
入居案内
平成２６年７月オープン

入居者募集中 見学・体験入居も随時受付中、詳しくは下記までお問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム）
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入居相談・お問い合わせ先

株式会社 ケアステージ 担当 白川
〒582-0018

大阪府柏原市大県４丁目２-３

ＴＥＬ：072-972-2340
ＦＡＸ：072-972-2341

Ｅメール ：care -s tage@ kash iw ar a- o l i v e . c o . j p

ホームページ「オリーブ柏原」もご覧ください。

http://kashiwara-olive.co.jp/

最新情報はfacebookページ「オリーブ柏原」でご案内中
下記のQRコード・ホームページからもアクセス可能です。

平成30年4月更新
こちらのパンフレットは上記の日程現在の情報で作成しております。



ご入居の対象者

◆自立の方（介護保険認定を受けていない方）

概ね60歳以上の方、６０歳未満で介護保険第２号被保険者の方

◆介護保険受給対象の方

要支援1,2 要介護1～5
日常生活で何らかの介護援助を必要とされる方
お体の弱い方、寝たきりの方、認知症の方など。
ご夫婦での入居も可能です。ご相談ください。

〔以下の場合、ご入居をお断りする場合がございます〕

◎共同生活を著しく乱し、他の入居者様へ危害などを加える恐れがある場合。
◎医療機関などが、常に医療行為が必要と判断した場合。
ただし、以下の医療行為が必要である場合、御相談ください。
インスリン注射・在宅酸素 など
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サービス付き高齢者向け住宅と
高齢者施設などとの違いは？
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オリーブ柏原はサービス付き高齢者向け住宅となり、安否確認、生活相談は必須となっております。
レクリエーション、健康管理は自主サービスの一環として提供しており、ご利用は任意となります。
オリーブ柏原では、安否確認・状況把握のために介護職員が２４時間３６５日常駐しています。
高齢者施設とは異なり、入居者が必要なサービスを選択して、生活していただくことができます。施設とサービス
付き高齢者向け住宅では、建築基準や設備、人員の基準はそれぞれ異なります。

生活相談食事

健康管理身体介護

レクリエーション生活援助

安否確認

状況把握
（見守り）

生活相談

食事
訪問介護
（身体介護・
生活援助など）

リハビリ
デイサービス

福祉用具
レンタル

医療系サービス（往診・訪問看護・マッサージ・薬局など）医療系サービス（往診、マッサージ、薬局など）

高齢者施設など サービス付き高齢者向け住宅

入居者が必要なサービスを、
下記から選択して

契約し、利用します。

レクリエーション
健康管理

住宅サービス



レクリエーションを毎月実施しています
喫茶、生け花、手芸、体操、カラオケなど。
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季節行事の様子
（節分・夏祭り・紅葉など）
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オリーブ柏原に入居された
ご入居者様・ご家族様の声

☆ Ａ様 要介護1 ご家族様の声

物忘れがひどいように感じられ、病院へ行く日がわか
らなくなったり、自宅への訪問時に部屋が散らかってい
ることも多く見られました。また、薬の飲み忘れも多く
みられるようになりました。夜にきちんと寝ているかど
うかも不安でした。

最初は、自宅から変わることを嫌がっていましたが、
自由に外出できたり、自分の好きな時や日中に自宅へ戻
ったりもできると聞いてからは、オリーブ柏原へ転居す
ることに納得しました。

オリーブ柏原に移ってからは、普段の様子も職員の方
から聞くことができますし、きちんと薬も飲めているの
で、安心しています。生活にリズムもでき、自分ひとり
で買い物や通院もできるようになりました。また、職員
の方からも声かけてくださるので、安心てお任せしてい
ます。
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☆ Ｂ様 要介護３ ご入居者様の声

自宅にいたときは、デイサービスに通ってリハビリを
していましたが、こういったところ（老人ホームや施設
など）に入ると続けられないと思っていたが、オリーブ
柏原の担当者から続けることができると聞いて移りまし
た。
いままでは一人暮らしだったので、ごはんも食べたり、

抜いたりしたので、体調が悪くなることもあったが、お
いしい食事を用意してあり、好きな時にお酒も飲めるの
で、よかったです。
体調が悪い時も、職員が声をかけてくれるので安心で

す。



１階食堂 食事です

３階廊下

住宅内のご紹介（共有部）

浴室
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居室内のご紹介
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↑ 入り口側から撮影しております。

ベッドやテレビ、タンス類を実際に配置
した様子となります。

→
居室内にはミニキッチン、洗面台、クローゼット
があります。簡単な調理なども可能です。
小さい冷蔵庫なども置くことができます。



居室について 居室内（約１１畳、１８㎡）

付属設備

① クローゼット・下駄箱・貴重品入れ

② ミニキッチン（ＩＨ調理器）

③ 洗面台

④ トイレ（手すりあり）

■ 緊急通報装置

■ エアコン、照明器具、カーテン

部屋には個別にカギがついています。

ご入居者様にてご用意していただくもの

（テレビ、冷蔵庫、寝具、衣類、タンス、机、消耗品、
洗面用具、掃除道具、時計、洗濯かごなど）は、ご入
居者様にてご用意ください。

ベッドや車いす、シルバーカーなどは介護保険を使
用したレンタルができます。（詳しくはお問い合わせください）

③

①

②

④
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建物レイアウト・家賃について

2F・3F

１階に食堂、事務所、特別浴室、物干し場。

各階に共同浴室と洗濯室、多目的トイレを設置。

家賃は、各居室それぞれに家賃額を設定しています。

入居状況により、ご案内可能な居室が変わります。
東面
各１室

南面
各４室

西面
各１１室

１階のみ２室

居室面積 19.87㎡ 18.05㎡ 18.05㎡

3階 63,000円 62,000円 61,000円

2階 62,000円 61,000円 60,000円

1階 - - 58,000円

東

北

西

南

１階 ２室・ ２階 １６室 ３階１６室

計３４室

１階
2室

南
面
４
室

西面 11室
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入居費用 入居一時金・敷金は無料です。
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基本利用料（月額・内訳）

96,880円～101,880円
+電気代（実際に使用された量）

月途中の入居は基本利用料を日割り計算いたします。

本利用料の内訳

家賃 （部屋により異なります・非課税）

５８,０００円～６３,０００円

管理費 38,880円（税込）

状況把握及び生活相談サービス、共用部分の電気代、設備管
理費、水道代などです。

電気代1kwあたり40円

（税込・使用量をご請求します）

電気代の平均月額 3,000円～8,000円程度

食事サービス
（弊社の食事サービスをご利用で、

３０日の場合のセット料金を

税込で表示しています）
所定日までの注文キャンセルの場合は差し引いてご請求します。

３食セット（朝食・昼食・夕食）

４５，３６０円

１日当り 1,512円

２食セット（昼食・夕食）

４２，１２０円

1日当り1,404円

1食単位や外出の場合

朝食 432円 昼食・夕食 各756円

デイサービスなどで昼食を抜く場合は、

1日（朝食・夕食）1,188円

別途費用

利用内容に

応じて異なります。

必要に応じて頂戴いた
します。項目によって
は、各事業者に直接お
支払いください。

介護保険サービス

自己負担分

介護保険外の有料サービス

（通院や外出の手伝いなど）

（30分 972円～）

掃除・洗濯サービス

（各１回につき５４０円・税込）

医療費・お薬代

（健康保険の自己負担分）

レクリエーションや

買い物代行、理美容、オム
ツやリハビリパンツ、消耗
品代など

ＮＨＫはテレビを設置した
場合、個別に契約必要です。



状況把握・生活相談サービスについて
24時間365日、職員がオリーブ柏原内に常駐しています。
看護師による定期訪問があります。

＜フロントサービス＞

◆食事や共用施設の利用受付・理美容等予約・

（介護）タクシーの手配・医療機関との連絡・ 調
剤薬局との連絡・郵便物、宅配便などの代理受領
・クリーニング取次などのサービスを提供します
。

＜状況把握・安否確認サービス＞

◆食事や外出などの機会を利用して、毎日少な

くとも１回以上の入居者様の安否確認を行いま

す。
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＜生活相談サービス＞

◆日常生活における食事、健康、趣味等について
の相談。介護以外にも専門的な相談については、
それぞれの専門員を紹介いたします。

＜健康管理サービス＞
◆入居者様の日常の健康状態に留意するとともに、
年２回の医師または看護師による健康診断を受け
る機会を提供します。
（健康診断の費用は実費です）
看護師による健康相談を行う機会を提供します。

（ご希望の方のみ、週２回程度）

＜緊急時対応サービス＞
◆住宅内での体調の急変等の緊急時に駆けつけ、
必要な措置を講じるとともに状況に応じて協力医
療機関や家族様等への連絡、救急車の手配などを
行います。
（緊急時は救急車手配とご家族様への連絡を実

施しますが、時間帯（夜間など）によっては、手
配と連絡のみで職員が搬送先の病院などへの付き
添いができない場合もございます）

◆＜レクリエーションサービス＞
・余暇活動（レクリエーションなど）の企画・運
営を行います。（参加は任意です）



訪問介護と状況把握・生活相談サービスの違いについて

介護保険サービス（訪問介護）
をご利用していただく場合

内容によっては、介護保険外サービス（有料）
のご利用となる場合があります。

 入浴のお手伝いや見守り清拭や、寝たまま
入るお風呂での入浴など

 起床時や就寝時の着替え、歯みがき、排せ
つ、陰部清拭、塗り薬など外用薬の塗布、
室温管理など

 お一人で食事がとれないもしくは、援助が
必要な場合の食事介助やとろみ剤などの食
事準備、片付け、お茶の介助、水分補給、
薬の介助や確認など

 入居者様のお部屋の掃除

 入居者様の洗濯やシーツ交換

 近隣のスーパーなどへの買い物代行

 デイサービスの持ち物の準備

 通院の付き添いやお手伝い など

状況把握・生活相談サービスに
て対応できる援助
（概ね短時間でできる対応になります）

 一包化された薬の服薬の確認や声掛け

 食堂⇔居室までの移動の見守り（居室内での起き上がり
や移乗動作などは含みません）

 短時間（概ね３～５分程度）のトイレ誘導やおむつ交換

（上記の3項目については、介護保険適用を優先いたしま
す）

 お一人でお風呂に入ることができる方の場合は、浴室の
準備と片付けのみ

見守りやお手伝いが必要な方は、訪問介護などを利用していただきます

 体調不良時の血圧や体温の測定と病院などへの連絡、居
室への食事の配膳

 緊急時や体調不良時の初期対応やご家族などへの連絡

 居室のごみ集めや集合ポストから郵便物などのお届け

 生協やアスクル、宅配便のご利用、オムツ類や消耗品類
の注文代行やお部屋へのお届け

など
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上記の内容は、あくまで一例としてご紹介しておりますので、面談時や
契約時などご説明とご相談させていただきます。
入居後の状態変化などにより、異なってくる場合がございます。



食事サービス
委託給食会社の栄養士が、高齢者に適した
栄養バランスのよいメニューを作り、ご提供します。

食事の時間帯は、

概ね以下のとおりです。

朝食 7：30～ ９：00

昼食 １2：00～13：00

夕食 １8：00～19：00

１階食堂にて、

ご用意致します
上記の時間帯でお越しください。

居室への配膳は状態によりご相談となります。

 心身状況に応じて、食事の介助を
いたします。（介護保険サービス
を利用）

 食事形態（きざみ食、ミキサーや
ペースト食、トロミ食、ごはんか
らお粥への変更など）の対応もい
たします。

 アレルギーのある方もご相談くだ
さい。

 特別食（たんぱく質や塩分、カロ
リー制限、人工透析の方向けの食
事など）もご用意可能です。

（別途料金が必要になる場合がありますので、

入居時などにご相談させていただきます）
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＜併設事業所のご案内＞

訪問介護事業所
ヘルパーステーション オリーブ

○訪問介護サービス

（入浴、着替え、排せつ、移動、洗濯、
掃除、買い物、デイサービスの準備な
ど）

ケアプランに基づき、居室に伺い、訪
問介護サービスを行います。入浴、洗濯
は住宅内の設備を利用します。

訪問介護で対応できない内容（通院や
外出のお手伝いなど）は介護保険外（自
費・有料）サービスがご利用できます。

当ヘルパーステーションは、オリーブ
柏原、ケアプランセンタ―オリーブとグ
ループ関係にあるため、よりよく情報共
有を行い、適切なケアを提供いたします。
介護サービスを利用した場合の費用の見
積もりはご希望の方には、別途ご用意さ
せていただきます。
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◆ケアプランの作成

◆日々の生活における相談

（ヘルパーの利用をしたい・福祉
用具を借りたい・

デイサービスへ行きたい・リハ
ビリをうけたい・

病院や薬に関すること等）

◆要介護認定・更新の申請代行

※担当ケアマネージャーが近く
にいますので、速やかに対応さ
せていただくことができます。

＜連携事業所のご案内＞

居宅介護支援事業所 （株）Ｔ&Ｍ

ケアプランセンタ― オリーブ

※事業所のご利用は任意のため、他事業所もご利用可能です。



＜協力医療機関・訪問歯科に関するご案内＞

協力医療機関のため、迅速な対応が可能になります。ぜひご検討ください。契約は任意になります。

１カ月あたりのご負担額などは別途、お問い合わせください。定期的な通院はご自身で行っていただくか、ご家族様
対応、保険外サービスなどのご利用となります。ご状態により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

（病院との協力内容）
月2回の訪問診療（往診）、お薬の処方、緊急時の入院先の手配、
24時間365日の連絡対応、ケアマネージャーとの連携など
※訪問診療の可否は、状態により異なりますので、詳しくは、ご相談ください。治療などは医師の判断により、入居者様、ご家族様の同意の上行います。

◆ 医療法人敬任会 藤井寺敬任会クリニック・敬天クリニック、敬寿クリニック

医療法人敬任会 岡記念病院

内科・腎臓内科・人工透析内科・整形外科

（人工透析を受けておられる場合は送迎介助などの対応が可能です）
敬任会グループとして運営されております。

クリニックは、藤井寺市、柏原市にあります。

◆きたむら内科

内科

☆訪問歯科

（定期的に訪問され、歯の治療や入れ歯の調整などを行います）

虫歯の治療、入れ歯の調整、飲み込みが悪くなった際の相談などが可能です。

スマイルデンタルクリニック
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オリーブ柏原における
医療行為などの受け入れ状況

病状、医療行為の内容などにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。上記以外の疾患もお問い合わせください。

△については、ご自分でできることが前提となります。ご状態によりますので、ご相談ください。

平成30年4月現在の対応状況になります。

内容 受入の可否 病状 受入の可否 病状 受入の可否

インスリン投与 △ 胃ろう × 鼻腔・経鼻栄養 ×

人工肛門・ストーマ ○ 在宅酸素療法（ＨＯＴ） △ 人工呼吸器 ×

褥瘡・床ずれ ○ たん吸引 × 人工透析
△

（協力医療機関をご利用の場合,,

送迎可能です）

気管切開 ×
中心静脈栄養

（IVH）
× 尿カテーテル ○

認知症 ○ うつ病 ○ 統合失調症 ○

ＭＲＳＡ ○ 結核 ○ 肝炎 ○

ＨＩＶ ○ 疥癬（かいせん） △（ご相談） 梅毒 ○

感染症
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協力薬局が、主治医の処方せんに基づき一元管理
を行います。（調剤・一包化・配達・管理・服薬説明・薬情報の提供等、退院時の確認など）

⇒このサービスは、介護保険上の「居宅療養管理指導」に該当します。
･･･薬局より薬価代金及び居宅療養管理指導料の１割負担。医師による処方の
回数が1回につき約３６０円、月額では約８００円～1５00円程度となります。

ご希望の場合は、オリーブの職員は協力薬局がセットした服薬カレンダーな
どから薬を取り出し、配薬、服薬、確認などの援助をいたします。
服薬の援助を希望される場合で、協力薬局をご利用されない場合、かかりつ

けの薬局で対応していただくか、本人様もしくはご家族様で薬の分包、小分け、
セットなどをお願いしております。
ご利用いただける場合は、協力薬局との個別契約が必要になります。

「居宅療養管理指導」＝介護を必要とし、通院が難しい高齢者の方に薬剤師が訪問し、服薬上の指導を行い、計画的に薬剤
の管理をするよう医師からの指示を受けた場合に適用が可能な介護保険上のサービスです。

＜協力薬局に関するご案内＞
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ご家族様へ
◆ご家族様、ご友人の訪問
防犯上の都合により原則、オリーブ柏原の玄関の開錠時間は
8：３0から17：30 までとしております。
※上記の時間帯以外でのご訪問は、インターホンで係の者にお声かけください。

◆食事・宿泊
ご一緒にお食事をお楽しみ下さい。３日前の午前中までに
ご連絡頂ければ、実費にてご用意いたします。
ご家族様の宿泊は、入居者様のお部屋内で可能です。
※必要に応じて、簡易ベッド等をオリーブ柏原でご用意できます。

ただ、数に限りがありますので事前にお申込みください。

◆外出
散歩、買い物、外食、外泊等、ご一緒にお楽しみ下さい。
年末年始などをご自宅で過ごされる方もおられます。

19



お問い合わせ～ご入居まで

１．お問い合わせ・ご見学・ご相談

２．仮申込み書のご提出・お部屋の選定・入居日の相談

３．面談日の連絡、ご本人様とのご面談・健康診断書のご提出

※担当ケアマネージャーがおられる場合や、入院中の場合はなどは、健康診断書の提出を求めない場合がございます。

４． 面談結果と入居可否のご連絡

５．本契約の説明と締結（入居契約・サービス利用契約・個人情報同意書等）

※契約書等への署名・捺印をお願いします。契約内容のご説明をしますので、

ご本人様・身元引受人様とご一緒にお願いいたします。

ご家族やご親族などでご対応が難しい場合は、成年後見制度などのご利用も可能です。

※契約の際に入居されるご本人様の保険証類などの写しをいただきます。

６．お荷物の準備、お引越し

７．ご入居
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交通アクセス 最寄駅から
近鉄大阪線「堅下（かたしも）駅」より、徒歩8分

（近鉄五位堂駅から電車で約20分。近鉄八尾駅からは約12分）

ＪＲ「柏原駅」もしくは近鉄道明寺線「柏原駅」より、徒歩15分

（ＪＲ天王寺駅から電車で約20分。王寺駅から約12分。近鉄古市駅から約10分）

21



交通アクセス
車の場合

建物前に
駐車場あります。
鳥居をくぐって

1分です。

西名阪自動車道
柏原ＩＣからも
約25分です。

王寺方面から
車で約40分です。
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