
 
 

介護老人福祉施設 牛久さくら園 
 

ご 利 用 の ご 案 内 
 

 

社会福祉法人 若竹会 高齢者総合福祉施設 牛久さくら園 
〒300-1232 茨城県牛久市上柏田 1 丁目 18 番地 4 

TEL 029‐878‐0711㈹  FAX 029‐878‐0716 
 



1、牛久さくら園での生活について 
 ☆牛久さくら園はご高齢者のニーズに対応した福祉の総合施設です。充実

した福祉サービスの他、関係機関との連携により医療・福祉をトータル

的にサポートしております。 
☆ご利用される皆様が充実した明るく、楽しい毎日を送っていただくこと

をスタッフ一同第一に考えております。 
 
『牛久さくら園』施設概要 

階別 名  称 内    容 

居宅介護支援事業所 
 

介護保険に係わる在宅サービス利用の

ご相談、及びケアプラン（在宅サービ

ス計画）の作成等を致します。 
在宅介護支援センター 
（牛久市委託事業） 

ソーシャルワーカーが在宅介護に関す

る各種ご相談をお受け致します。 
訪問介護 
（ホームヘルパー） 

ご自宅を訪問し、日常生活上の必要な

介護サービスをご提供致します。 
訪問入浴介護 
 

ご自宅に浴槽をお持ちし、入浴サービ

スをご提供致します。 

1 階 
事務室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配食サービス 
（牛久市委託事業） 

市内在住のご高齢者を対象にお弁当

（夕食）をお届け致します。 
介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で、ご家庭での生活の

難しい方が対象になります。 
1 階 
2 階 
 
 

短期入所生活介護 
（ショートステイ） 

ご家族のお留守の際等に短期間お泊ま

りいただけるサービスです。 
通所介護 
（デイサービス） 

日帰りでご利用いただけるサービス

（食事、入浴、機能訓練等）です。 
3 階 
 
 
 
 

ケアハウス 
（軽費老人ホーム） 

個人の自立した生活とプライバシーを

尊重し、快適な暮らしを送っていただ

けるよう工夫されております。 
 



2、入所定員（70 名） 
 
 ☆長期入所 ………… 54 名 
 ☆短期入所 ………… 16 名 
 
3、ご利用対象者 
 
 ☆長期入所…要介護認定（要介護 1 以上の認定）を受けており、常時介護

の必要な方で、ご家庭での生活が難しい方、また入院治療を

必要としない方、伝染性疾患のない方等で当該施設でのサー

ビス提供の可能な方がお申し込みの対象となります。 
ご利用は、お申し込み者の諸事情を考慮の上、入所検討委員

会にて決定致します（詳しくは別紙「介護老人福祉施設牛久

さくら園入所評価基準」をご参照下さい）。 
 
 ☆短期入所…要介護認定（要支援以上の認定）を受けており、ご家族様が

お留守の時や体調不良の時等に短期間ご利用いただけます。

入院治療を必要としない方、伝染性疾患のない方等で当該施

設でのサービス提供の可能な方がご利用の対象となります。 
 
＊ご利用いただいている方は、それぞれにお体の状況（体調）も違い、

またご事情やそれまでの環境・経過も様々です。その点をよくご理解

した上でご利用いただくようお願い致します。 
 
4、お申し込みについて 
 

§ご利用に関わるご相談の窓口はソーシャルワーカーとなっております。  
§詳しくは別紙「お申し込みから入所（ご利用）までのご案内」、「牛久

さくら園ショートステイご利用までの流れ」をそれぞれご参照下さい。 
§ご相談、及び面談後、別紙契約書により利用契約を締結致します。 
   



5、サービス内容（詳しくは別紙「重要事項説明書」をご参照下さい。） 
 
 §ご利用者様の健康状態、又必要に応じたサービスをご提供致します。 
 §ケアプラン（居宅サービス計画、又は施設サービス計画）に沿ったサー 

ビスをご利用いただけます。 
＊ケアプランとは、ご利用者様お一人お一人（個別）の目標、及び当

該施設でご提供するサービス内容等を具体的に計画したものです。 
    ご利用者様、ご家族様とスタッフが一緒に考えていきます。 
 
  ○食  事…栄養のバランスやカロリーを考慮し、バラエティー豊かな

献立をご用意しております。 
○入  浴…入浴は週 2 回程度となっております。車椅子の方にも快適

にご利用いただけます。 
  ○ト イ レ…必要に応じた声掛けや介助を行っております。 
  ○着 替 え…生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行っていただくよ

う配慮致します。 
○機能訓練…お体の状況や必要に応じた機能訓練を行い、身体機能の低

下防止に努めております。 
  ○趣  味…ゆとりある楽しい時間を過ごしていただけるようなふれあ

いの場をご提供致します。各種レクリエーションや行事等、

様々な企画をご用意しております。 
  ○洗  濯…ご希望される方には衣類の洗濯を致します。尚、材質によ

っては洗濯できない物もございますので予めご了承下さい。 
  ○相  談…ソーシャルワーカーが日常生活における様々なご相談をお

受けしております。秘密は守ります。 
  ○そ の 他…その他、ご利用に際してのご要望やご心配されている点等

がございましたらお気軽にご相談下さい。 

 



6、健康管理について 
 
§介護・看護スタッフ、及び非常勤医師が日頃の健康管理を致します（夜 

間は介護士が対応致します）。 
§ご利用中の緊急時、その他の必要な場合には速やかに主治医、又は協力

医療機関等に連絡・引継ぎを致します。尚、緊急時の対応方法について

事前に医師、又は看護師と必ずご相談下さい。 
§長期入所をご利用の方は、日頃の病状についてご説明致しますので、1 

～2 ヶ月に 1 回は医師、又は看護師までご連絡下さい。 
 
7、職員体制 
  

介護士、看護師、非常勤医師、機能訓練指導員（マッサージ師）、事務員、

管理栄養士、介護支援専門員（ケアマネジャー）、ソーシャルワーカー 等 

8、設備について                    
  

◇居室（全室個室） 
  全室洋室、介護用ベッド、タンス、洗面台、ナースコール、テレビ端子、

冷暖房完備 等 
   

＊トイレ付きの居室につきましては、使用（空き）状況等によりご用意

できない場合がございます。予めご了承下さい。 
 
 ◇各種設備 
  サービスステーション（各階）、食堂（各階）、大浴室（3 階）、特殊浴室

（2 階）、浴室（1 階）、トイレ、医務室（静養室、看護室）、理美容室、

デイサービスルーム、ボランティア室、相談室、会議室、事務室、厨房、

非常通報装置、消火設備、全館冷暖房完備、エレベーター 等 



9、一日の流れ 
 
 §お一人お一人の生活を大切にしたいという思いから特に細かい日課は設

けておりませんが、大まかな一日の流れは次の通りです。 
 
    6：00～   起床介助（着替え、整容等）  
    7：30～   朝食 
    8：30～   健康チェック（体温、血圧、脈拍等） 

10：30～   お茶の時間 
12：00～   昼食 
14：00～   趣味の時間（レクリエーション、各種行事等） 
15：00～   おやつ 
18：00～   夕食 
21：00    消灯 

 
＊入浴日は下記の通りとなっております。尚、短期入所ご利用の方は、

日程を踏まえて調整致しますのでこの限りではございません。 
       男性一般浴：水・土 
       女性一般浴：月・木 
       特 殊 浴：火・金 

＊機能訓練（マッサージ等）は、ご利用者様の必要や状況に応じて実施

しております。ご希望の方はスタッフにご相談下さい。 
 
10、利用料金について 
 
 §利用料金は要介護状態の区分により異なります。 
 §居宅サービス費（短期入所ご利用の方）、又は施設サービス費（長期入所

ご利用の方）の 1 割を自己負担する他に、食費、日常生活費等がかかり

ます。詳しくは別紙「利用料金表」をご参照下さい。 
 §食費の標準負担額は課税状況に応じて減額されます（長期入所の方のみ）。 
 §毎月の請求は月末締めで翌月の 10 日頃までに請求書を郵送致します。 



11、持ち物について 
 
 ○衣 類…下着、寝巻き、普段着、靴下等いずれも 3 組程度（短期入所ご

利用の方は日数に応じてご用意下さい）。 
持ち物全てに名前を分かりやすく太字でご記入下さい。また収

納スペースは限られておりますので、出来るだけ季節の物だけ

にしていただき、ご来園を重ねて衣類の入れ替えをお願い致し

ます。尚、季節の衣類管理はご家族様でお願い致します。 
 ○日用品…タオルケット、洗顔タオル、湯のみ、くし（ブラシ）、髭剃り、 

コップ（うがい用）、入れ歯容器 等 
      尚、おむつ、バスタオル、シャンプー、トイレットペーパー、 

石鹸等は施設でご用意致します（無料）。     
 ○書 類…ご利用にあたり必要な書類をご提出いただきます。 
 ○その他…趣味の物（テレビ、本、ラジカセ等）、愛用品等はあまり大きい 

物でなければお持ちいただいても結構です。その際は予めご相 
談下さい。又電化製品をお持ちになる場合も必ずご連絡下さい。 

  
12、面会、外出、外泊について 
 
 ◇面会…面会時間は、8：30～19：00 までとなっております（毎日）。  
     面会の際は面会簿にご記入下さい（各階サービスステーションに 

置いてあります）。 
 
  ＊ご希望の方には、ご来園時にお食事をご用意致します。事務室、又は 

サービスステーションまでお申し込み下さい。 
     朝食 500 円、昼食 700 円、夕食 700 円 

 
◇外出・外泊…外出・外泊はご自由です（外泊は長期入所ご利用の方のみ

対象）。その際はご利用者様の健康状態や、又外泊は限度日

数等も関係しますので事前にご連絡下さい。戻られた際は

外出・外泊時のご様子をスタッフまでお聞かせ下さい。  



13、貴重品の取扱いについて 
 
 §トラブルの原因となりますので、多額の所持金や貴重品の持ち込みはご

遠慮願います。貴重品の管理はご利用者様、又はご家族様でお願い致し

ます。紛失時等の責任は負いかねます。 
 
14、ご利用にあたって 
 
 §施設内、居室内での火気の取扱いはご遠慮下さい。喫煙は指定の場所に

なります。 
 §居室内への飲食物のお持ち込みはご遠慮下さい。食中毒や誤嚥等の重大

な事態が生じる場合もございますので、お持ちになる場合は必ずスタッ

フにご確認下さい。 
 §ご住所やご連絡先、又保険証等に変更（更新）がございましたら速やか

にご連絡下さい。 
 §その他、ご利用に際しご不明な点や心配されている点等がございました

らいつでもお気軽にご相談下さい。窓口はソーシャルワーカーです。 
 
＊ご利用契約後、下記の項目に該当した場合には、契約を解除していただく

場合がございます（詳しくは別紙「契約書」をご参照下さい）。 
 

§ご利用できる条件に該当しなくなった時（長期入所ご利用の方は要支援

と認定された場合等）。 
§ご利用の条件、提出書類に関して虚偽の届け出をした時。  
§利用料、その他の費用を一定期間以上滞納した時。 
§許可を得ないで居室、設備等の造作や模様替えを行い、かつ原状回復を

しない時。 
§他のご利用者様の健康に重大な影響を及ぼす等、施設での生活に著しい

支障があると認められ、通常の介護方法ではこれを防止できない時。 
§長期入所ご利用の方で、病院等に入院した場合に入院後 3 ヶ月を経過し

ても退院できなくなったことが明らかになった時。 等 



15、ご家族の方に（長期入所をご利用されるご家族様へ） 
 
 §少なくても月に 2 回以上のご来園をお願い致します。 
 §気候の良い時期には出来るだけ外出・外泊をお願い致します。 
 §ご来園した際はお食事、トイレ、散歩等、身の回りのお手伝いをお願い

致します。ご利用者様にとって何よりも有り難いのはご家族様の献身的

な介護・姿勢であると私達は考えております。 
 §ご家族様とスタッフが協力して、ご利用者様が生きがいを持って生活が

送っていただけるよう、日頃から連絡を取り合い、ご家族様からも経過、

状況等をお聞かせ下さい。住まいは離れていても拡大家族としての機能

を充分に果たしていきたいと考えております。 
 
16、おわりに 
 
 §ご利用されている皆様の生活が充実したものとなるよう、スタッフ一同

努力致しますが、ご家族様の変わりになることは出来ません。どうぞ今

までとは違った意味でのご協力、及び関係づくりをお願い致します。皆

様の生活が少しでも良くなるよう支援させていただきます。 

 

 



 
 
 
 
 
 

【関連・協力機関】 
 

特定医療法人 つくばセントラル病院 
〒300-1211 牛久市上柏田 1589 番地 3 

          TEL 029‐872‐0771㈹       
介護老人保健施設 セントラルゆうあい 
〒300-1211 牛久市柏田町 1590 番地 3 

          TEL 029‐872‐8833㈹ 
ゆうあい訪問看護・リハビリテーションステーション 
〒300-1211 牛久市柏田町 1589 番地 3 

          TEL 029‐874‐2280 
指定居宅介護支援事業所 ケアネットセントラル 
〒300-1211 牛久市柏田町 1590 番地 3 

TEL 029‐872‐8800 
        デイサービス・グループホーム たいせつの家 
        〒300-1232 牛久市上柏田 1 丁目 17 番地 20 
          TEL 029‐830‐8633㈹ 
        グループホーム はなぞの 
        〒300-1258 つくば市六斗 1012 番地 3 
          TEL 029‐876-8777 
 
 



 


