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･･･7０歳からの住まい･･･『安心』と『賑わい』のある暮らしをサポートする

株式会社嵯峨野不動産(エルハウジンググループ)

創業40周年地域貢献事業

さがの福寿苑

福寿草の花言葉
・・永遠の幸せ、回想

ながおかもみじ

長岡紅葉

サービス付き高齢者向け住宅

コンセプトは『おもてなし』

終の住処として、貴方らしさを

サポートしていきます

ふしみさくら

伏見桜華



「 安心と賑わいのある暮らしをサポートする 」

医療・看護、介護サービス、生活支援が、入居者様にとって

安心安全な「暮らし」の基盤となり、その暮らしの中にある「賑わい」

を感じていただけるようサポートしてまいります。

そして、私たちも入居者様も地域の一員。地域の皆様に支えられ、

地域の活動に参加貢献し、暮らしていきます。

医療・看護 生活支援

賑わい

日々の暮らしの中に

「賑わい」を感じていただける趣向をご用意しています

さがの福寿苑 の『安心』と『賑わい』

コンセプトは『 おもてなし 』

介護
サービス

入居者様の

安 心 安 心

暮らし

嵯峨野不動産＆エルハウジング
＆地域の社会資源

２４時間スタッフが常駐し、コール対応を行います（頻回でも無償）

苑内常勤看護師による健康管理、主治医の先生との連携

毎日、日中深夜合わせて６回以上安否確認

(食事時＆23時､2時､5時)

安心

安心

安心

安心

安心

賑わい

当社運営の居宅介護支援事業所と 訪問介護事業所を隣接し、

介護サービスを受けていただくことができます)

３６５日お食事の提供サービスをご利用いただけます



さがの福寿苑の『 安心 』と『 賑わい 』

医療・看護 の 『 安心 』 苑内常勤看護師配置

◎ 毎朝、入居者様のバイタルチェック
（血圧・脈拍・体温）を行います。

◎ お体の不調など、気になることを気軽に
ご相談いただけます。（健康相談）

◎ 主治医の先生への連絡・相談と服薬管理
を行います。

※看護師が３６５日常駐しているわけではあり
ませんので、ご了承ください

◎ 近隣の医院・クリニックの先生と連携し、
入居者様の健康管理を行います。

◎ お近くの方であれば、現在の主治医の
先生に引き続き診ていただくこともできます。

※2020.1 現在の提携医療機関
馬場診療所、さとう内科、北村内科診療所
山根記念診療所、あゆみ歯科クリニック、
ふたば薬局、ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｰﾏｼｰ薬局

在宅医の先生の往診時には、看護師から先生に日頃のご様子をお伝えします

安 心 苑内常勤看護師配置

医療機関と連携



さがの福寿苑の『 安心 』と『 賑わい 』

介護 の 『 安心 』

◎ さがの福寿苑ケアプランセンター（ケアマネ）・
さがの福寿苑ケアサービス（ヘルパー）を
隣接していますので、介護が必要な方は
ご相談いただけます。

◎ ケアプランの作成依頼、訪問介護サービスの
依頼ができます。

◎ 各介護事業所とも連携し、入居者様の暮らしを
サポートします。

※介護が必要な方は、介護サービス事業所との
契約が必要になります。

※当社介護サービスのご利用は任意です。

安 心

介護サービス事業所隣接

一人でお風呂に入るのが不安な方も、介護サービスを利用することで安心して

入浴できます



◎ お困りごとがあればスタッフがお話をお聞きし、
ご家族や関係機関に連絡・対応させていた
だきます。

生活相談

さがの福寿苑の『 安心 』と『 賑わい 』

生活 の 『 安心 』安 心

夜中にひとりで不安になることはありません。スタッフがご様子を伺いに、

２３時、２時、５時に訪室させて頂きます。

24時間スタッフ常駐

◎ ２４時間スタッフが常駐し、少なくとも日中３回・
夜間３回、入居者様のご様子をうかがいます。

◎ 急な体調の変化などがあれば、主治医への連
絡・救急車手配などを迅速に行います。

生活支援サポート

◎ 来客者様への対応、郵便物や宅配便などの受取
代行、 新聞・クリーニングの取り次ぎを行います。

◎ ボディソープ・シャンプー・お茶・洗濯用洗剤
は必要に応じてご用意いたします。《無償です》

お食事のご提供

◎ １日３食、３６５日ご提供。お粥やソフト食・
ゼリー食にも対応いたします。
※医療食はオプションとなります



さがの福寿苑の『 安心 』と『 賑わい 』

さがの福寿苑 の 『 賑わい 』 １賑わい
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訪問理美容訪問理美容

レクレーションレクレーション

私たちが日ごろに美容室や理髪店に行くと「今日はこん
な髪型にしてほしい」とか注文しますよね？
「短くなれば何でもいい」という人もいるかもしれませんが
・・（笑）入居者様にも、いくつになっても、ぜひご希望の
髪型を伝えてほしい・・プロの美容師がその要望にお応
えします。もちろん、パーマやカラーやお化粧もOK！

外部のデイサービスに行く方が多く、専門のデイサービス
のような 多彩なことはできませんが、当苑でも月額３30円
（税込）の運営費を前提に、四季折々の定期イベントの
他、様々な不定期レクレーションを行っています。



さがの福寿苑の『 安心 』と『 賑わい 』

さがの福寿苑 の 『 賑わい 』 ２賑わい

さがのシネマ

カラオケ・アクティビティ

さがの福寿苑のリビングが映画館になります。大きなスクリーンで、思う
ぞんぶん名作を堪能してください。入居者の皆様が若いころにご覧に
なったであろう懐かしの作品から最近の映画まで。次回の作品が楽し
みになってきます。

デイサービスほど数多くのアクティビティはご提供できませ
んが、カラオケやいくつかのアクティビティなどをご用意し、
できるかぎり寝たきりや閉じこもりの生活にならないようにサ
ポートさせていただきます。

☆認知症の入居者様にもぜひ楽しんで
いただきたい。懐かしい映画をご覧いただ
き、お茶を飲みながら昔の話をお聞きする
ことで、回想法にもなります。



さがの福寿苑での暮らし（例）

2：00

5：00

7：00

12：00

17：00

23：00

夜間は３時間毎にスタッフが
お部屋を訪問します。体調が
悪い時も安心です

夜間は３時間毎にスタッフが
お部屋を訪問します。体調が
悪い時も安心です

施設ではないので、
消灯時間はありません

お手伝いが必要な方は、
訪問介護をご利用いただ
けます

介護認定を受けられた方であれば
ヘルパーさんに依頼することもできる
ので、お一人でお風呂に入れない方
も安心です

カラオケ・映画など・・
参加は自由です
（毎日の開催ではございま
せん）

＜面会時間＞
原則、朝８時から２０時までで
すが、お仕事で少し遅くなると
きなど、お電話いただければ
大丈夫です！

※左記は生活例になります。

※介護保険上の介護サービス
については、ケアプランに
位置づけられた時間による
サービス利用となります。

※お食事につきましては、食品
衛生上の理由により、概ね

朝食 7：00～ 8：00
昼食 12：00～13：00
夕食 17：00～18：00

の時間で召し上がっていただく
ようお願いいたします。



■ 食費 / 朝食270円 昼食500円 夕食500円 おやつ100円（税別） 【１ヶ月・30日ご利用の場合：41,100円（税込44,388円）】
■ 家賃・共益費は非課税、生活支援費は税込表示です。
■ その他、入居者様のご利用に応じて医療費・介護保険自己負担分、排泄関連用品、嗜好品などの費用が必要になる場合がございます。
■ 居室でのトイレットペーパーとティッシュはご用意ください。お茶（食事＆居室用）、ボディソープ、シャンプー、洗濯洗剤は当苑でご用意いたします。
■ 入居時には敷金（家賃の１ヵ月分）が必要になります。
■ 火災保険（2年更新）にご加入いただきます （２年分保険料は別途8,760円です）
■ 敷金は、退去時にクリーニング費用を差し引いたうえでご返金いたします。

さがの福寿苑＜長岡紅葉＞

家 賃 ６０,000円 ※その他63,000円（角部屋：201・301号室）・80,000円（大収納付：210・310号室）

共益費 20,000円 共有部の維持管理費、清掃費及び水道光熱費、居室の水道光熱費

生活支援費 4４,000円
２４時間の緊急時対応、安否確認、生活相談及びご家族や関係機関への
連絡、急変時の救急連絡、健康維持増進サービス、簡単な営繕などの費用

合計 124,000～144,000円

家 賃 5５,000～６３,000円 ６３,000円はミニキッチン付、他は階数や方位により5５,000～5９000円

共益費 20,000円 共有部の維持管理費、清掃費及び水道光熱費、居室の水道光熱費

生活支援費 44,000円
２４時間の緊急時対応、安否確認、生活相談及びご家族や関係機関への
連絡、急変時の救急連絡、健康維持増進サービス、簡単な営繕などの費用

合計 11９,000～12７,000円

さがの福寿苑＜伏見桜華＞



ご入居までの流れ

お問合せ・見学申込み

ご見学

ご本人様との面談

本契約

ご相談だけでも結構です。お気軽にお電話ください。

ご入居者様へのご対応をしている場合もございますので、見学は事前にご予約
いただきますようお願いいたします。
ご本人様のご様子など、家族様のお話を詳しくお聞かせください。

ご自宅もしくは病院・施設におうかがいし、ご本人様と面談させていただきます。
介護面・医療面などからご入居いただけるか判断させていただきます。

契約書、重要事項説明書に署名・捺印をいただき、家賃、共益費、火災保険料２年間分
をお支払い頂きます。

さがの福寿苑の ご入居までの流れ



・印鑑（ご本人様・保証人様）

・火災保険料
※保険会社にお支払いください

注）敷金及び日割家賃等は お振込みになります。

・保険証（医療・介護）

・紹介状、診療情報提供書など（主治医を変更される場合）

・看護サマリー、服薬情報等

＜ご本人様が生活されるにあたり必要なもの＞

・寝具、収納ケース、など

・下着等お着替え、タオル、バスタオル、各複数枚

※館内は火気厳禁となっております。炎や煙の出るものなどの

お持込みはご遠慮ください。

※ベッドはお持込みいただくか、介護保険でのレンタルになります。

▼お願い

ご入居を進めさせていただくにあたり、介護認定を受けておられる方については、現在の担当

ケアマネージャー様からケアプラン・サービス利用状況などの情報提供をお願いすることに

なりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

さがの福寿苑の ご入居までの流れ

ご契約の際に必要なもの ご入居の際に必要なもの



お元気な方から、要介護５で寝たきりの方までご入居いただけます。医療的処置が必要な方、自傷他害
行為が顕著な方についてはご相談になりますが、介護度によって入居をお断りすることはございません。

一、 どんな方が入居できますか？寝たきりの方でも大丈夫ですか？

はい、大丈夫です。ただし、自傷他害行為が顕著な方についてはご相談させていただきます。

二、 認知症の方でも入居できますか？

さがの福寿苑では、常勤看護師1名を配置しております。入居者様の毎日の血圧・脈拍・体温などを管理し、主
治医の先生との連絡相談を密に行うことにより、安心してお暮しいただける体制としていますが、夜間及びシフト
による公休日は不在のため、常時の医療的処置が必要な方へは訪問看護サービス利用等が前提となります。

三、 看護師がいるなら、胃ろうの方など医療的処置が必要な方も入居できますか？

サービス付き高齢者向け住宅は、在宅介護サービスなどの社会資源を利用しながら生活する『ご自宅』の延
長となり、介護保険の在宅サービスをご利用いただくことが基本になります。介護保険適用外のサービスや介
護保険限度額を超えたサービスに係る費用の設定は各運営法人により異なります。さがの福寿苑では、ご家
族の経済的負担も考慮しながら、その都度ご本様とご家族にとって最適な援助方法をご相談させていただき
ますので、ご安心ください。

四、 月々の支払いが高額になるんじゃないですか？

さがの福寿苑 皆様から頂戴するご質問



玄関の下駄箱は昭和初期の家具

入居者様の思い出の品々を飾るギャラリー廊下

スタッフ手作りのベネチアン
ガラスの表札

手摺が多くて安心ですし、
座ったままでの入浴が
可能なリフト付きです。

屋上テラスのある３階建です！
孟宗竹とモミジのアプローチが
どことなく懐かしい雰囲気を醸し
出しています．．．

さがの福寿苑＜長岡紅葉＞



四季を感じる
窓からの眺め．．．

みんなの間．．．奥にソファとカラオケ設備が

栄養士が厳選したお食事で
す！ソフト食＆ミキサー食可

全室南面で田んぼと西山の山並みを眺める
ことができます．．．

全館、床はタタミ調、
天井は木目調．．．

外出．．．レクレーション森林浴．．．



さがの福寿苑＜伏見桜華＞

おもてなしスタッフ
が『お帰りなさい！』
とお迎えします．．．

寝たきりの方でもお風呂に入って頂ける
ストレッチャー浴槽です．．．

木目の天井と弾力
性の高いタタミ床に
より、何となく懐かし
い和室の趣き演出
だけでなく、転倒時
に配慮しています

実は．．．
セラピー犬のくうちゃんがくぅちゃんが
走り回っています．．．



サンサンと光が降り注ぐ
光天井のある廊下．．．
全館、安全性の高いタタミ調
床仕上げです！

カラオケ設備のある『みんな
の間』で“さがのシネマ”を開
催します！

全室10帖のお部屋でエアコン
だけでなく、加湿器やナノイー
発生器も標準装備です．．．

お元気な方用の
明るい浴室．．．



2011年、高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）改正により誕生した住宅です。

住宅としての居室の広さや設備に一定の基準をもうけ、バリアフリーといったハード面の条件を

備えるとともに、有資格者による状況把握と生活相談のサービスを提供することにより高齢者が

安心して暮らすことができる環境を整え、登録を受けた住宅のことを

『サービス付き高齢者向け住宅』
といいます。

（注）介護を必要とする方は、別途在宅介護サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいて
介護サービスを受けていただくことができます。

サービス付き高齢者向け住宅とは…



自宅 サービス付き高齢者向け住宅 有料老人ホームシニア分譲マンション 特別養護老人ホーム

誰しも最期のときまで自宅で暮らしたいと思うものですが、
実際に介護を必要とするお体になった場合、何かしらのサポートが必要になります。

在宅介護サービス+

訪問介護やデイサービスなどの
介護サービスを利用しながらご自
宅で暮らす。

ご家族の協力や利用できる社
会資源に限りがあり、不安や危
険を感じることが多くなる。また
、介護保険の限度額を超えた
場合の経済的負担や、ご家族
の介護疲れなどが心配される。

フロントサービスが充実
していたり、お部屋に緊
急呼出ボタンが設置さ
れているなど、ご高齢の
方が一定の安心感をも
つことができる分譲マン
ション。

高額な購入費用が必
要。基本的に介護サー
ビスを必要とする身体
状況になると、ご自宅
同様生活の継続が困
難になる場合がある。

介護サービスの付い
ていない、お元気な
方向けのホームから、
介護の付いたものま
で、形態はさまざま。

一般的に「老人ホーム」と
呼ばれるもの。社会福祉
法人が運営していることで
安心感があり、施設として
介護全般を行ってくれる。
減免措置（条件あり）を利
用できれば比較的費用が
安い。

一般的に、数十万か
ら数千万円の入居時
費用が必要になった
り、月額利用料が高く
なる。

待機者が非常に多く、申
し込んでもすぐには入居
できなことが多い。
重度の要介護状態でな
いと入居できない。

基本的に「賃貸住宅」であり、介
護が必要な方は、住宅に付帯し
ているサービス、もしくは外部の在
宅介護サービスを利用して生活
する。

法令により最低限「生活相談」と
「状況把握」は義務付けられて
いるが、それ以上のサービスは
運営法人により異なる。

さがの福寿苑 は

サービス付き高齢者向け住宅とは…

介護が必要な方も安心して暮らしていただけるサービス付き高齢者向け住宅です



・・スタッフが正しいことを自信をもって実践でき、努力が正しく評価される

・・入居者様ご自身が安心、安全、賑わいをもって暮らしていただける

・・ご家族が安心して、ご自身の身内を預けてくださる

・・地域の皆様に、「さがの福寿苑なら信頼できる」と言っていただける

・・各法令、基準等を遵守した健全運営

Satisfaction(customers)

Safety

Surroundingtrust

Compliance

Satisfaction(employees)

お客様（入居者様）満足

ご家族の安心

地域の信頼

法令基準遵守

社員満足

さがの福寿苑 事業基本方針

４S・１Cを同時に追求する



※ご利用は任意です

サービス付き高齢者向け住宅

さがの福寿苑

居宅介護支援事業所

さがの福寿苑ケアプランセンター

訪問介護事業所

さがの福寿苑ケアサービス

訪問看護リハビリステーション＜開設準備中＞

さがの福寿苑訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ

地域交流サロン

さがのサロン

福祉用具レンタル・販売

ｿｰｹﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)

土地取得から運営までを自社で一元的に行うことで、

低価格での「安心」と「賑わい」を実現しました

㈱嵯峨野不動産
㈱ｴﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｿｰｹﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱
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① 成年後見制度の利用 ② 遺言書の作成 ③ 生前贈与、相続などの登記手続き

・・・成年後見制度って？

⇒ 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり
する必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく
判断できずに契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

①成年後見制度の利用

・・・成年後見制度の種類
⇒ 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。

提携司法書士によるリーガルサポート（法律的支援）

Ａ．法定後見制度
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるように
なっています。法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人の利益を考えながら、本人を代理したり、
本人が自分でした契約などの法律行為に同意を与えたり、同意なしで行った不利益な法律行為を取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。

Ｂ．任意後見制度
本人が十分に判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人（任意後見人）に自分の生活、
療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の
監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をします。

以上のような、法律的知識が必要な様々な手続きのご相談を提携司法書士がサポートいたします。



22

② 遺言書の作成

遺言とは、自分の大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、本人の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起きることが少なくありません。しかし、
今まで仲の良かった者が、相続を巡って争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、そのような悲劇を防止するため、本人自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争い
を防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言は、本人の意思を確実に実現させるため、法律で方式が定められています。その方式に従わない遺言はす
べて無効です。録音テープやビデオ撮影しておいても、それは、遺言としては、法律上の効力はありません。

③ 生前贈与、相続などの登記手続き

自宅の不動産を家族へ生前に贈与したい、将来、相続が発生したときにスムーズに財産の承継手続きや名義変
更を行いたいなど、今まで気にはなっていたけど、どこへ依頼すればいいのかわからなかった様々な手続きを
サポートいたします。

提携司法書士事務所 ： 司法書士法人 岡事務所

★その他、エルハウジンググループとして
ご自宅の現金買取、貸家への移行、空家の見守りサービスをさせて頂いております。
・・・お困りごとはお気軽にご相談ください！・・・



さがの福寿苑<長岡京>

隣接介護事業所：
○さがの福寿苑ケアプランセンター

ケアプラン作成、介護に関する相談
○さがの福寿苑ケアサービス

訪問介護（排泄・入浴・食事等身体介護、生活援助）
住所：長岡京市勝竜寺ニノ坪16-1

所 在 地

構 造
土地建物権利
居 室 設 備

共 用 設 備

居 室 数
居 室 面 積
提携医療機関
運営 事 業 者

〒617-0836
長岡京市勝竜寺ニノ坪4-3
/耐火鉄骨造
/所有
/洗面・ウォシュレット付暖房便座トイレ・収納

緊急通報装置・スプリンクラー
エアコン・照明・加湿器・ﾅﾉｲｰ発生器

/浴室２ヶ所（リフト浴あり）
カラオケ・映画スクリーン
洗濯機・インターホン・電子錠・
エレベーター・相談室・畳コーナー
地域交流サロン（隣接地）

/16室
/18.00㎡・18.01㎡・25.47㎡
： 馬場診療所・さとう内科・北村内科診療所・あゆみ歯科クリニック・山根記念診療所

： 株式会社嵯峨野不動産

<長岡紅葉>は171号線 勝竜寺交差点より車で３分(ｻﾝﾄﾘｰ通り落合橋すぐ）

<伏見桜華>は171号線 菱川交差点より車で３分(外環状一つ目の信号を北へ)

☆さがの福寿苑ホームページ

http://sagano-fukujuen.com/

さがの福寿苑 検索

さがの福寿苑<長岡紅葉> さがの福寿苑<伏見桜華>
〒612-8487 

京都市伏見区羽束師菱川町156番1
/準耐火木構造
/所有
/洗面・ウォッシュレット付暖房便座トイレ・収納
緊急通報装置・スプリンクラー
エアコン・照明・加湿器・ﾅﾉｲｰ発生器

/浴室３ヶ所（ストレッチャー浴あり）
カラオケ・映画スクリーン
洗濯機・インターホン・電子錠
エレベーター、だんらんの間

/２９室
/18.00㎡・18.12㎡

名
神
高
速

至大阪

勝竜寺

至西山天王山

至 淀

R171

R171
サントリー通

さがの
福寿苑

<長岡紅葉>

小
畑
川

菱川 さがの
福寿苑

<伏見桜華>

一文橋

落合橋

外環状線

至京都

<長岡京アクセス>

<長岡紅葉> TEL 075-951-6500

<伏見桜華> TEL 075-932-6505


