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種別 事業所名 入居条件
生活保護

受入
入居時
費用 月額利用料

紹介
ページ

きんもくせい特別養護老人ホーム
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし
33,000～130,000円

＋医療費等
6

特別養護老人ホーム天の川明星
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし 30,000～120,000円程度 8

特別養護老人ホーム明星
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし 32,000～106,400円 10

特別養護老人ホーム美来
介3～介5
【介１，２要相談】

× なし 62,230～171,443円 12

サール・ナートかたの
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし
60,000～210,000円

 ＋医療費等
14

特別養護老人ホーム　あおやま
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし ５0,000～180,000円程度 16

特別養護老人ホーム　あおやま2号館
介3～介5
【介１，２要相談】

○ なし ５0,000～180,000円程度 18

特別養護老人ホーム　かたの美来
介3～介5
【介１，２要相談】

× なし 65,000～183,000円程度 20

介護老人保健施設　逢々館かたの
65歳以上
介1～介5

○ なし 60,000～180,000円程度 22

介護老人保健施設　青山 介1～介5 ○ なし 45,000～160,000円程度 24

経費 軽費老人ホーム　明星
自立,支1～支2,介1～介2
【その他、要相談】
60歳以上

○ なし 64,280円～ 26

ケア ケアハウス　きんもくせい
自立,支1～支2,介1～介5
【介護は要相談】
60歳以上

× なし 98,000～150,000円 28

そんぽの家　交野 支1～支2、介1～介5 × なし
147.040円

＋介護サービス費
30

ベストライフ交野 60歳以上 ×
①0円
②80万円

①145,590円
②136,250円

32

そんぽの家　交野駅前
　（旧レガート交野）

支1～支2、介1～介5 × なし 172,500円 34

はなまる星田 介1～介5 ○ 25万円
115,500～138,500円

＋介護サービス費
36

ほっこり  atホーム星田 65歳以上 ○ 30万円 162,640～166,640円 38

ほっこり  atホーム星田北 65歳以上 ○ 27万円 136,800円 40

フォーユー交野
介1～介5
65歳以上

○ 10万円 125,000円 42

エクラ交野
介1～介5
65歳以上

○ 10万円
99,472～100,854円

＋介護サービス費
44

一休交野
支1～支2、介1～介5
60歳以上

○ 10万円
120,000円

＋介護サービス費等
46

はっぴーらいふ交野
支1～支2、介1～介5
60歳以上

○ 12万円
138,000円

＋介護サービス費等
48

サ高

★類型（p4～p5参照）
　　特養…特別養護老人ホーム　　　地特…地域密着型特別養護老人ホーム　　　老健…老人保健施設
　　軽費…軽費老人ホーム　　　　　ケア…ケアハウス　　　　　　　　　　　　有料…有料老人ホーム
　　住有…住宅型有料老人ホーム　　サ高…サービス付き高齢者向け住宅

【高齢者入居施設一覧表】

特養

地特

老健

有料

住有

3



≪入居施設種別についての説明≫

施設に所在する市町村に住民票があり、その地域に居住する方が利用出来、利用

者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう支援していきます。入所定員29名以下の

小規模な特別養護老人ホームを指します。

地域密着型の特別養護老人ホームも従来型の特別養護老人ホームと同じように、

常に介護が必要な方の入所を受け入れており、入浴や食事などの日常生活上の支援

や、機能訓練、療養上のケアなどを提供します。明るく家庭的な雰囲気で、地域や

家族との結びつきを重視した支援を行うこととされており、従来の特別養護老人

ホームと比べると、自宅で生活していたときの住まいや暮らしを意識したサービス

になっています。

介護老人保健施設は、リハビリに重点を置き、一時的な入居を経て、在宅生活への

復帰をめざしていく施設となります。

特別養護老人ホームと比較して、医療ケアが格段に充実している点が大きな違いと

なっており、在宅と病院の中間に位置する施設です。痰の吸引や気管切開、胃ろうと

いった常時医療が必要となる方も、受け入れる体制が整えられています。

施設内には、医師をはじめとして介護士や看護師やリハビリを担当する理学療法士

等が在籍します。各利用者の身体状況に合わせた目標が設定されており、専門スタッ

フたちが適切なケア・サービスを提供します。

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

地域密着型特別養護老人ホーム

（地域密着型介護老人福祉施設）

介護老人保健施設

特別養護老人ホームは、社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となって運営し

ている公的な介護施設です。

入居対象は、原則65歳以上の高齢者で要介護認定3以上の認定を受けている人で

す。居室は、個室、多床室、ユニット型があり、入居者は、食事介助や入浴、排せ

つなど日常生活における生活支援サービスのほか、リハビリの機能訓練やレクリ

エーションを受けることができます。
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軽費老人ホームは、食事や入浴、その他の日常生活のサポートといったサービスを

提供しています。運営にあたっては国や自治体から補助金が拠出されています。完全

自立での日常生活を営むには不安を抱えているものの、家庭の事情等によって家族と

同居ができない方が主な入居対象者となります。

現在、軽費老人ホームはA型（食堂を併設しており、食事の提供サービスがある）、

B型（食事提供はなく、自炊できる方が対象となる）、そしてC型と呼ばれる「ケア

ハウス」（所得による入居制限はなし。要介護認定を受けている場合は、介護保険を

使用して居宅介護サービスを受けることができる）の3種類が存在しています。

有料老人ホームでは、「住まい」の機能はもちろんのこと、洗濯や掃除、炊事など

の家事や入居者の健康管理などのサービスが付属します。施設によって対象となる方

やそのサービス内容は大きく異なります。介護付有料老人ホームとは、介護が必要に

なった場合は、施設スタッフによる介護が受けられます。介護サービスを外部事業者

に委託する「外部サービス利用型」と呼ばれるタイプも含まれます。

住宅型有料老人ホームは、民間経営の老人ホームです。

要介護者や、自立（介護認定なし）・要支援状態の高齢者を受け入れている施設です。

生活援助や緊急時の対応、レクリエーションが受けられ、介護が必要な場合は、外部

サービスを利用しながら生活できます。

高齢者を対象としたサービスが付いている住宅です。数時間に１回の安否確認、朝

の健康チェック、３食の食事提供が基本的なサービスとなっています。これは、運営

上必要なサービスとして位置づけられている為、どのサービス付き高齢者向け住宅で

も実施しています。介護福祉士やヘルパーなど専門的な介護知識を持ったスタッフが

常駐し、入居者を見守ります。

軽費老人ホーム、ケアハウス

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

住宅型有料老人ホーム
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

ショートステイ希望の方のも、入居施設を探されている方も、施設見学や入所説明、相談等受けつけていますの
で、お気軽にご連絡ください。

■人工透析　　　■胃ろう　　　　　■点滴　　　　　　　　■人工呼吸器の使用
■人工肛門　　　■気管切開　　　　■経鼻経管栄養　　　　■インシュリン注射
■褥瘡ケア　　　■中心静脈栄養　　■膀胱留置カテーテル　■在宅酸素
■たん吸引                                     上記対応可能ですが、一度ご相談ください。

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

施設として
敷地内に備蓄を保管しています。
訓練や研修等で、定期的に使用し、新
しいものと取り換えています。

近隣との
取組み

特になし

■入所定員　50名
■ショートステイ　4名
■個室　　1室　／ 2名室　   3室
　3名室　 1室　／ 4名室　11室

入所条件

要介護3～5の方
（特例の要件があれば、
　要介護1～2の方でも対象
　となります。）
生活保護受給者　受入可能

■月額利用料（食事代含む）33,000～130,000円＋医療費等
《入所》ひと月、30,000円～100,000円程度
　介護度・本人の収入によってかわります。
　介護費、食事代、居室代、おむつ代、洗濯代等含まれています。
　医療費、嗜好品は、実費がかかります。
《短期入所》1日、1,000円～3,000円程度
　介護度・本人の収入によってかわります。
　介護費、食事代、居室代、おむつ代が含まれています。
　介護の休息の為に、ショートステイを利用される家族の方が、利用前後に少しでも
　負担を減らしていただけるよう、衣類の無料貸し出しを行っています。
　必要な荷物は、『薬・口腔ケア道具（コップ、歯ブラシ、義歯ケース、洗浄剤等）』
　になります。

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

072-892-5689 ＦＡＸ番号 072-893-0600

きんもくせい特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

交野市大字星田5156-8 担当職 生活相談員

JR学研都市線 星田駅

徒歩20分

JR学研都市線 河内磐船駅

または、

京阪電鉄 交野市駅から

京阪バス 南星台循環「16」

星田7丁目バス停より徒歩1分

敷地内に駐車スペースもありますので、

お車でもお越し頂けます。

ご不明な時は、お気軽にお電話ください。

周りを樹木に囲まれ、鳥達のさえずりが聞こえる、静かな環境にあります。

1983年に設立され、主に多床室での生活になります。

『施設』ではなく『ご自宅』と思っていただけるよう、

本人様の思いを最大限に尊重し、お手伝いさせて頂きます。
Facebookやってます♪
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

近隣との
取り組み

地域の防災訓練に、参加しています。

■胃ろう　　　　　　　■人工肛門　　　■インシュリン注射　　■褥瘡ケア
■膀胱留置カテーテル　■在宅酸素　　　■たん吸引
※上記の対応は基本的には可能ですが、場合によっては状況を詳しく聞かせていただき、受け
入れ可否の判断をする場合もございます。

地図・アクセス方法 京阪 河内森駅から徒歩12分　又は　JR 河内磐船駅から徒歩15分。

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

施設として

法人内に災害プロジェクトチームがあり、地震や風水害時に対するマニュアルを作成しています。法人全体で実際に
マニュアルに添って訓練を行っています。災害時に必要な備蓄食などは常備しており、発電機や釜戸などの備品も揃
えています。実際に羽釜を使ってご飯の炊き出し訓練を実施し、災害時の入居者や職員などへの非常食がスムーズに
提供できるように備えています。火事への対応は防火担当者を中心に、消防署員立ち会いのもとで避難訓練などに取
り組んでいます。また、交野市とは協定を結び、災害時は福祉避難所としての対応をします。
さらに、大災害時に備えて、関東の法人と協定を結び、お互いに有事の際には、応援に駆けつける体制を整えていま
す。

■入所定員　55名
■ショートステイ　25名
■個室   19室 　／ ２名室   7室
　３名室  3室　／  ４名室 10室

入所条件

要介護3～5の方
（特例の要件があれば、
　要介護1～2の方でも対象
　となります。）
生活保護受給者　受入可能

■月額利用料（食事代含む）　30,000～120,000円程度
　　・1ヵ月約100,000円前後が目安とお考えください。
　◎上記の金額（100,000円前後）には以下の費用などが含まれております。
　　・食費1日（朝、昼、夕）1,380円
　　・オムツ代、光熱費、水道代、など。
　　・居室代　（個室・・・1日 1,150円　、　多床室・・・1日 840円）
　　・介護サービス費
　　　　介護度や個室、多床室また、1割負担や2割負担などによっても変わります。
　　　　介護度３～５の方（1割負担の場合/1日577円～859円）
　　　　　　　　　　　　（2割負担の場合/１日1,154円～1,718円）
　・負担限度額認定証をお持ちの方は段階によって食費や居住費の支払いに上限額が
　　決められていますので、費用の負担も軽減されます。

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

072-894-3029 ＦＡＸ番号 072-894-3028

特別養護老人ホーム天の川明星

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

交野市藤が尾2-5-22 担当職 相談員

緑豊かな天の川沿いに立地してい
ます。
屋上からは交野山系が見渡せ、四
季折々の景色を眺めることが出来
ます。
ぜひ一度、ご見学にお越し下さい。
スタッフ一同、お待ち致しており
ます。

●JR河内磐船駅、京阪河内森駅より

来られた場合、西川原の交差点を超えて

天の川の橋を渡り、左の道にお入り下さ

い。

●お車でお越しの場合は、突き当たりま

でお進み下さい。奥に駐車場がございま

す。なお、進入路は生活道路ですので、

通行の際は、最徐行で走行して下さい。

ご協力よろしくお願い致します。
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【特色、PRポイント等】安心、安全な生活を提供いたします。また、
　　　　　　　　　　　 多彩な行事にご参加頂き、充実した日々を
　　　　　　　　　　　 お過ごしください。

夏の夕涼み、玄関前にて皆さんで夕涼み・・・

ジュースやかき氷、わらび餅などおやつも充実 !!!

最後は花火で盛り上がりました。

敬老の日、入居者様にとっても、私

たちスタッフにとっても大切な日で

す。心をこめてお祝いさせて頂きま

す。

ご家族様もご参加OK☺☺

ぜひ、お越しください。

住吉神社で初詣。

今年も元気で過ごせま

すように・・・。

皆様が主役です☺

カラオケ、踊り、ハンド

ベル、なんでもOK！

はりきってどうぞ！！

コンビニのおやつがいつでも

買えます。たまに品切れも・・・

皆様に人気のコーナーです。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
・災害時のマニュアルを作成しています。
・千葉県の法人と災害が起きた時の互助訓
練を行っています。

近隣との
取組み

近隣住民と地元消防団を招いての避
難訓練を実施しています。

■入所定員　 50名
■ショートステイ   20名
■個室   20室
　3名室   2室　／ 4名室  11室

入所条件

要介護3～5の方
（特例の要件があれば、
　要介護1～2の方でも対象
　となります。）
生活保護受給者　受入可能

■月額利用料（食事代含む）32,000～106,400円
■一時入居金　無し

　　　月額利用料　約32,000円～65,000円

　　　食事代　　　1,380円/1日

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　　　　■経鼻経管栄養　　　　　■インシュリン注射
■褥瘡ケア　　　　　■膀胱留置カテーテル　　■在宅酸素
■たん吸引（日中のみ）

地図・アクセス方法 JR星田駅：徒歩約10分

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-891-2029 ＦＡＸ番号 072-891-2093

特別養護老人ホーム明星

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

交野市星田８-６-７ 担当職 相談員

星田駅

星田小学校

明 星
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施 設 紹 介

毎日の食事もおいしいですが、毎月ある

ごちそうの日の食事は絶品です。

開放感ある大浴場か

らは、外の景色が見

え、まるで旅館のよう

です。

初詣にお花見、買い物ツアーに外食ツアーなど、

外出の機会が豊富です。

夏祭りや文化祭、

季節の行事も良い

ですが、敬老会とク

リスマス会の職員

の出し物が見もの

です。

大きな行事だけでなく、「生け花」「書道」「クッキング」

「車椅子ダンス」など趣味活動でも楽しめます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として

美杉会グループ各施設で備蓄を実施してい
る。また災害時に佐藤病院近隣のコンビ
ニ、ガソリンスタンドで物資や燃料を補給
してもらえる契約を締結している。

近隣との
取組み

交野市火災予防協会へ加入して交
野市消防本部や消防団と連携して
いる。また、交野市と災害時にお
ける介護従事者の派遣や二次福祉
避難所設置の協定を締結してい
る。

■入所定員　80名
■ショートステイ　10名
■個室  90室

入所条件

　
要介護3～5の方
（特例の要件があれば、
　要介護1～2の方でも対象
　となります。）

■月額利用料（食事代含む）62,230～171,443円
■一時入居金　　無し
月額利用料　　60,000円　～　170,000円　（月額/30日換算）
食事代　　　　45,000円（月額利用料に含まれている額/再掲）
その他
　・居住費　   90,000円（月額利用料に含まれている額/再掲）

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう            　 ■人工肛門                  ■インシュリン注射
■褥瘡ケア         　 ■膀胱留置カテーテル　■在宅酸素
■たん吸引

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-810-8670 ＦＡＸ番号 072-810-8671

特別養護老人ホーム美来

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

交野市倉治４-40-7 担当職 生活相談員

①京阪 交野市駅：

徒歩約15分

②JR 津田駅：

徒歩約15分

12



施 設 紹 介

安心と安らぎにのあるサービスを提供し、地域に根付いた施設となるよう努めています。

当施設は、庭園や光庭により日当たりがよく、

明るく広々としています。

１階にはデイサービス、診療所、居宅介護支援事業所を

設置しています。

２・３階の入居者居住スペースには、全室個室・

ユニットケア（10人を１つの単位）を取り入れ、

家庭的な雰囲気の中、利用者一人一人に合った

サービスを提供させて頂いてます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
福祉避難所ですが、災害時に備えた
備品なし。布団やスペースのみ

近隣との
取組み

特になし

■入所定員　29名
■ショートステイ　10名
■個室   39室
　トイレ付個室・・・2室（SS）

入所条件

■特養　 要介護3・４・5
　　　　（介護１・２要相談）
■SS　   要支援1・2
　　　 　要介護1・２・３・４・５
■生活保護受給者　受入可能

■一時入居金・体験利用　　なし
■月額利用料（食事代含む）60,000～210,000円
　　　　（介護保険1割～3割+居室代+食事代×ひと月）
　　（内訳）
　　　介護保険負担　25,000～110,000円（1割～3割）
　　　居室代　　　　1,970円／日
　　　食事代　　　　（朝130円　・　昼700円　・　夕550円）
その他
　・持込家電使用料　　　57円／日　　　・小遣い管理費　　500円／月
　・医療費・理美容費・嗜好品などは実費がかかります。
　
※負担限度額認定証を受けている方は、居室代・食事代の負担軽減されます。
※介護保険負担は（1割～3割）は費用負担を軽減する高額介護サービス費制度の利用があります。

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　　　　　　　■人工肛門　　　■インシュリン注射
■膀胱留置カテーテル　　　■在宅酸素　　　■たん吸引（日中・夜間）
■感染症

※医療行為が必要な場合は、基本的に応相談。詳しく聞かせて頂き判断します。

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-892-7777 ＦＡＸ番号 072-892-0117

サール・ナートかたの

地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）

交野市私部南1-490 担当職 施設長、相談員

①京阪 交野市駅：

徒歩約15分

②JR 河内磐船駅：

徒歩約10分

駐車スペースが広

く車が便利
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生活空間をユニットと呼ばれる10人1グループに分け、ユニット

ごとで生活をしています。

入居者様どうし、また職員とも馴染みの関係を築きやすいので個

別ケアが実践できるよう努めています。

食事は、枚方市にある特別養護老人ホーム　サール・ナート（本

体施設）で調理された食事を運び提供しています。

他にも本体施設とは行事でも交流があります。

平成28年度行事では、お花見や夏祭り、クリスマス会などの季節

行事やユニットでの食事レクなどを毎月行ってきました。行事に

はご家族様にも参加いただいております。

入浴はお一人おひとり個浴で対応しておりますが、複数名で入る

浴室や寝たきりの方にも対応できる特浴があります。

                                 施 設 紹 介

住み慣れた交野市で、自分らしく生活できる「家」として

　交野市にお住いの方が利用できるデイサー

ビス・ショートステイ・特別養護老人ホーム

の事業所があります。 在宅生活をされている

方の自立支援から、在宅生活が困難になった

方の入所施設まで、住み慣れた地域で暮らし

続けられるよう支援しています。

 特養では、入所されるまでの生活が、継続さ

れるよう、お一人おひとりの意思を尊重した

生活支援を目指しています。施設ではなく生

活の場として誰もがその人らしく生活ができ

る家づくりに取り組んでいます。

ユニットのキッチンです。

毎日のご飯を炊いたり、食

事レクで、ご利用者さまに

喜ばれています。

ユニットのリビング

ダイニングです。

お食事や交流の場と

なる空間です。

デイサービス

利用日：月～土

時間：9時～16時

定員：15名

お休：日曜 年末年始

施設エントランス。

地域密着型なので、

いつも多くの面会を

して頂いております。

15



施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
現在、特養として取り組みは行なっておりませ
ん。今後、地域・行政等と何ができるか等の検討
を行なえればと思います。

近隣との
取組み

特になし

■入所定員　29名
■ショートステイ　6名
■個室 　35室

入所条件

入所）交野市に3ヶ月以上在住の方で要
介護3～5ウ以上の在宅生活が困難な方
＊要介護1～2の特別な事情状況の方で
保険者の了解を得た方

短期入所）要支援1・2、
　　　　　要介護１～5の方
生活保護受給者　受入可能

■月額利用料（食事代含む）５0,000～180,000円程度
　入所）　＊１割負担での計算
　　月額利用料１７万円～１８万円　+　（医療費や嗜好品代）
　　　：介護保険サービス費、食事代（朝：２９０円、昼：７１０円、夕：６００円）、居住費：３０００円
　　　＊負担限度額第２段階の方：約５５，０００円
　　　＊負担限度額第３段階の方：約８５，０００円

　短期入所）　＊１割負担での計算
　　介護保険サービス費、食事代（朝：２９０円、昼：７１０円、夕：６００円）、居住費：３０００円
　
　　＊負担限度額第１段階の方：介護保険サービス費、食費３００円、居住費８２０円
　　　　注）短期入所のみ居住費の差額が支払える方
　　＊負担限度額第２段階の方：介護保険サービス費、食費３９０円、居住費８２０円
　　＊負担限度額第３段階の方：介護保険サービス費、食費６５０円、居住費１，３１０円

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　（状態にもよる）

■点滴　　■人工肛門　■インシュリン注射（看護師勤務時間での対応の方のみ）
■褥瘡ケア（軽度のもの：ひどい場合は病院または入院、通院）　　■在宅酸素
■膀胱留置カテーテル　■たん吸引（日中のみ：但し状況回数にもよる）

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-891-3400 ＦＡＸ番号 072-893-3389

特別養護老人ホーム　あおやま

地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）

交野市青山3-431-1 担当職 相談員

①京阪バス：京阪交野市駅又はＪＲ河内磐船駅より

「交野警察署前」下車後、徒歩10分

②京阪交野市駅、ＪＲ河内磐船駅、ＪＲ津田駅より

徒歩30分

③駐車場ありますので、自動車ＯＫ

介護老人保健施設 青山

デイサービスセンター あおやま

特別養護老人ホーム あおやま

特別養護老人ホーム あおやま2号館
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両事業共通）

・サテライト型の小規模特養になり、施設立地条件的にも、緊急
時（急変時）看護師が対応できます。

・ユニットケアの特長である入浴はマンｔｏマンの介助になります。

・全室個室なので、プライバシーへの配慮等、利用者様が生活し
やすい家具等の配置等可能です。

施 設 紹 介

【特色、PRポイント等】

・入所）入所の申込方法：全国共通の申込書、介護保険者証の写し、利用票（直近３ヶ月分）、認
定時の調査書・主治医の意見書を準備していただき、その書類一式を当施設に提出してください。
＊生活保護受給されている方は、事前にご相談ください。

・短期入所：新規）利用の申込方法：担当のケアマネジャー様から、利用希望者の利用希望日の
居室の空きの確認をしていただき、空きがあれば、利用者様の情報シート（ADL、生活環境、医療
情報等）をFAX等にて情報提供していただき、その情報を元に、利用者の面談をさせていただき、
利用受け入れの可否を判断させていただきます。約２ヶ月前から受付中。

・短期入所：再利用）利用の申込方法：担当のケアマネジャー様から、居室空きの確認をしていた
だき、空きがあれば、利用調整させていただきます。（前回の利用日がかなり以前や、入院等によ
り前回とADLや状況が違われる場合は、利用依頼時に連絡、情報提供をお願いします。）

・至急の入所希望でご入所が困難な方は、長期のショートステイ
にてお受けし、居室が空き次第、入所へ転換させていただく対応
が可能です。（＊対応者は２・３名程度）
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
現在、特養として取り組みは行なっておりませ
ん。今後、地域・行政等と何ができるか等の検討
を行なえればと思います。

近隣との
取組み

元気アップ体操教室
（Ｈ３０年：秋より予定）

■入所定員　29名
■ショートステイ　７名
■個室 　3６室

入所条件

入所）交野市に3ヶ月以上在住の方で要
介護3～5の在宅生活が困難な方
＊要介護1～2の特別な事情状況の方で
保険者の了解を得た方

短期入所）要支援1・2、
要介護１～5の方
生活保護受給者　受入可能

■月額利用料（食事代含む）５0,000～180,000円程度
入所）＊１割負担の場合
　　月額利用料170,000円～180,000円　+　（医療費や嗜好品代）
　　　：介護保険サービス費、食事代（朝：290円、昼：710円、夕：600円）、居住費：3,000円
　　　＊負担限度額第2段階の方：約55,000円
　　　＊負担限度額第3段階の方：約85,000円

短期入所）＊1割負担の場合
　　介護保険サービス費、食事代（朝：290円、昼：710円、夕：600円）、居住費：3,000円
　
　　＊負担限度額第1段階の方：介護保険サービス費、食費300円、居住費820円
　　　　注）短期入所のみ居住費の差額が支払える方
　　＊負担限度額第2段階の方：介護保険サービス費、食費390円、居住費820円
　　＊負担限度額第3段階の方：介護保険サービス費、食費650円、居住費1,310円

可　・　否　・　相談 　認知症対応 可　（状態にもよる）

■点滴　　■人工肛門　■インシュリン注射（看護師勤務時間での対応の方のみ）
■褥瘡ケア（軽度のもの：ひどい場合は病院または入院、通院）　　■在宅酸素
■膀胱留置カテーテル　■たん吸引（日中のみ：但し状況回数にもよる）

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-891-3400 ＦＡＸ番号 072-893-3389

特別養護老人ホーム　あおやま　2号館

地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）

交野市青山3-43０-1 担当職 相談員

①京阪バス：京阪交野市駅又はＪＲ河内磐船駅より

「交野警察署前」下車後、徒歩10分

②京阪交野市駅、ＪＲ河内磐船駅、ＪＲ津田駅より

徒歩30分

③駐車場ありますので、自動車ＯＫ

介護老人保健施設 青山

デイサービスセンター あおやま

特別養護老人ホーム あおやま

特別養護老人ホーム あおやま2号館
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両事業共通）

・サテライト型の小規模特養になり、施設立地条件的にも、緊急時（急変時）看護師
が対応できます。

・ユニットケアの特長である入浴はマンｔｏマンの介助になります。

・全室個室なので、プライバシーへの配慮等、利用者様が生活しやすい家具等の配置
等可能です。

施 設 紹 介

・入所）入所の申込方法：全国共通の申込書、介護保険者証の写し、利用票（直近
３ヶ月分）、認定時の調査書・主治医の意見書を準備していただき、その書類一式を
当施設に提出してください。
＊生活保護受給されている方は、事前にご相談ください。

・短期入所：新規）利用の申込方法：担当のケアマネジャー様から、利用希望者の利
用希望日の居室の空きの確認をしていただき、空きがあれば、利用者様の情報シート
（ADL、生活環境、医療情報等）を情報提供していただき、その情報を元に、利用者
の面談をさせていただき、利用受け入れの可否を判断させていただきます。約２ヶ月
前から受付中。

・短期入所：再利用）利用申込方法：担当のケアマネジャー様から居室空きの確認を
していただき、空きがあれば、利用調整させていただきます。（前回の利用日がかな
り以前や、入院等により前回とADLや状況が違う場合は利用依頼時に連絡、情報提供
をお願いします。）

・至急の入所希望でご入所が困難な方は、長期のショートステイにてお受けし、居室
が空き次第、入所へ転換させていただく対応が可能です。
（＊対応者は２・３名程度）
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

近隣との
取り組み

・倉治地区防災訓練への参加
・倉治地区行事にて車いすの貸出

■胃ろう　　　　　　　■点滴　　　　　　　　■人工肛門
■インシュリン注射　　■褥瘡ケア　　　　　　■膀胱留置カテーテル
■在宅酸素　　　　　　■たん吸引（日中のみ）

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

施設として

施設で「防災対応マニュアル」を策定し、全職員に対して、研修を通じ周知徹底をしていま
す。具体的には年2回（うち１回は夜間想定）の訓練を施設で実施して、法人全体では、急
性期病院である佐藤病院、男山病院での大規模災害に対する訓練に代表者が参加していま
す。また、地域では、交野市火災予防協会に参画して火災予防思想の普及徹底と交野市の消
防活動に協力をしています。

■入所定員　29名
■ショートステイ　10名
■個室　39室

入所条件
原則交野市に3か月以上在住されて
いる方で、要介護3～５の認定を受
けられている方。

■月額利用料（食事代含む）65,000～183,000円程度
　　月額利用料（1割負担の場合）
　　　170,000～180,000円　（医療費別途要）
　　　内訳：介護保険料1割負担、居住費3,125円/日　食費1,565円/日
　　　　※負担限度額第2段階の場合　居住費820円　食費390円
　　　　※負担限度額第3段階の場合　居住費1,310円　食費650円
　　おむつ代は費用に含まれています。
　
・その他理美容　カット2,145円　パーマ6,765円　毛染め4,620円　顔そり615円

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

072-891-0061 ＦＡＸ番号 072-891-0062

特別養護老人ホーム　かたの美来

地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）

交野市東倉治5-8-8 担当職 生活相談員

①ＪＲ 津田駅：

徒歩約15分
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施 設 紹 介

特養かたの美来は平成29年5月1日に東倉治

に開設いたしました。

入居・ショートステイ・デイサービス。街か

どデイハウスがあり、交野市在住の方を対象

にサービスを提供しています。

地域に密着した施設運営を行っていきたいと

思います、お気軽にご相談・ご利用下さい。

入居29名、ショートステイ10名を定員

とする小規模特養です。各ユニット10

名ずつのフロアで全室個室のためゆっく

り過ごして頂けます。入浴はボランテと

いうお風呂を採用しており、またいで

しゃがむ必要がないため体への負担が少

なく入浴していただけます。

元気アップ体操を毎週月曜10：15～街か

どデイハウスで行っています。

事前申し込み不要、どなたでもご参加いた

だけますので、是非体を動かしにお越しく

ださい。

初詣や紅葉見学などの季節行事以外にも、

いちごやおイモを植えたり、めだかを飼育し

たりしています。

お天気のいい日は利用者さんと一緒に水を撒

いたりして成長を見守り、実が生る頃に収穫

してみなさんでいただいています。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として

防災訓練年2回
防災・災害マニュアル作成
備蓄
（飲料水・非常用食料・備品・医
薬品など）

近隣との
取組み

特になし

■入所定員  90 名
■ｼｮｰﾄｽﾃｲ 空床利用
■個室　  5室   /  2名室　8室
 3名室　15室  /  4名室　6室

入所条件

65歳以上（40～64歳は応相談）
要支援1
要支援2(短期入所のみ)
要介護 １～５の方
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）60,000～180,000円程度
■一時入居金　　無し
※第2段階の方：約60,000円/月　　第3段階の方：約80,000円/月
（第4段階の場合
　居住費420円　食費1,450円　減免証がある方は証書を参照）
　食事代　　　朝　280円　・　昼　650円　・　夕　520円（内訳）
　日用品教養娯楽費　400円（上記の中に含まれています）

その他
　・喫茶回数券（11枚綴り）1,000円
　・理容カット費　1,500円/回
　・テレビカード費　1,000円
　※いずれも希望者のみ

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう                       ■人工肛門                   ■インシュリン注射（固定打ち）
■褥瘡ケア（ポケット不可）　　　　　　　　      ■膀胱留置カテーテル
■在宅酸素（ショートステイ機械持込のみ）　      ■たん吸引
■その他（■ＭＲＳＡ（排菌不可））　　　　      ※いずれも要相談

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-895-1771 ＦＡＸ番号 072-895-1788

介護老人保健施設　逢々館かたの

介護老人保健施設

交野市私部2-11-38 担当職 相談員

アクセス

良好

①京阪交野市駅下車：徒歩約2分

※駐車場はございませんので

隣のタイムズをご利用下さい。
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施 設 紹 介

「逢々館かたの」
入所から家庭復帰まで心身の自立をきめ細かくお手伝いします

【　特　長　】

「笑顔・対話・思いやり」を大切にしています

①リハビリ環境の充実

ベテランのリハビリ専門スタッフが、

利用者様のニーズに合ったリハビリを

提供します。

②駅から徒歩２分の好立地

最寄駅から近く駐車場もあり、

ご家族様が面会しやすい

環境が整っています。

③イベントの充実

利用者様に楽しんで頂けるよう、

季節ごとにイベントを実施しています。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
交野市と災害時、要介護者受入施設
(10名)として協定を結んでいます。

近隣との
取組み

特になし

■入所定員(ショートステイ併せて)    80名
■個室   　　8室
■4名室 　18 室

入所条件

入所)
要介護1～5の方で､リハビリ等が必要な方
で治療中の疾患がない方
(状態が安定している方)

短期入所)
要支援1･2､要介護1～5の方
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）４５,000～160,000円程度
　入所）　＊１割負担での計算
　　従来型個室：月額利用料１５万円～１６万円　+　（医療費）
　　多床室：月額利用料１０万円～１１万円　+　（医療費）
　＊介護保険サービス費、食事代（朝：２９０円、昼：７１０円、夕：６００円）、
　　個室２０００円、多床室５３０円
　＊従来型個室：負担限度額第２段階の方：約６０，０００円、負担限度額第３段階の方：約８５，０００円
　＊多床室：負担限度額第２段階の方：約５０，０００円、負担限度額第３段階の方：約７０，０００円
　短期入所）＊１割負担での計算（日額）
　＊介護保険サービス費、食事代　　　（朝：２９０円、昼：７１０円、夕：６００円）、
　　個室２０００円、多床室５３０円
　　  ＊負担限度額第１段階の方：介護保険サービス費、食費３００円、個室４９０円、多床室０円
　  　＊負担限度額第２段階の方：介護保険サービス費、食費３９０円、個室４９０円、多床室３７０円
　　  ＊負担限度額第３段階の方：介護保険サービス費、食費６５０円、個室１，３１０円、多床室３７０円

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　（状態にもよる）

■胃ろう　　　　■点滴（一時的であれば）　　■人工肛門
■気管切開（看護師判断で可の方）　　　　　　■インシュリン注射（基本不可:要相談）
■在宅酸素　　　■たん吸引（基本不可：回数等により要検討）■膀胱留置カテーテル

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-893-0328 ＦＡＸ番号 072-893-3389

介護老人保健施設　青山

介護老人保健施設

交野市青山3-432 担当職 相談員

①京阪バス：京阪交野市駅又はＪＲ河内磐船駅より

「交野警察署前」下車後、徒歩10分

②京阪交野市駅、ＪＲ河内磐船駅、ＪＲ津田駅より

徒歩30分

③駐車場ありますので、自動車ＯＫ

介護老人保健施設 青山

デイサービスセンター あおやま

特別養護老人ホーム あおやま

特別養護老人ホーム あおやま2号館
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・社会的な（緊急時）入所や特養、サ高住、有料等の入所待ち等にも、ご相談に応じさせていただ
きます。

・短期入所：再利用）利用の申込方法：担当のケアマネジャー様から、居室空きの確認をしていた
だき、空きがあれば、利用調整させていただきます。（前回の利用日がかなり以前や、入院等によ
り前回とADLや状況が違われる場合は、利用依頼時に連絡、情報提供をお願いします。）

両事業共通）

・短期集中リハ（入所）は新規入所から３ヶ月内の方は週３回以上のリハを提供します。

・個別リハ（短期入所）は希望回数対応いたします。（日曜日を除く）

・２階、３階が入所フロファーになっており、各フロアー４０名：計８０名定員となっております。

・個別リハ（短期入所）は希望回数対応いたします。（日曜日を除く）

・短期入所：新規）利用の申込方法：担当のケアマネジャー様から、利用希望者の利用希望日の
居室の空きの確認をしていただき、空きがあれば、利用者様の情報シート（ADL、生活環境、医療
情報等）をFAX等にて情報提供していただき、その情報を元に、利用者の面談をさせていただきま
す。あわせて、診断書（診療情報提供書）を作成していただき、ご提出ください。入所判定会にて受
入可否を判断させていただきます。約２ヶ月前から受付中。＊短期入所は入所空床時利用で対応
しておりますので、対応できない時があります。

施 設 紹 介

【特色、PRポイント等】

・入所）入所の申込書（当施設書式）と診断書（診療情報提供書）をご提出いただき、後日、ご本人
様の面談させていただき、資料を基に、入所判定会議を開催し、受入の判断をさせて頂きます。受
入可の判定の方は、居室の用意ができ次第、お声をかけさせていただきます。
＊内服薬や治療（通院受診）状況により、お受けできない場合があります。

・内科医師、理学療法士・作業療法士、看護師、介護士、管理栄養士等の職員を配置しておりま
す。
・２４時間（３６５日）看護師を配置しております。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
施設として各事業所から代表者が出て「災
害プロジェクト」を立ち上げ、すすめてい
ます。

近隣との
取組み

地域・近隣の方と合同で防災訓練
を実施しています。

■入所定員　50名
■個室     　48室
　 2名室      1 室

入所条件

自立 / 要支援1 / 要支援2
要介護 1･2の方　※要相談
年齢制限あり(60歳以上)
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）64,280円～（所得に応じて）
■一時入居金　　無し
（※2名室の場合（所得に応じて）122,560円～（食事代込）
体験利用　　　1泊2日　8,000　円（最大　　　日間）

その他
　・光熱（各居室別個人負担） ・水道　（無料）  ・おむつ代　（個人負担）
　・娯楽（クラブ）費　（実費負担あり）

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析
■インシュリン注射

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-894-1798 ＦＡＸ番号 072-891-2093

軽費老人ホーム  明星

軽費老人ホーム

交野市星田8-6-7 担当職 生活相談員

星田駅

星田小学校

明 星
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施 設 紹 介

【多彩な行事で楽しんで頂いています】

「敬老家族会」

踊りクラブの発表です。
「書道クラブ」の方の作品展示

「地域の方との合同防災訓練」
「大運動会」

白熱の応援合戦！！

「幼稚園児との交流会」

ホームに来ていただいたり、

運動会や生活発表会にご招待も

され交流を深めています。

「くろんど池での野外活動」

みなさんでカレー作りを楽しみ

ました。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として
＊食糧の備蓄
＊特養との連携

近隣との
取組み

＊避難場所の提供

■入所定員　50名
■個室　44室
   2名室　3室

入所条件
自立 / 要支援1 / 要支援2
要介護 1～２の方　*要相談
年齢制限あり(60歳以上)

■一時入居金　　　無し
■月額利用料　　　所得に応じて98,000～150,000円（食事代含む）
 

体験利用　1日　5,000円
その他
　･光熱　使用分　円・･水道（上下）代　4,000円
　･娯楽（クラブ）費　500円程度＊参加自由

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析＊自己管理であれば可能
■点滴
■在宅酸素＊要相談
■人工肛門＊自己管理であれば可能
■インシュリン注射＊自己管理であれば可能
■膀胱留置カテーテル＊自己管理であれば可能

地図・アクセス方法 京阪バス：星田七丁目下車徒歩１分

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-895-2468 ＦＡＸ番号 072-895-2469

ケアハウス  きんもくせい

ケアハウス

交野市南星台2-5-15 担当職 施設長、生活相談員

JR学研都市線：星田駅

京阪バス星田七丁目下車徒歩約2分

ご家族の協力があれば 軽度～中度であれば
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施 設 紹 介

管理栄養士が栄養バランスや季節に応じた旬の食材を使って美味しい
お食事を提供しています。また見て楽しんでいただけるように彩り
や盛り付けにこだわっています

祝賀会 ひな祭り御膳

行事食の

一例です

祝賀会 ひな祭り御膳 七夕御膳

クラブ活動

・花花クラブ ・絵手紙教室

・トールペイント教室

・折り紙教室 ・水彩画教室

・書道クラブ ・みんなで体操

・歌体操サークル「HAND」

・茶道クラブ ・童謡の会

・カラオケクラブ

・シャンソンクラブ
⋆ボランティアの皆様にも多数来園していただい

ております

（日本舞踊 三味線 フルート コーラス フ

ラメンコ等）

地域交流

・ふれあいマ ーケット

・作品展

・認知症カフェ

・健康福祉フェスティバル

・世代間交流（市内保育園、

小学校、中学校）

・近隣の野球チームとの交流

と地域 清掃

季節行事

・お花見 ・七夕 ・納涼会

・クリスマス会 ・獅子舞

・初詣 ・日帰り旅行等

併設事業所①

きんもくせい

ケアプランセンター

併設事業所②

きんもくせい

デイサービスセンター

併設事業所③

ヘルパーステーション

きんもくせい

併設事業所④

ハッスル

きんもくせい
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 防災訓練、非常食の準備
近隣との
取組み

特になし

■入所定員 　60名
入所条件

要支援1 / 要支援2
要介護 1～5の方

■月額利用料（食事代含む）147.040円～（介護度に応じて）＋介護サービス費
■一時入居金　　無し
　　　食事代　　　　朝・昼・夕　3食セットで1,080円

その他、ご利用に応じ実費をご負担いただきます。
その他、医療費（薬剤費）、おむつ代、アクティビティ参加費等の
費用が発生します。

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　　　　　　■点滴　　　　　　　　　　■人工肛門
■経鼻経管栄養　　　　　■インシュリン注射　　　　■褥瘡ケア
■膀胱留置カテーテル　　■たん吸引（日中のみ）

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-894-3868 ＦＡＸ番号 072-894-3868

そんぽの家　交野

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

交野市森北1-21-7 担当職 施設長

アクセス

良好

①京阪 河内森駅：

徒歩約6分

②JR 河内磐船駅：

徒歩約２分
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刻

施 設 紹 介

通常のメニュー以外に低カロリー食や減塩食、嚥下対応食などもご用意しております。

刻み食、ミキサー食、個別対応ができます。
咀嚼力、嚥下力に合わせた刻み食、やわらか
食、ミキサー食などがご用意できます。

高血圧・心臓病・糖尿病・肝臓病などの病態別
食も提供しております。
「減塩食」「カロリー制限食」「タンパク制限
食」などご相談下さい。

広々としたリビングでお食事や一服などいかが
でしょうか？

【認知症の方】
・「最近、物忘れが増えて・・・」「道に迷うことが・・・」「トイレの場所がわから な
くて・・・」などなど、認知症状にお困りであれば、是非一度ご相談ください。
・ご入居の是非に関わらず、今後のご生活についてご相談させていただければと思います。

【医療行為が必要な方】　※看護師が365日常駐しております。
・インシュリンの注射が必要な方
・胃ろう、腸ろう、経鼻栄養の方
・透析の方（送迎が必要な場合でもご相談ください）
・その他の医療行為が必要な場合でもお気軽にお問い合わせください。

例）夕食は選択メニューになっています。

２種類をご入居者様に選んでいただきます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 防災訓練、非常食の準備
近隣との
取組み

自治会の防災連絡会への参加

■入所定員  72名
■個室  72室

入所条件
自立 / 要支援1 / 要支援2
要介護 1～5の方
年齢制限あり(60歳以上)

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析　              　　　■胃ろう           　   　    ■人工肛門
■インシュリン注射　  　　　■人工透析             　　  ■褥瘡ケア
■膀胱留置カテーテル  　　　■在宅酸素　                  ■鼻腔栄養
■たん吸引（日中のみ）　　  ■バルーン　　　　　　　■MRSA
※認知症・寝たきり・徘徊等、常時介助が必要な方など、ケアの受け入れについて、ど
うぞお気軽にご相談下さい。

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-892-9985 ＦＡＸ番号 072-892-9986

ベストライフ交野

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

交野市星田1-32-1 担当職 施設長

※

居室タイプ

プラン

A

a

A
b

前払金（非課税） 月額利用料（税別）

0円 145,590円

80万円 136,250円

※月額利用料は賃料（非課税：61,250円～70,590円）、管理費（税別：20,000円）、

　食費（税別：55,000円）の合算となります。

　　※別途料金　介護保険にかかる利用料、医療費、電気水道代、日用品、介護用品等
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施 設 紹 介
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 防災訓練（年２回）・備蓄
近隣との
取組み

特になし

■入所定員　　49名 入所条件

要支援1 / 要支援2
 
要介護1～5の方

■月額利用料（食事代含む）172,500円※税抜
■一時入居金　無し
　　食事代　　　50,000円（朝430円、昼580円、夕580円）※税抜
　　居室料　　　80,000円　※税はかかりません
短期利用　　滞在費2,500円　※生活介護費（介護度による）、食費は別
体験利用　　1泊2日　10,000円（最大　規定はありません）
その他
　・おむつ代　実費

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析　                 ■胃ろう                     ■人工肛門
■インシュリン注射　     ■人工透析
■褥瘡ケア                    ■膀胱留置カテーテル　■在宅酸素
■たん吸引（日中のみ）  ■感染症

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-892-3222 ＦＡＸ番号 072-892-3225

そんぽの家　交野駅前（旧レガート交野）

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

交野市私部2-5-2 担当職 ホーム長

アクセス

良好

①京阪 交野市駅：

徒歩約3分
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◎充実したイベント、アクティビティー

管理費

（共益費・水、光熱費含む）
42,500円/月（税抜）

食費 50,000円/月（税抜）

居室料 80,000円/月（税込）

施 設 紹 介
入居者様の「自分らしさ」を実現するために！

  ○見たり、聞いたり、唄ったり、入居者様のニーズに応じたレクリエーショ
　　ンを毎日実施しています。

◎充実したリハビリ

  ○入居者様を寝たきり状態にさせないために、毎日、歩行訓練、立位訓練、
      座位訓練、マッサージ等を実施しています。

◎入居費用　　　　　172,500円

項目 金額

入居一時金 0円
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

特になし

■入所定員 　40名
■ｼｮｰﾄｽﾃｲ     空きあれば可
■個室　40室

入所条件
要介護 1～5の方
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）115,500～138,500円＋介護サービス費
　（家賃・共益費・水光熱費、（食事代　1,500円/1日｛朝 350円・昼 570円・
　　夕580円｝含む）
■入居時敷金　250,000円
体験利用　１泊 4,500円（最大　規定無し）
その他
　・おむつ代 実費
　・日用品費（ティッシュ・トイレットペーパー・洗濯洗剤）　実費
　・医療費（内科・歯科・鍼灸）　13,000円程度

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析　　　　　　　  　■胃ろう　　　      　　■人工肛門
■インシュリン注射　　　  　■褥瘡ケア
■膀胱留置カテーテル　　  　■在宅酸素

地図・アクセス方法 ＪＲ星田駅より徒歩1分

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-810-0723/090-6203-5375 ＦＡＸ番号 072-810-0724

はなまる星田

住宅型有料老人ホーム

交野市星田5-12-3 担当職 施設長

36



施 設 紹 介

はなまる枚方

月に一度以上は、

イベント開催！！

詳しくはこちら♪

はなまる は、平成16年に枚方市でデイサービスよりスタートしています。

有料老人ホームにおいては、平成23年11月開設です。入居者様には、

【楽しく健康な生活】をコンセプトに日々取り組んでおります。

京都料亭「花萬」の

お食事が毎日楽しめます。

四季折々の色鮮やかさに、

健康にこだわった自慢のお

食事です。またイベントに

よる料理人の実演は、楽し

みのひとつです！

スタッフも元気一杯はなまる笑顔！ご入居者様もいつもにこにこ大笑い！！

親切丁寧を心掛けて、気持ちにそっと寄り添います。

書道や料理、手先を使ったレクリエーションから、

外出レクや月に一度のイベントなど盛りだくさんです！！

おかげさまで5周年をむかえました。

これからも『はなまる』らしく取り組んでまいります♬
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

特になし

■入所定員  30名 入所条件

自立 / 要支援1/ 要支援2
要介護 1～5の方
年齢制限あり
(65歳以上)
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）162,640～166,640円
■一時入居金　　　敷金　300,000円
　　月額利用料　　（104,320円～ 108,320円）（家賃・管理費・水道光熱費）
　　食事代　　　　（朝 432円、昼 756円、夕 756円）食事代３０日計算（58,320円）

体験利用１泊　12,960円（最大　７日間）

その他
　・おむつ代　実費

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　　　　■点滴　　　　　　　■人工肛門
■気管切開　　　　　■経鼻経管栄養　　　■インシュリン注射
■褥瘡ケア　　　　　■中心静脈栄養　　　■膀胱留置カテーテル
■在宅酸素　　　　　■たん吸引

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-893-8570 ＦＡＸ番号 072-893-8816

ほっこり atホーム星田

住宅型有料老人ホーム

交野市星田5-17-27 担当職 事務長

アクセス

良好

ＪＲ星田駅 徒歩2分
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施 設 紹 介

母体は、医療法人美星会　小林診療所

この施設の最大の特徴は、「医師が24時間
常駐」している隣接の小林診療所と提携し
ていることで、緊急時にはすぐ対応でき、
日々の健康管理等でもきめ細かな対応がで
きます。

また、食事にも力を入れており、管理栄養士が考えたこ
だわりのメニューを館内の厨房で調理し、提供します。

地産地消の考えをもとに、できる限り地元の素材を使っ
た「安全」で「美味で食べやすい」食事を温かいまま提
供いたしております。

写

○リハビリサービス

隣接する小林診療所と連携して理学療法や看護師による運動療法などを行います。

運動療法を行う際に、専門的な運動器具を使用しますので、効果的に運動能力の

強化が望めます。

○娯楽施設

卓球台やカラオケ、輪投げ、囲碁、将棋や、舞台を設けて落語会や歌謡会、ピアノ

生演奏などの催しも計画しています。

○菜園

敷地内には菜園があり、季節に応じた野菜を栽培していただきます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

特になし

■入所定員  30名 入所条件

自立 / 要支援1/ 要支援2
要介護 1～5の方
年齢制限あり
(65歳以上)
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）136,800円
■一時入居金　　　敷金　270,000円
　　月額利用料　　（88,200円）（家賃・管理費・水道光熱費）
　　食事代　　　　（朝 324円、昼 648円、夕 648円）食事代３０日計算（48,600円）

体験利用１泊　10,800円（最大　７日間）

その他
　・おむつ代　実費

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　　　　■点滴　　　　　　　■人工肛門
■気管切開　　　　　■経鼻経管栄養　　　■インシュリン注射
■褥瘡ケア　　　　　■中心静脈栄養　　　■膀胱留置カテーテル
■在宅酸素　　　　　■たん吸引

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-810-8585 ＦＡＸ番号 072-810-8515

ほっこり atホーム星田北

住宅型有料老人ホーム

交野市星田北7-13-3 担当職 事務長

アクセス

良好

ＪＲ星田駅 徒歩2分
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施 設 紹 介

母体は、医療法人美星会　小林診療所

この施設の最大の特徴は、「医師が24時間
常駐」している近隣の小林診療所と提携し
ていることで、緊急時にはすぐ対応でき、
日々の健康管理等でもきめ細かな対応がで
きます。

また、食事にも力を入れており、管理栄養士が考えたこ
だわりのメニューを星田の厨房で調理し、提供します。

地産地消の考えをもとに、できる限り地元の素材を使っ
た「安全」で「美味で食べやすい」食事を温かいまま提
供いたしております。

写

○リハビリサービス

近くの小林診療所と連携して理学療法や看護師による運動療法などを行います。

運動療法を行う際に、専門的な運動器具を使用しますので、効果的に運動能力の

強化が望めます。

○娯楽施設

カラオケ、輪投げ、囲碁、将棋や、足湯を設けてリラックス、歌謡会やピアノ

生演奏などの催しも計画しています。

○菜園

敷地内には菜園があり、季節に応じた野菜を栽培していただきます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

近隣の自冶会長様に確認中

■入所定員 　41名

■個室　41室
入所条件

要介護 1～5の方（全て可能）
年齢制限あり(65歳以上)
生活保護受給者 受入可能(限定10組)
※生活保護については､要相談

■月額利用料（食事代含む）125,000円
■一時入居金　100,000円（敷金）
月額利用料　家賃54,000円 （家賃39,000）
　　　　　　管理費27,000円（管理費22,000）
食費　　　　44,000円 （食費44,000） 合計：125,000円（100,000円）
　　　　　　※（カッコ）生保の金額
その他　      食事代（朝　400円、昼　500円、夕　570円）
体験利用・条件（空室がある場合＝１泊2日・3食（朝,昼,夜）付き
　  　　　　4,850円（税込）最長1週間まで利用可能
光熱　　　（電気代・入居者様負担）
おむつ代・家族様負担

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう　　　■点滴　　　　　　■人工呼吸器の使用　　　■人工肛門
■気管切開　　■経鼻経管栄養　　■インシュリン注射　　　■人工透析
■褥瘡ケア　　■中心静脈栄養　　■膀胱留置カテーテル　　■在宅酸素
■たん吸引　　■感染症　 　　　　　　※ 一度電話にてお問合せ下さい
平成29年度1月よりナース常駐となりました
(9時～18時）（365日）

地図・アクセス方法 京阪電車「交野市」駅より徒歩3分と 絶好の交通アクセス

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-894-2080 ＦＡＸ番号 072-894-2090

フォーユー交野

住宅型有料老人ホーム

交野市私部4-48-5 担当職 施設長

● コンビニ、ドラックストアに隣接しているのでお買い物にも便利です！

● 郵便局や市役所も徒歩圏内にございます。
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施 設 紹 介

フォーユー交野では、

開設当時から、色んな

ジャンルのボランテイア様が

来所され、入居者様の日々の

暮らしに華を添えて頂いてます。

職員は、入居者様に季節の

風物詩を堪能して頂くために

趣向をこらしたおもてなしを

させて頂いています。

ヤマモトマキ

フラスタジオ フラダンス

ボランテイアグループ

「かわせみ」

ナツメロ、日本舞踊、和服着付け

クリスマス会＆家族会

ハーモニカ「あすなろ会」
秋の運動会

日健マネジメントフォーユー交野

ホームページで見れます

検索
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 防災訓練（年2回）・備蓄
近隣との
取組み

特になし

■入所定員 　39名 入所条件
要介護1～5の方
生活保護受給者　受入可能

■月額費用　99,472～100,854円＋介護サービス費
■敷金　　 100,000円

家賃　　　　42,000円
共益費　　　16,000円
食事代　　　38,400円（1日1,340円×30日）※食事回数により変動します。

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■在宅酸素
■膀胱留置カテーテル

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-891-5008 ＦＡＸ番号 072-891-5188

エクラ交野

住宅型有料老人ホーム

交野市私部1-30-10 担当職 施設長

エクラ交野
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施 設 紹 介
緑豊かな田園都市、星のまちかたのに、「エクラ交野」をオープン致しました。地域

に溶け込めるよう外観に配慮し、旅館の様な落ち着きのある空間の中で、皆様の健康

と豊かな充実した日々を送れるよう、職員一丸となり、お世話させて頂きます。どう

ぞ、お気軽にご覧ください。

旅館をイメージするエントランス テラスでのんびり日光浴

バリエーションに富んだ豪華な食事

お正月 ひなまつり
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

特になし

■入所定員     32名
■個室　28室
   2名室　2室

入所条件
要支援1 / 要支援2 （応相談）
要介護 1～5の方
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料（食事代含む）120,000円+介護サービス費等
■一時入居金　     100,000円
　月額利用料　  　39,000円　～　　50,000円　（※2名室の場合、2名で52,000円～）
　食事代　（朝　 400円　・　昼　520円　・　夕　520円）
体験利用 １泊　 5,000円（最大7日間）

その他
　・光熱　10,000円
　・おむつ代　自費

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■人工透析　　■胃ろう　　　　■点滴　　　　　　■人工呼吸器の使用
■人工肛門　　■気管切開　　　■インシュリン注射
■褥瘡ケア　　■中心静脈栄養　■膀胱留置カテーテル
■在宅酸素　　■たん吸引　　　■末期ガン

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-891-0086 ＦＡＸ番号 072-891-0036

一休交野

サービス付き高齢者向け住宅

交野市幾野3-20-30 担当職 施設長

閑静な

住宅街

①京阪 郡津駅：

徒歩約15分

②京阪 交野市駅：

徒歩約18分
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施 設 紹 介

２月には同一会社が運営する

デイサービスにて、合同イベ

ントとして鮪の解体ショーを

行いました。

今後も、入居者様が楽しんで

過ごして頂けるように、色々

なイベントを行っていきます。
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施設種別

所在地

電話番号

入所定員

利用料金

ターミナル
受入

受入可能
な

医療行為

施設として 特になし
近隣との
取組み

特になし

■入所定員　56名 入所条件
要支援1 / 要支援2 （応相談）
要介護 1～5の方
生活保護受給者 受入可能

■月額利用料　　138,000円　～（家賃・サービス費・食事代・共益費）
　　　　　　　　　　+介護サービス費等
■一時入居金　　120,000円

食事代　　　　（朝　310円　・　昼　260円　・　夕　460円）
体験利用　　　１日　7,000円（3食付）　　1泊２日　14,000円（食事付）
　　　　　　　2泊3日　21,000円（食事・入浴付）

可　・　否　・　相談 認知症対応 可　・　否　・　相談

■胃ろう
■人工肛門
■インシュリン注射
■在宅酸素

地図・アクセス方法

災害時のネットワーク構築の取り組み状況（施設で行っていること）

072-810-7088 ＦＡＸ番号 072-810-7087

はっぴーらいふ交野

サービス付き高齢者向け住宅

交野市森北1-36-12 担当職 施設長

★JR河内磐船駅から徒歩1分

★京阪河内森駅から6分

★関西スーパーも目の前！

★公園や学校もすぐ近くに！
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★生活保護受給者の方も5室あり。審査により御入居可能です。

「リハビリしたいけど外出するのが面倒」

施設内でゆっくりとリハビリを受けて

心身共にリフレッシュ！

特色・PRポイント

★毎月の会席料理

★はっぴーらいふ内リハビリコーナー

★体験入居　1日　7,000円（３食付）　1泊２日　14,000円（食事付）
　　　　　　2泊3日　21,000円（食事・入浴付）

★年に数回は外部のボランティアによるレクリエーションも実施。

はっぴーリハビリコーナー

施 設 紹 介

【特色、PRポイント等】　毎月1回の会席料理が自慢です！

★毎月のイベントはっぴーデイでは季節に応じた会席料理

H28.7月1日　河内磐船駅前にオープンしました。

関西スーパーや公園も近く高齢者住宅での個別性を生かしたサービスを実施し日々の生
活をサポートします。
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