平成26年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業採択
応募提案事業名

高齢者・発達障害者(児)のリビングカフェ事業
代表提案者：社会福祉法人 みらい
法人・団体等の住所：徳島県徳島市

੩కỉಒᙲ
発達障害者（児）向けの就労移行支援事業等を行っている社会福祉法人が、株式会社や医療法人と共に住宅型有料
老人ホーム 30 戸を整備するとともに、発達障害者（児）らを対象とした就労継続支援事業所 A 型・B 型、放課後等
デイサービス、リビングカフェ、相談支援事業所、居宅介護支援事業所などを併設することで高齢者と発達障害者 ( 児 )
が安心して過ごせる施設を整備。
有料老人ホームを建設することにより、
高齢者の居住の安定確保に努める。また、
リビングカフェでは地域住民（子
供〜成人含む）が集い、にぎやかな環境を醸成し、高齢者、障害者の知的刺激を喚起する。発達障害者にとってはリ
ビングカフェで安心して働ける場が提供され、有料老人ホームや地域の高齢者への食事提供・クリーニング業務の請
負いをすることで社会参加も図る。困ったことがあれば、支援員や相談員の支援が受けられる一貫した包括的な支援
を受けることを可能とする。

੩కỉᏑở࢘ỉᛢ᫆ᛐᜤ
高齢化が進む中での近隣病院、介護保険施設における入院、入所期間の短縮化によって有料老人ホーム、サービス
付き高齢者向け住宅の需要が増加していることが背景にある。
地域交流の面において、事業地はこどもパトロールや町内会が整っており、住民同士の交流が図られている状況で
あるが、今後加速する人口減少により不自由な生活を強いられる高齢者や孤独死、核家族世帯の増加による近隣住民
の関係の希薄化が懸念され、より一層の地域交流が必要とされる。
障害者雇用においては、多様な障害特性により、発達障害者の就労が継続できない場合が多い他、就労継続支援事
業所で充分な工賃が得られず、一人暮らしなど自立した生活を送る発達障害者は少ない。発達障害者の社会進出のた
めには、社会の認知度や理解のための活動が必要である。

ᢠܭᚸ̖
発達障害者等への就労支援やサービスに加え、地域を巻き込んだ多世代交流を目指している。高齢者と発達障害者
等とのマッチングによる新しい効果の発現も期待でき、評価できる提案である。
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共生を育む高齢者施設で
発達障害の子どもの未来を拓く
天満病院グループ 医療法人栄寿会
理事長・医師 福本礼さん
᭗ᱫᎍᚨǍᨦܹᎍᚨƳƲŴɟƭƷᚨƕᚨ᧓ʩ්Ǎ؏עʩ්ǛႸਦƠƯǋƳƔ
ƳƔௐǛɥƛǔƜƱƸᩊƠƍŵƦƏƠƨƳƔŴࣈჄưႆᢋᨦܹᎍƷૅੲƴщǛλ
ǕƯƖƨټ၏ᨈǰȫȸȗȷᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒƍƷ੩కƸŴኒЗ၏ᨈǍᚨƷႻʝң
щǋƋǓŴ၏ᨈƷϋٳƴƞǇƟǇƳʩ්ǛᏋǜưƍǔŵ
ƦƷǷȳȜȫƱǋƍƑǔȪȓȳǰǫȕǧʙಅƳƲƴƭƍƯŴɶ࣎ႎࢫлǛௐƨƠƨټ
၏ᨈǰȫȸȗҔၲඥʴྸ˟ݤʙᧈưҔࠖƷᅦஜᅇƞǜƴᛖƬƯǋǒƬƨŵ

⇁⇟⇹∞⇛↚↱↗↗ᧈ↝↱↘܇ਘٻ

ǓŴƓ܇ƞǜƷᧈǍૅੲȋȸǺƴƱǋƳƬ
ƯŴ࢘ඥʴƷǵȸȓǹǋƩǜƩǜ࠼ƕƬƯƖƨ

──提案内容を見ても、発達障害者の支援に並々なら

ƱƍƏƜƱƴƳǓǇƢŵ

ぬ意欲を感じますが、まずはそこに至るまでの経緯を教

ųƞǒƴŴƦƷƓ܇ƞǜƕҡಅƠƯᅈ˟ʴƴ

えてください。

ƳƬƨǒƲƏƢǕƹƍƍƷƔƱƍƏƜƱƴ

ᅦஜųټ၏ᨈƸଯԧ  ࠰ƴᚨᇌƞǕƨϋᅹ

ƳƬƯŴݼіᆆᘍૅੲʙಅžȯȸǯǹȆȸ

Ʒ၏ᨈưŴ  ࠰ƴȪȏȓȪȆȸǷȧȳᅹ

ǷȧȳசஹſǛƭƘǓŴݼіዒዓૅੲ#žȯȸ

ƴݱδƷȪȏȓȪȆȸǷȧȳᢿǛᚨƠǇƠ

ǯǹǿǤȫசஹ #ſŴݼіዒዓૅੲ $ žȯȸǯ

ƨŵஇИƸ  ബƙǒƍƷႆᢋᨦܹƷƋǔƓ܇ƞ

ǹǿǤȫசஹ $ſǛƭƘƬƨǘƚưƢŵ

ǜƷᚕᛖၲඥǍ˺ಅၲඥǛᘍƬƯƍƨǜưƢ

ųƜǕǒᨦܹЎƸǋƱǋƱ˟ݤưᢃփƠ

ƕŴƦƷ܇ƨƪƷᧈƴƠƨƕƬƯŴഏƴδᇜ

ƯƍǇƠƨƕŴ  ࠰ƴᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒ

ȇǤǵȸȓǹǛڼǊƨǜưƢŵټ၏ᨈưưƖ

ƍƷʙಅƴǇƱǊǇƠƨŵ

ǔƷƸ̾КၲඥƳƷưŴᨼׇၲඥƴƠƨǄƏƕ
܇ƲǋƨƪƷႆᢋƷƨǊƴƍƍƱƍƏ
ƜƱưŴҔၲඥʴ˟ݤưδᇜႆᢋૅ
ੲǻȳǿȸƱδᇜႆᢋૅੲʙಅǛႆ
ឱƞƤǇƠƨŵ
ųƦǕƕᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒƍƷᄽƱƳ
ǓŴδᇜႆᢋૅੲǻȳǿȸȷਦܭႻᛩ
ૅੲʙಅžƴƜƴƜטſ
Ŵδᇜႆᢋૅ
ੲʙಅžƜƲǋசஹǹȆȸǷȧȳࣈ
ſ
Ტ ബ᳸  ബᲣƴƳǓǇƢŵƦƜƴ
ƍǔƓ܇ƞǜƕᧈƢǔƱŴʻࡇƸƦ
ǕˌᨀƷǵȸȓǹƕ࣏ᙲƴƳƬƯŴݱ
ܖဃƴƸ્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹžǸȥ
ȋǢǯȩȖſ
Ტ ബ᳸ᲣŴɶ᭗ဃƷ્ᛢࢸ
ሁȇǤǵȸȓǹžǸȥȋǢǯȩȖᔺஜſ
Ტ〜  ബǇưᲣǛƭƘǓǇƠƨŵƭǇ

当日のインタビューの様子、中央が医療法人栄寿会理事長の福本礼さん
左：社会福祉法人みらい理事長・天満英子さん
右：株式会社ゆうメディカルサービス 事業部 課長・福岡卓斗さん

89

உࢸƴƸܼƴ࠙ǒƳƘƯƸƳǓǇƤǜŵƦƷ
ໜŴஊ૰ᎊʴțȸȠƳǒŴʼᜱ̬ᨖƷᢘဇƱ᧙
̞ƳƘƣƬƱƍǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ųᎰՃૠƷ᧙̞ưŴ࢘ИƸ  ᨞ƩƚǛǪȸȗȳ
ƠƨǜưƢƕŴƦƷ  ƔஉࢸƴƸμǪȸȗȳ
ƠŴμᢿư  ৎλǓǇƠƨŵʻǋӷơƙǒƍ
ƷλއཞඞưƢŵ
ųλއᎍƸ  лƙǒƍƕǰȫȸȗඥʴƔǒƷኰ
ʼưƢƕŴᡈƴƓ˰ƍƷ૾ƕཋǛᙸƯžƖ
ǕƍƩƔǒſƱλǒǕƨǱȸǹǋƋǓǇƢŵᢿ
ދǋƝܼଈƕජǇǕǔǑƏŴƋǔᆉࡇ࠼ƘƠǇ
ƠƨŵࣈࠊƷஊ૰ᎊʴțȸȠƸ᧵ٻƳƲƴൔ

「天満ウェルネス名東」外観

ǂƨǒܤƘŴዮ᫇ưǋஉᲫ  ɢόᆉࡇưƢŵƜ
ǕƸჄϋưƸרႎƳ᫇ưŴᙲʼᜱࡇƸ 

↗↘↙᧵ٻൔ↨↺↗л↙ܤλᝲއ
──これまでの経験を経てモデル事業の提案に繋がっ
ていくわけですね。

רƱƳƬƯƍǇƢŵ

∐⇹∙⇖⇑⇻⇍⇁ᡫↆʩ්ⅻܱྵ

ᅦஜųƦƏƳǜưƢŵݼіᆆᘍૅੲʙಅǛƭ

──リビングカフェが建物の入口にありますが、どのよ

ƘƬƨ᪭ƴŴƜƷȢȇȫʙಅưƋǕƹŴ࣬ƬƯ

うな効果が生まれるのでしょうか。

ƍǔƜƱƕμᢿưƖǔƱ࣬ƍǇƠƨŵ

ᅦஜųžټǦǧȫȍǹӸிſƷᲫ᨞ᢿЎƴǫ

ųžټǦǧȫȍǹӸிſƕƬƯƍǔעםƸ

ȕǧƕλƬƯƍƯŴƢƝƘǪȸȗȳƳئƴƳƬ

धᎍƞǜƕஊƠƯƍƨǋƷưŴǰȫȸȗ˟ᅈ

ƯƍǇƢŵЈλӝƕɤ૾ƴƋƬƯŴᚨƷɶƔ

Ʒఇࡸ˟ᅈǏƏȡȇǣǫȫƕទλƠǇƠƨŵנ

ǒǋٳƔǒǋλǕǇƢŵᡈƴКƷඥʴƕᢃփ

ܡƷஊ૰ᎊʴțȸȠǛƭƘƬƨƷƸŴ
žၲ

ƠƯƍǔᎊʴțȸȠƕƋǔǜưƢƕŴƦƜƷλ

ƸᓳƪბƍƨƚǕƲŴɟʴư˰ǉƷƸ࣎ᣐſƱ

އᎍƞǜƕஹƯƘǕƨǓŴᡈƘƷᨦܹᎍᚨƷ

ƍƏ᭗ᱫᎍƕٶƍƨǊưƢŵƜǕǇưƦƏƍƏ

૾ƕƍƢưஹǒǕƨǓŴᡈᨩƷ૾ǋᐯ᠃ư

ʴƸᎊͤǍཎƴλƠƯƍǇƠƨŵټ၏ᨈ

ஹƯƘǕǇƢƠŴƓ૰ྸǛƓਤƪ࠙ǓƠƯƍƨ

ǰȫȸȗƴǋᎊͤƸƋǓǇƢƕŴᎊͤƩƱ  Ɣ

ƩƘƜƱǋƋǓǇƢŵ

左：明るく居心地のいいカフェ内部
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右上：カフェ看板

右下：利用者さんの手作り作品

写真1 カフェメニュー

写真2

作業工程表

カフェ注文ボード

ųɥ᨞Ʒஊ૰ᎊʴțȸȠƷλއᎍƞǜǋǑƘƝ

──カフェのメニューも独特で、料理や飲み物の写真

ܼଈƱɟደƴᢅƝƞǕƯƍǇƢƠŴǫȕǧƕƢ

がマジックテープで着脱できるようになっていますね（写

ƝƘƍƍᆰ᧓ƴƳƬƯƍǔƳƱ࣬ƍǇƢŵЭ

真1参照）
。これは注文をとるための工夫ですか。

ԛ֠ưƢƕŴλއᎍƞǜƷƝܼଈƔǒǋžᩎ

ᅦஜųƦƏưƢŵᨦܹƷƋǔʴƕˁʙǛዒዓư

ൢƕƍƍƶſƱƍǘǕǔǜưƢŵ

ƖǔǑƏŴƱƴƔƘƍǖǜƳپǛƠƯƍǇ

ųஉŴʼᜱܴǍѠࢍ˟ǛƘƳƲŴעᢊƳ

ƢŵƓܲಮƴද૨ϙჇǛƸƕƠƯǋǒƬƯŴද

ѣǛƠƯƍǔƷưŴ؏עƷ૾ƴǋࢹŷƴᛐǊ

૨ȜȸȉƴᝳǓƭƚǇƢŵᙐૠƷǪȸȀȸǛɟ

ǒǕƯƖǇƠƨŵᨨǕܼႎƳǫȕǧƱƠƯ505

ࡇƴᎥƘƱฆʏƠǇƢƕŴᙻᙾǛဇƍƨƜƷ૾

ưኰʼƞǕƨǓŴƦǕǛᙸƯᒉƍʴƕஹƯƘǕ

ඥƩƱ᧓ᢌƍƕƳƘŴ࣎ܤưƢŵ

ƨǓŴƨƘƞǜƷʴƕᨼǇǓǇƢƷưŴƍǖƍ

ųǇƨŴǈཋƷ˺Ǔ૾ǛϙჇλǓưᘙƴƠƨ

ǖƳႻʈјௐƕဃǇǕƯƍǇƢƶŵ

ǓŴǹȈȭȸǍǬȠǷȭȃȗƷᙀΪƳƲᙻᙾ҄
ƠƨǓƠƯŴǹȠȸǺƴ˺ಅưƖǔǑƏƴƠƯ

⇑⇻⇍↞ ‴ ⅚″ ↞ӂ↳ʼᜱᙀя

ƍǇƢŵǫȕǧƷˁʙƴƸŴኬƔƍ˺ಅƕƨƘ
ƞǜƋǔƷưŴƢǂƯƷ˺ಅᆉǛǿǤȠȆȸ

──施設内にも就労する場が生まれているようですね。

ȖȫƴƠƯŴ˴ƴ˴ǛǍǔƱƍƏƜƱǋЎƔ

ᅦஜųȪȓȳǰǫȕǧƸݼіዒዓૅੲ $ ư

ǓǍƢƘƠƯƍǇƢᲢϙჇ  ӋༀᲣ
ŵႆᢋᨦܹᎍ

ƢŵᨽဇڎኖƳƠư٥ǓɥƛƴࣖơƯǛૅ

ƷئӳŴཞඞƴࣖơƯإԓƢǔƱƍƏƜƱƕᩊ

Ə࢟ưƢŵˁʙƸܲǍ֥ඹƍƳƲǛᘍƬ

ƠƍƨǊŴȫȸȆǣȳưإԓưƖǔǑƏƳپ

ƯƍǇƢŵǹǿȃȕƕ࣏ƣࠝᬟƠƯƍǇƢƕŴ

ǋٻЏưƢŵ

Ɠ൦ǛЈƢŴද૨ǛӖƚǔŴǈཋǍƓ૰ྸǛ

ų$ưƸƜƷǄƔඹຩಅѦǋᘍƬƯƍƯŴ
žټ

ЈƢŴƓႤǛඹƏƱƍƬƨƜƱƸǈǜƳᨦܹƷ

ǦǧȫȍǹӸிſƩƚưƳƘŴǰȫȸȗϋƷ

ƋǔʴƕǍƬƯƍǇƢŵஇᡈŴȑǹǿƴǵȩȀ

ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨžӸஉᑽſƳƲƔǒǋඹຩཋ

ƱȕǩǫȃȁȣƱȉȪȳǯƕƭƘȩȳȁǋڼǊ

ǛᛪƚƬƯƍǇƢŵƞǒƴŴᠾಅƳƲٳư

ƨǜưƢƕŴȑǹǿǽȸǹƸǹǿȃȕƕ˺ƬƯ

ᘍƏˁʙǋƋǓǇƢŵ$ ƷܭՃƸ  Ӹưྵ

ƍǇƢŵǫȕǧưƸŴټ၏ᨈǰȫȸȗƷᎰՃ

נМဇᎍƸ  ӸưƢŵ

ƸǈǋƷƕ૰ƴƳǓǇƢƔǒŴᎰՃƷМဇ
ǋٶƍưƢƶŵ
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ƕŴǇƨƢƙƴࣔǕƯƠǇƏƷưŴጮǓᡉƠƯ
ƍƘƜƱƕٻʙưƢƶŵ

∈⇭∑ʙಅ⇁↕↰ڼμⅺ↸ᙸܖᎍⅻ
──では、今後に向けての抱負をお願いします。
ᅦஜų੩కƸᅶƷ࣬ƍǛƍƯŴƜƏƍƏǋ
ƷǛƭƘǓƨƍƱ૨ᇘƴƠƨǘƚưƢƕŴ৸
就労継続支援B型の洗濯業務でアイロンがけ

ƞǕƯஜ࢘ƴƋǓƕƨƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ؏ע

──施設内でのA型の就労はどのような状況ですか。

ƷಅҔƷέဃǍƝᡈƷ૾ƷኰʼǋƋƬƯŴ

ᅦஜųݼіዒዓૅੲ # ƸᨽဇڎኖǛኽƼŴࣈ

ஊ૰ᎊʴțȸȠƱ $ ƸܭՃƕƢƙƴ؈ǇǓǇ

ჄƷஇ˯Ǜ̬ᨦƠƯƍǇƢŵ# ƷܭՃ

Ơƨŵ# ƷዜਤƸ٭ٻưƢƕŴݩஹႎƴǈǔ

Ƹ  ӸưŴМဇᎍૠƸྵ  נӸưƢŵ# Ƹ

ƱᩔᙲƸƋǓǇƢƔǒŴ᧓ƕੑƔƬƯǋ᠃ڤ

ȏȭȸȯȸǯƔǒƷኰʼƕɶ࣎ưƢƕŴܭՃƕ

ƢǔƱ࣬ƍǇƢŵ

؈ǇǒƣŴᒊƠƯƍǇƢŵൢЎƷූƖආǈƕ

ųƜƷʙಅƴƭƍƯƸŴμƔǒᙸܖᎍƕٻѬ

ƋƬƯŴᡦɶư࠙ܡƞǕǔƜƱǋƋǓŴႆᢋᨦ

ஹƯƘƩƞƬƨƜƱǋѕǈƴƳǓǇƠƨŵ᭗ᱫ

ܹƩƚưƳƘችᅕᨦܹƴƭƍƯǋࣖݣưƖǔǑ

ᎍƱᨦܹᎍƷσဃǵȸȓǹƕƏǇƘƍƬƯƍ

ƏŴǫǦȳǻȪȳǰǛƠƯƍǇƢŵ

ǔƜƱƴᐻԛǛਤƨǕƨǑƏưƢŵ̬ᏋטƱ᭗

ųМဇᎍƷҞЎƸӂಅѦŴҞЎƸʼᜱᙀяಅ

ᱫᎍᚨƱƍƏǑƏƳኵǈӳǘƤƸٶƘƳƬƯ

ѦƴݼƍƯƍǇƢŵӂƴ᧙ƠƯƸŴƍƣǕƸ

ƍǇƢƕŴ࢘ඥʴƷئӳŴǇƣ᭗ᱫᎍᚨƷם

ټ၏ᨈǰȫȸȗμ˳ƷǻȳȈȩȫǭȃȁȳƴ

ӨƕƋƬƯŴƦƜƴᨦܹᎍӼƚƷǵȸȓǹƕь

ƠƯŴ؏עƷᣐǵȸȓǹǋƠƨƍƱᎋƑŴٻ

ǘƬƨƜƱƕǄƔƱᢌƏƱƜǖƩƱ࣬ƍǇƢŵ

ᙹƳᚨͳǛݰλƠǇƠƨŵƦǕƩƚƷᨽဇǛ

ųܼᧉݦǋŴ̬Ꮛٟ  ӸŴᅈ˟ᅦᅍٟ  ӸŴᐮ

ဃǈƨƍƱƍƏ࣬ƍƕƋƬƨƷưƢƕŴྵܱƸ

࣎ྸٟ  ӸŴችᅕ̬ͤᅦᅍٟ  ӸŴʼᜱᅦᅍ

ӈƠƘŴǇƩɟᢿƠƔᆙưƖƯƍǇƤǜŵų

ٟ  ӸŴჃᜱࠖ  ӸŴ˺ಅၲඥٟ  ӸŴᚕᛖᎮ

ųʼᜱᙀяಅѦƸǰȫȸȗϋƷᚨƔǒŴǷȸ

ᙾٟ  ӸŴሥྸٟ  ӸŴٟ  ӸŴᜱ

Ȅʩ੭ǍฌੈǛᛪƚƬƯƍǔ࢟ưƢŵˁʙɶ

ՃβᚩӸŴᏋβᚩӸƍǔƷƕࢍǈưƢŵ

ƸλއᎍƱႺ᧙ǘǔƜƱƸݲƳƘŴƝਮਠƢ

ųټ၏ᨈǰȫȸȗưƸŴ
žԧ᫊ग़ᛖ᳸ΟƠƍ

ǔƘǒƍưƢƕŴλއᎍƷ૾Ɣǒ٣ǛੑƚǒǕ

ᇰ᫊Ʊ࣬ƍǍǓƷƋǔᚕᓶᢔƍưŴᐯЎƱԗ

ǕƹŴᨦܹᎍƴƱƬƯƸᐯ̮ƴƳǓǇƢŵƍ

ƷʴŷǛ࠳ƤƴƢǔ᳸ſǛྸࣞƱƠƯƍǔƷ

ƢƷʼяǛƠƯŴ
žƋǓƕƱƏſƱƍǘǕƨǓƢ

ưŴƜǕǛᎰՃμ˳ưܱោƢǔƜƱƴǑƬƯŴ

ǔƱ٭ٻշƼǇƢŵ

ʻࢸŴ؏עƱƷᡲઃǋǑǓขǇƬƯƘǔƱ࣬Ƭ

ųټ၏ᨈǰȫȸȗƕႆᢋᨦܹૅੲƷѣǛƠ

ƯƍǇƢŵ

ƯƍǔƜƱƸૼᎥƳƲưӕǓɥƛǒǕƯƍǔƷ
ưŴλއᎍƷ૾ǋྸᚐƞǕƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵ
──就労支援の課題を教えてください。
ᅦஜųλއᎍƞǜƴݣƠƯŴƔƬƱƳƬƯࣦƬ
ƯƠǇƬƨƱƍƏƜƱƕƋǓǇƠƨŵƦƷƱƖ
Ƹ᧙̞ᎍƕᨼǇƬƯŴƢƙƴࣖݣǛᛅƠӳƍǇ
ƠƨŵஜʴƱǋᛅƠŴ
žǋƏɟࡇज़ऴǳȳȈȭȸ
ȫƷȈȬȸȋȳǰƔǒڼǊǑƏſƱƍƏƜƱƴ
ƳǓŴᅶƷǄƏưƓᕤƷᛦራǋƠǇƠƨŵƍǖ
ƍǖሊǛᜒơǔƱŴஇИƸјௐƕƋǔǜưƢ
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A型の就労の場となっている厨房

ྵעᛦ௹−∃∞⇮

ټỸỺἽἋӸி
ક୧થમഠযش
ᢃփʙಅᎍᲴټ၏ᨈǰȫȸȗųҔၲඥʴद˟
ענᲴࣈჄࣈࠊӸிထɠႸဪעųؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ
ųࣈࠊᢸٳƷ˰עܡƷɶƴŴଢǔƍᨗݧƠǛ

ųᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒƍƸࣈưᧈƘ؏עҔၲƴ

ӕǓλǕƨฌज़ๆǕǔǫȕǧƕᙸƑǔŵ

ઃǘƬƯƖƨټ၏ᨈǰȫȸȗƷɶƷɟඥʴ

ų
ž%#('ų56;.'ſƱƍƏȭǴƕƳƚǕƹŴ

ưŴႆᢋᨦܹδȷᎍƷૅੲƴщǛදƍưƍǔŵ

ƜƜƴǫȕǧƕƋǔƱƸൢƮƔƳƍƔǋƠǕƳ

ƜǕǇưŴ܇ƲǋƷᧈƴӳǘƤŴ࠷δƔǒ

ƍŵࣈᬜƔǒư  Ўŵஇ݃ǓƷπσʩᡫ

ʴǇưƷૅੲ˳СǛૢƑƯƖƨŵʻׅŴȢ

ೞ᧙ƸȐǹƩƚưŴൿƠƯᘍƖǍƢƍئưƸ

ȇȫʙಅưੑƚƨȪȓȳǰǫȕǧʙಅưƸŴ

ƳƍƕŴɟࡇᚧǕƨʴƸǇƨࡽƖ݃ƤǒǕǔᩎ

᭗ᱫᎍᚨǛɶ࣎ƱƠƯŴᅈ˟ƴЈǔ࠰ᱫƴ

ൢƕƋǔŵ

ƳƬƨႆᢋᨦܹᎍƴݼіƷೞ˟Ǜ੩̓Ƣǔŵ
ųನेƷםӨƱƳǔƷƸŴ˰ܡƷஊ૰ᎊʴ
țȸȠžټǦǧȫȍǹӸிſưŴཋƷ  ᳸
 ᨞ƕ˰އǹȚȸǹƴƳƬƯƍǔŵƜƷஊ૰ᎊ
ʴțȸȠǛᢃփƠƯƍǔƷƕŴټ၏ᨈǰȫȸ
ȗƷҔၲඥʴद˟ƩŵƦƠƯŴᲫ᨞ƴƸᨦܹ
ᎍƷݼіƷئƴǋƳƬƯƍǔǫȕǧǍӂŴඹ
ຩܴƳƲƕƋǔŵ
ų
žټǦǧȫȍǹӸிſƷஇٻƷཎࣉƸŴݼі
ዒዓૅੲǍǫȕǧƳƲƷೞᏡǛͳƑƨᙐӳᚨ
ƱƳƬƯƍǔໜưŴݼіዒዓૅੲʙಅ # 
žȯȸǯǹǿǤȫ #ſǍӷ $ žȯȸǯǹǿǤȫ
$ſƳƲƴƭƍƯƸŴᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒƍƕᢃ

カフェ外観

փƠƯƍǔŵƜǕǇưǋ᭗ᱫᎍᚨƱ̬ᏋטǛ
ᗡӳƠŴٶɭˊʩ්ǛႸਦƢǑƏƳǱȸǹƸ
ƋƬƨƕŴ᭗ᱫᎍᚨƕႆᢋᨦܹᎍƷݼіέƱ
ƳǓŴႻʝңщƢǔ̊ƸǄƱǜƲƳƍŵ
ųƜƷžټǦǧȫȍǹӸிſưƸŴ# ưݼ
іƢǔᨦܹᎍƕʼᜱᙀяಅѦƴݼƖŴฌੈǍ
ǷȸȄʩ੭ŴӂಅѦƳƲǛᘍƬƯƍǔŵǇ
ƨŴ$ ƷʴƸ  ᨞ƴƋǔǫȕǧưƷܲǍ
֥ඹƍƷǄƔŴᚨƷȪȍȳǍλއᎍƷᘘ
ƷඹຩŴᠾಅƳƲƷ˺ಅǛᘍƏŵ

2階

有料老人ホームの居室
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ǋŴƨǇƶƗƷႝƸǉƚƯǋŴٻఌŴȋȳǸȳ
ƷႝǉƖƸᩊƠƍƜƱƕƋǔŵƳƥƳǒŴٻఌ
ǍȋȳǸȳƸႝǛǉƍƯǋᑥƕӷơƩƔǒƩŵ
ƦƷƨǊŴƲƜǇưǉƚƹƍƍƷƔЎƔǒƳƍ
ƱƍƏŵ
ųǇƨŴஊ૰ᎊʴțȸȠưᘍƏǷȸȄʩ੭ƸŴ
ӷơ˺ಅǛ᱈ŷƱዓƚǔƜƱƕࢽॖƳᨦܹᎍƴ
ӼƍƯƓǓŴྵئǛ˓ƤƯǋٻɣپƳƘǒƍƴ
ƳƬƯƖƨƦƏƩŵᨦܹᎍƱλއᎍƱƷ᧙ǓƸ
有料老人ホーム 居室内の洗面・トイレ

ٶƘƸƳƍƕŴƪǐƬƱƠƨਮਠǍ࣎ᢔƍƕʝ

ųܱᨥƷƘئǛᙸܖƢǔƱŴ˺ಅǛǹȠȸǺ

ƍǛΨൢƮƚƯƍǔŵ

ƴᡶǊǔƨǊƷپƕ᨟ƴᙸƑǔŵƨƱƑƹ

ųஊ૰ᎊʴțȸȠƷλއᎍƴƸᨦܹǛƓਤƪƷ

ᎊʴțȸȠưЈƞǕǔඹຩཋƴƸŴƢǂƯӸЭ

૾ǋƍǔŵХጠƕࢽॖưŴƦƜƴბႸƠƨૅੲ

ƕǫǿǫȊƔƻǒƕƳưƔƔǕƯƍǔŵᘘƕ

Ճƕ $ ưƷݼіǛ̟ƠƨŵʻưƸŴݦဇƷХ

ǄƔƷλއᎍƷƱƜǖƴ᧓ᢌƬƯފƘƜƱƕ

ጠ˺ಅئǛᚨƚŴ˂ƷλއᎍƷૅƑƴƳƬ

ƳƍǑƏŴᛡƕӖƚӕǓŴᛡƕފƚƨƔŴᝧ˓

Ưƍǔŵ

ƷנǛଢᄩƴƠƯƍǔƦƏƩŵ

ųƜƜưƸƦƏƍƏɟʴƻƱǓƷᢌƍƱӼƖӳ

ųႆᢋᨦܹƸŴƦƷʴƦƷʴưᨦܹƷཎࣱƕᢌ

ƍƳƕǒŴ̾ŷƷᨦܹƴࣖơƯˁʙǛൿǊŴ

ƏƱƜǖƕȝǤȳȈưƋǔŵƠƨƕƬƯŴǹ

ጀǛᡶǊƯƍǔƷƩŵƦƷǷȳȜȫƱǋƍƑǔ

ǿȃȕƸƦƷʴƴưƖǔ˺ಅƕ˴ƔǛ৭੮

Ძ᨞ƷǫȕǧưƸŴᨦܹᎍŴ᭗ᱫᎍŴᎰՃŴ؏ע

ƠŴưƖǔ˺ಅǛлǓਰƬƯƍǔŵƨƱƑƹŴ

ƷʴƳƲŴಮŷƳʴƕᨼƍŴଐŷૼƨƳǳȟȥ

ӂಅѦƷɟƭưƋǔᓔƷႝǉƖƴƠƯ

ȋǱÜǷȧȳƕဃǇǕƯƍǔŵ

設備の整った厨房内部（上：配膳室
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下：食器乾燥庫）

掃除の目印として床にテープで区切りを
（上：食堂

下：トイレ前）

ټ⇌⇍∑⇳⇟Ӹிųؕஜ⇭∞⇥
住宅・施設の形態

住宅型有料老人ホーム
就労支援事業所他

家賃相当額（利用権） 45,000 円〜 50,000 円

敷地面積

1860㎡

共益費（水光熱費） 10,000 円

延床面積

1824.20㎡

管理費

10,000 円

構造・階数

鉄骨造

食費

49,800 円

住戸面積・住戸数

19.5㎡〜 21.0㎡・30 室

入居状況

28 室

住戸内設備

トイレ、ベッド、タンス

平均年齢

84.8 歳

共同利用設備

浴室、食堂、トイレ

平均要介護度

2.2

管理開始年月日

平成 27 年 5 月

スタッフ体制

3階

ホーム職員 2 名
訪問介護職員 8 名

ランチメニューのパスタ

カフェではスイーツも

ランチにはサラダと手作りフォカッチャがセットに

カフェと通じる中庭
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ỸỼἕἓ

ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨᴾӸஉᑽ
δᇜႆᢋૅੲἍὅἑὊỆẮỆẮט
ųžټǦǧȫȍǹӸிſƷƦƹƴƸŴټ၏ᨈ
ǰȫȸȗƷ᧙ᡲᚨƕᙐૠƬƯƍǔŵƦƷɶƴ
ƸŴҔၲඥʴ˟ݤƕᢃփƢǔʼᜱᎊʴ̬ͤᚨ
žӸஉᑽſǍᅈ˟ᅦᅍඥʴǈǒƍƕᢃփƢǔδᇜ
ႆᢋૅੲǻȳǿȸžƴƜƴƜטſǋƋǔŵƜƜư
ƸžƴƜƴƜטſǛɶ࣎ƴኰʼƠƨƍŵ
Ӹஉᑽٳᚇ

にこにこ園外観

にこにこ園内部

手作り作品

に
にこにこ園内部

にこにこ園内部
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にこにこ園内部
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મષ

যऌॉपऩढथखऽःऽघ؛
टऊैؚ
লथःऎৃऋඟखऊढञ॒दघ؛

पঐ४ॵॡद॑છःथुघएइथؚटोभुभऊॎऊैऩऎऩॊ؛

௮ऌीथফ৯पऩॉऽघऐनؚ
ञऽपওথॱঝध৬भংছথ५ऋട

जऒदؚஎपଢऋෳऊॉؚຸᅲप॑ඵጵघॊலহ॑ষअऒधपऩॉ

ोथؚ
ಢৎदషढञॉؚ
उ೬ाऔचथुैअऒधऋँॉऽघ؛
दुؚ
َऒ

ऽखञ؛ऒऒदमৢढथඵጵभலহ॑खथःऽघ؛

ऒमੱऋःःऊैজআॺشखञॎेُ
धऊ
َ৴ोदुোॉृघः
ॎُ
ढथॎोञॉؚ
उऔ॒ऋ॑༨इथऎोञॉؚ
अोखःऒधऋ
ञऎऔ॒ँॉऽघ؛
ؙਰؚ
ଝ೯ृଝಟभऒध॑ੴढथःॊযऋभഠযشपःथؚ
َ০
मँऩञऋःॊऊैُ
ढथढ़ইख़पਟथऎोञभुؚ
घओऎअोखऊढ
ञदघ؛
दुؚ
जभযम୰पষढञऌॉಝऎऩढथखऽःऽखञ؛
जभ
৽ୡपेढथؚ
ऒऒपਟॊযऋुअਟोॊ৳ऩ॒थऩः॒टधਞ
तऊऔोथؚ
மुदृैऩःधःऐऩःधगऽखञ؛
ؙ০ؚउभ॥ش५ॱشऩन॑ീॉदणऎढथःॊ॒दघऋؚ
৵औःध
ऌपീॉઇदಆढञऒधऋেऊचथःऽघ؛
எटऐगूऩऎؚ
ऒऒम

ௌಲਢ੍ରڶ&ؙऔؙ॒੬ਙؙ૿ਊ
х

ःौ॒ऩযभশਚ॑ਬऌলखथऎोऽघ؛

ؙভपলथؚযථैख॑खऩऋैःौःौऩपःथःऽ
खञ؛दुؚऩऊऩऊअऽऎःऊङ௵ुऩऎऩढथःढञ॒
दघ؛ঽীदु৸ऎਞહऊऩऊढञ॒दघऋؚ২൧॑ਭऐञ
ऺअऋःःधःॎोथ৹सञैؚੴ૩धঽ൷ඪऋँॊऒधऋ
ীऊॉऽखञ؛ऒऒभभலহमৎඐਜदౝڲعڱ؛ऊ
াपउ೬ाखऽघ؛
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Ū૰

ټǦǧȫȍǹӸி

ũஊ૰ᎊʴțȸȠᲢᙐӳᚨᲣ

̏
ʀम࿓ܩକࢩԋࣆ̘ॶۂʀ̙ܗ
ʀϨϑϱήΩϓΥ

  

̐
ʀे༙ܗྋਕϙʖϞʤ࣪ڋ෨ʥ
ʀ૮ࢩԋࣆॶۂ
ʀࢩڋԋࣆॶۂ
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Ū૰

ټǦǧȫȍǹӸி

ũஊ૰ᎊʴțȸȠ

̑
ʀे༙ܗྋਕϙʖϞʤ࣪ڋ෨ʥ
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