 実費

金銭管理 １０８円／日

役所手続など １，０８０円／回

外出サービス

買物代行サービス

住之江区※指定日 ○

住之江区※指定日以外 ５４０円／回

住之江区以外 ５４０円／３０分 ※交通費実費

同行サービス（買物など） ５４０円／３０分 ※交通費実費



サービス項目／サービス種別 介護保険及び利用料に含まれる

サービス

その他サービス

その他サービス

体験入居 ５，４００円／泊（食事付）

レクリエーション ○ 実費 ※内容により異なる

居室の修繕 ○

壁紙の張替え ○ ※入居者の故意・過失の場合,実費

電球・蛍光灯の張替え ○

給・排水栓の取替え ○

窓ガラスの取替え ○

居室備付け備品の軽微な修繕 ○

※入居者の故意又は過失が認められる損傷の場合、上記居室の修繕費用は入居者負担となります。

介護保険自己負担 ８，０００～２４，０００円

医療費 ※入居者の受診内容による。

薬 ７００～４，４００円

電気 ３，０００～６，０００円

おむつ １，０００～５，０００円

理美容（カットなど） １，２００～２，８００円

マッサージ ６００～２，０００円

介護用具 ２００～２，０００円

送迎・同行 １，０８０～２，１６０円

● その他サービス料 （月額） * 参考


