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住み慣れた地域で

Aging in Place エイジング・イン・プレイス

自分らしく生きるサポートを・・・



Le MONDO 施設概要

■施設概要

所 在 地 ： 〒663-8016 兵庫県西宮市若山町8番17号

規 模 ： 敷地面積1580㎡ ・ 建築面積910㎡ ・ 延床面積3067㎡
（479坪） （275坪） （929坪）

建築構造 ： 鉄筋コンクリート 地上5階建て

事業内容 ： 介護付有料老人ホーム（定員58名）・デイサービスセンター（定員30名）

阪急今津線門戸厄神駅から徒歩15分

阪急西宮ガーデンズから車で10分

Le MONDO
西宮市若山町8-17



Le MONDO フロアガイド
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Le MONDO フロアガイド



1F カフェ（イメージ）

ハイクラスな住環境設備～暮らしを楽しむ、多彩な設備
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アロマの香りでリラックス

リラックス効果抜群の
「高野槙の浴槽」

館内を彩る
フラワーコーディネート

アメニティ

心地よく快適な暮らし～日常のすべてに「おもてなしの心」を添えて



徹底的な清潔さ
暮らしの細部にいたるまで、心地よさをお届けし
ます。清潔に洗い上げられたふわふわのタオル、
そして何よりも、毎日の清掃によって清められた
空気が、住まう人の心に清涼な風を運びます。

ドレスコード・身だしなみ
制服の着こなし、髪型、爪など、常に身だし
なみを整え、お迎えする全ての方々に対し
て、心を満たす挨拶とおもてなしをご提供致
します。

安全安心な環境
毎月の害虫駆除・配管清掃、保守
点検、防災訓練など、安全安心な
生活空間をご提供致します。

心地よく快適な暮らし～日常のすべてに「おもてなしの心」を添えて



厳選食材のお食事～法人直営のセントラルキッチンで味の統一、質の管理

産直

米

RO

水

国産

肉

産直米

RO水

国産肉

兵庫県宍粟市の農協「ＪＡハリ
マ」から直送されるコシヒカリ
米を使用。日本名水百選に選ば
れた千種川の水を使用したブラ
ンド米です。

「福島工業㈱」の逆浸透膜ろ過
システム（ROシステム）を使用
した、純水を使用。不純物を最
大限に除去し、素材本来の味を
引き出させます。

千種会グループでは、『確かなおいしさ』を、お客様に提供させていただくために、以下
のような食材にこだわり、提供させて頂いております。また、法人直営のセントラルキッ
チンを構え、味の統一、質の管理を徹底しております。

神戸市西区で評判の高い「うす
なが牧場」の鮮度の良い牛肉、
豚肉、鶏肉のみを使っています。



季節感を大切にした献立
～美味しいお食事を召し上がっていただきたいというこだわり

献立の一例（行事食）

お食事はお腹を満たすだけではなく、生きがいにもつながってきます。それだけに
大切な時間として楽しんでいただけるよう、四季折々の旬の食材を使用した献立
を考えております。選択メニューや特別食、ドリンクの提供など、より一層食事を愉
しんでいただけるように、おもてなしさせて頂きます。



食からのサポート

免疫力アップ・抗酸化作用

選択メニュー
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社会福祉法人の介護力

・私どもは、ユニ・チャームより全国初のロイヤルカスタマーの指定を受け
ています。排泄のプロであるユニ・チャームによる質の高い研修を受けた
スタッフが、お一人お一人に合わせたきめ細かな排泄ケアを行います。
私どもは、排泄の改善で自立度が大幅にアップすることを、経験で熟知し
ています。

・経口移行、寝たきりの改善にも取り組んでおります。口から栄養を取り、
朝が来れば着替えて起き上がる。本来あるべき生活の回復が希望を取り
もどし、気力を呼び起こすことを、私どもは知っています。

・高度な介護には研鑽が必須です。私どもでは、研修センターを中心に、
介護技術向上に向けて身体介護実践、感染症予防、褥瘡予防、認知症
ケアなどの研修に取り組んでいます。熟練した介護職員、看護師、管理
栄養士が講師として指導します。

・各種委員会では、介護品質の向上に向けた改善活動を行っています。

自立に向けた取り組み

私どもの強み

私どもは、設立以来23年間に渡る介護施設を運営で培ってきた介護力が強みです。介護とは、一人
ひとりの方々のことを深く理解し、オーダーメイドのケアを、チームで提供することだと考え実践しておりま
す。



認知症予防

・眠りスキャンの導入により、眠りから生活改善を
行います。規則正しい眠り、質の良い睡眠が認知
症予防、進行抑制には不可欠です。

・指尖脈波測定装置により交感神経活動の評価
を行っています。評価することで、改善活動の効
果を測定し、お一人おひとりに合ったプログラムの
策定に繋げています。

・酸素カプセルやメドマー、ウォーターベッド、足湯
を活用し、免疫力を向上させ、血液循環を良くし、
カラダ全体の機能改善を内側から促進させます。
リラクゼーション効果も高く、交感神経と副交感神
経のバランスを整えます。

・麻雀、囲碁、将棋などの頭と指先を使うアイテム
を用意し、自然と脳を活性化させ、楽しく認知症
予防のトレーニングを行います。また、学習療法も
取り入れ、ご入居者のレベルに合わせたプランか
らスタートし、計算や読み書きを交えながら、脳の
前頭葉を活性化させるための学習を行います。

脳リハビリトレーニング



機能訓練
～理学療法士によるリハビリで意欲向上を図ります

お一人おひとりの状態に合わせて、お身体をしっ
かり支えながら歩行介助させていただいたり、歩
行器を使用しての訓練を行います。

・拘縮予防 ・歩行訓練

・座位・立位訓練 ・マッサージ など

週2回程度理学療法士により実施。その他は介護
スタッフ、もしくは看護師がリハビリのサポートを行
います。

日常生活の機能が低下しないように、拘縮予防の
ストレッチを行います。また車椅子にお座りになっ
ている間やベッド上でのポジショニングをしっかり
行うことで、体の捻じれや傾きがなくなり、日常動
作の改善につながります。

拘縮予防

リハビリ内容

歩行訓練



生活サポート

健康で元気に、そして、生きがいを感じていただけるような、ライフサポート
を行います。明日が来るのが待ち遠しくなる、生涯プログラム・趣味・嗜好の
アイテムをご用意致します。

 入居前面談によるきめ細かなアセスメント

 食からのサポート

 介護体制

 看護体制

 医療連携

 快眠プログラム

 エイジングケアプログラム

 生きがいプログラム

自分らしく生きる生活をサポート



 入居前面談によるきめ細かなアセスメント

・入居前に多職種（看護師・理学療法士・管理栄養士・相談員等）の専門職員との
面談により、在宅での生活スタイル、入居後のご要望などを確認させていただき
ます（アセスメント）。

・アセスメントに基づき、自立維持・回復に向けた最適なケアプランを策定し、入居
後の最適な生活サポートにつなげて参ります。

 食からのサポート

・おおぎの郷のセントラルキッチンから、安全で安定した品質、免疫力アップ・抗酸
化効果に優れたお料理を提供致します。

・食事制限がある方には、症状に応じた治療食をご提供致します。

・お一人お一人の嚥下能力に合わせた食事形態でご提供致します。

・選択メニューやドリンク（お酒類を含む）をご提供致します。

・１階ダイニングでは、レストラン感覚の雰囲気を楽しんでいただけます。

・ご家族・お友達との食事会もご準備させていただきます。

自分らしく生きる生活をサポート



入居前面談によるきめ細やかなアセスメント

ご入居者様

ご家族様

ケアプランの策定

ケアマネージャー

生活相談員

看護師

理学療法士

管理栄養士 等
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 介護体制

・ 23年間の特養を中心とした施設運営で培った介護力で、潜在的な機能を活か

すサポートをさせて頂きます。

・自立度の低い方でも、離床、自立歩行、自然排便促進、経口移行、褥瘡の治癒、
予防等を進め、その方らしい生活の回復を目指します。

 看護体制

・看護師2名を配置し、医師・介護職と連携した看護を行います。

・疾患のある方でも受け入れを検討いたしますので、ご相談下さい。

 医療連携

・在宅療養支援診療所と連携し、ご希望により365日24時間オンコール対応が可能

です。

・精神科医師と歯科医師は毎週定例的に往診いたしますので、ご希望により定期

的な受診ができます。

・提携医療機関から県立西宮病院、明和病院、兵庫医大病院をご紹介できます。

自分らしく生きる生活をサポート



配置スタッフ

理学療法士 １名

看護師 ２名
（日勤帯）

管理栄養士
１名

介護付有料老人ホーム

Le MONDO

看護師、理学療法士などの手厚い人員配置により、生活をサポートします

介護スタッフ 日中は、2～5階常時各3名配置
夜間は、施設全体で3名配置

全室南向き・
東向きの居室

介護支援専門員 1名



協力医療体制

その他随時往診可能診療
・精神科・歯科・皮膚科
・泌尿器科・整形外科

協力医療機関
・県立西宮病院
・明和病院
・兵庫医科大学病院

Le MONDO

ご入居者様
ご家族様

提携医療機関

うめがき診療所
（在宅療養支援診療所）
ご希望により365日24時間

オンコール可能



 快眠プログラム

・眠りスキャンにより眠りを分析し、その方に合ったプログラムを策定
し、睡眠リズムを整え快適な眠りをサポートいたします。

・体をリラックスさせる酸素カプセル、ウォーターベッド、メドマー、
足湯、筋力を鍛えるマシン等を活用し、体、心のリズムを改善いたし
ます。

 エイジングケアプログラム

・健康な方の8割強が生きがいを感じて生活しているという調査結果が出
ており、健康と生きがいには強い相関関係があることが明らかになっ
ています。私どもは、まず目標を持っていただき、健康な体づくりを
サポートし、生きがいを感じて頂くプログラムを提案いたします。

・リラクゼーション機器、食の管理により免疫力のアップ、抗酸化を促
進し病気に負けない健康で若々しい体づくりをサポートいたします。

・マシン、リハビリテーションにより、寝込まない筋力維持をサポート
いたします。

・酸素カプセル、学習療法、脳リハビリを通し、認知症予防・進行抑制
をサポートいたします。

自分らしく生きる生活をサポート



ベッドに設置するだけで眠りを分析

睡眠リズムを整え、快適な眠りをサポート

眠りスキャン



総合的なケアプラン
・お一人おひとりの状態に応じた改善プログラムを作成し、「体」、「心」、「脳」をトータル
的にケアいたします。
・「寝込まず」、「病まず」、「ぼけず」健康的な長寿を目指します。

運動中心型プログラム
・マシンを使ったトレーニングで筋力を維持・増進します。
・リハビリテーション運動で稼働域を広げます。
・寝たきりにならない体をつくります。

リラクゼーションプログラム
・酸素カプセル、ウォーターベッド、メドマー、足湯等のリラクゼーション機器を使って、心
からリラックスしていただきます。
・リラックスすることで交感神経と副交感神経のバランスが改善し、免疫力の向上、精神
の安定効果が見込めます。
・良質な睡眠が得られ、生き生きした気力が蘇ります。

認知症予防型プログラム
・酸素カプセルにより酸素を十分に脳に供給することで、神経回路の老化を予防する効
果が期待できます。
・学習療法、麻雀･囲碁等のゲームを行うことで脳を活性化します。
・絵画、書道、文章作成等の文化活動で脳を活性化します。

エイジングケアプログラム



私どもは「体」、「心」、「脳」のトータル的なエイジングケアを提案いたします。

エイジングケアプログラム

脳

体 心

自分の足で歩き続ける 病気に打ち勝つ

記憶を手放さない

認知症予防型プログラム

運動中心型プログラム リラクゼーション型プログラム
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 生きがいプログラム

・お一人おひとりの自分らしい「生きがい」を目標とし、実現をサポー
トいたします。

・絵画、書道、パン作り、麺作り、園芸など、各種の文化教室をご用意
し、発表会や展示会への出展を企画いたします。

・地域の方々との交流を通して地域貢献を目指し、生きがいづくりをサ
ポートいたします。

・日帰り、お泊り旅行、家族旅行等、ご入居者のご希望に応じて、施設
の総合旅行業務取扱主任者が外出行事を企画させていただきます。

・阪急西宮ガーデンズ、阪急西宮北口駅にシャトルバスを運行し日常の
外出をサポートいたします。

・毎週水曜日、日曜日は併設のデイサービスを休日とし、デイフロアを
開放しております。デイサービスの設備の利用、広いフロアを使って
ダンスパーティー等のイベントを企画いたします。

自分らしく生きる生活をサポート



文化教室

旅行の企画

生きがいプログラム
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…とある１日～ご自身のペースでゆったりとお過ごしください
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カフェにてコーヒー

個別リハビリ

生きがいプログラム

ライブラリーで
読書



・入浴
週2日～3日 9:30～17:00
※介助を必要としない方は毎日のご入浴も可能です

・洗濯
Le MONDOスタッフにて行います。
※但し、素材によってはクリーニングをご利用ください ※実費必要

・居室清掃
Le MONDOスタッフにて行います。

・理美容
定期的に美容師が訪問いたします。
※実費必要

・外出付き添い
Le MONDOスタッフの付き添い、または外部サービスをご利用ください。
※要申込み、別途費用

・シャトルバス
Le MONDOから阪急西宮北口、西宮ガーデンズ、JR西宮間を毎日運行

生活サービス



ご利用料金（月額）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

6,198円 14,324円 17,707円 19,857円 22,134円 24,284円 26,498円

1．介護保険自己負担額（月額30日算出）

3．介護付有料老人ホーム利用料（月額30日算出）

居住費 共益費 食費 介護費用 合計

250,000円 60,000円 60,000円 20,000円 390,000円

※入居時に保証金30万円が必要です

例えば・・・要介護認定が、要介護2の場合

介護保険自己負担額＋各種加算＋介護付有料老人ホーム利用料

＝ 1ヶ月（30日）の費用 411,170円

※その他に医療費自己負担分とオムツ代、理美容代などが必要です。

入居一時金
０円

個別機能訓練加算 夜間介護体制加算 医療機関連携加算 処遇改善加算

379円 316円 84円 所定の単位数×3％

2．各種加算（月額30日算出）

※居住費は、階数、お部屋により多少変わります。



ご入居対象者 ～介護度と医療ニーズ～

・介護度
要支援1～要介護5の介護認定を受けている方

・対応可能な医療ニーズ

インシュリン
投与

△ 胃ろう ○ 透析 ○ 在宅酸素 ○

たん吸引 △ 尿ﾊﾞﾙｰﾝ ○ ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ ○ ストマ ○

褥創 ○ 認知症 ○

※ご相談により、対応させていただきます。
提携医療機関医師・看護職員の判断によってはご入居いただけない場合もございます。

※すべてのご入居者様と面談のうえ、ご入居の判断をさせていただきます。



ご入居までの流れ

１） お問い合わせ・入居相談

2） ご入居のお申し込み

3） ご面談・健康診断 ※診断書の作成

4） ご入居決定・ご契約

6） 引越し・ご入居 ※平成26年1月初旬以降

【随時受付】

入居審査

保証金30万円納入

5） 各専門スタッフによるご入居前面談

まずはお気軽にお電話下さい。入居のご相談、介護付有料老人ホームの詳しい説明をさ
せていただきます。

担当者が直接ご本人様とご家族様とお会いさせて頂きます。また健康診断については、当
ホーム提携医療機関か、かかりつけの病院等で健康診断を受けて下さい。

入居が決定しましたら、担当者によりご契約についての説明をさせていただきます。【その際
に必要な物】印鑑、住民票（ご本人）、健康保険証、介護保険証、身体障害者手帳等



法人内の他施設との連携

私どもの法人内にケアハウス、グループホーム、特養等の施設がございます。ご入
居者の介護状況、ご希望により、他施設への住み替えのご相談にも柔軟に対応させ
ていただけます。

他施設の利用

職員の交流

私どもでは、職員のステップアップの一環として、タイプの違う施設を経験させて様
々 なケースに対応できる人材を育成しております。介護サービスは、サービスを提
供する職員の質が重要な要素の一つとなります。私どもの歴史は“人づくりの歴史”と
いっても過言ではありません。

看取りの実績

私どもには、23年の間特別養護老人ホームを運営してきた実績があります。ご存知
のとおり、特別養護老人ホームは、“終の棲家“として看取り介護の経験を豊富に持っ
ておりますので、安心してお任せいただけます。



私たちは
『年齢を重ねた先にある穏やかな生活』

をご提案します



千種会の人づくり

私どもは介護事業をサービス業と捉え、サービスの質の向上に努めております。

サービスの担い手は“人”です。私どもは“人づくり”を経営のメインテーマと
して長年取り組んできております。

 クレドによるスタッフウェイ（行動基準）の実践

サービスをご提供する際に、一々、上司に指示を仰いでいたのでは、良いサ
ービスは提供できません。クレドには、サービスの指針となる基準が書かれ
ており、職員はこれを常に頭に入れて良質なサービス提供に努めています。

 ドレスコードの制定

清潔感を保ち身だしなみを整えるためにドレスコードを制定しております。

 一流ホテルでの研修

最高級のサービスを誇るホテルで、本物のホスピタリティを学でいます。

 各種社内研修

介護・医療知識をはじめ、心を磨く研修を計画的に実施しています。

 接遇検定取得の義務付け

接遇検定合格を昇格の条件とし、検定取得を義務付けています。



社会福祉法人 千種会 ・ 社会福祉法人 六甲福祉会

■法人概要

●社会福祉法人千種会 理事長 岸本 多佳子

〒658-0014 神戸市東灘区北青木1-1-3

TEL 078-431-0001 FAX 078-431-2000

法人設立年月日 平成2年3月12日

事業所 種別 ベッド数 定員 開設年月

特別養護老人ホームちくさの郷 特養・SS・DS 72 25 H02.09

特別養護老人ホームおおぎの郷 特養・SS・DS 70 55 H08.07

ヘルパーステーションおおぎの郷 訪問介護 － 登録者100 H22.10

デイサービスセンター深江 DS － 25 H16.07

特別養護老人ホーム甲南山手 特養・SS・DS 40 50 H19.05

メディカルケアハウス甲南山手 ｹｱﾊｳｽ・DS 24 30 H24.06

メディカルグループホーム甲南山手 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・DS 18 30 H25.07

脳トレデイサービスセンター深江 DS － 15 H25.02

本庄安心すこやかセンター 地域包括支援センター － － H18.04

甲南山手保育園 認可保育園 － 80 H19.05



●社会福祉法人六甲福祉会 理事長 岸本 亮

〒651-2401 神戸市西区岩岡町岩岡656-2

TEL 078-967-5566 FAX 078-967-5500

法人設立年月日 平成11年3月29日

事業所 種別 ベッド数 定員 開設年月

特別養護老人ホーム岩岡の郷 特養・SS・DS 110 45 H12.08

岩岡の郷診療所 内科診療所 － － H12.08

岩岡の郷歯科診療所 歯科診療所 － － H24.05

六甲福祉会メンタルクリニック 精神科診療所 － － H21.09



■経営理念

創造（ Ｃｒｅａｔｉｏｎ ） 「既成概念の枠に留まらず、常に未来に向けて創造を続けます」

革新（ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ） 「時代のニーズに合った事業活動を目指し、自己進化を続けます」

実行（ Ａｃｔｉｏｎ ） 「誠実で質の高い法人（組織）を目指し、常に努力します」

■法人理念

一、 法人の健全なる繁栄を続け、社会的責任を果たすこと

一、 関わるすべての人々の心を満たすホスピタリティを育み、提供すること

一、 日本の伝統や文化を大切にしながら、先人の知恵を未来に伝えること

■行動基準

５つのおもてなしの心（ホスピタリティ）

１．清 潔 「隅々まで行き届いた清潔さ 見だしなみの整った爽やかさ」

２．笑 顔 「心のこもった笑顔の素敵さ」

３．挨 拶 「仕事の手を止め、目を見て応対する温かさ」

４．お 洒 落 「四季の移ろい、歳時のしつらえといった感性の豊かさ」

５．安全・安心 「様々なトラブルにも適切に対応する誠実さ」



■沿革

平成 2年 3月 社会福祉法人千種会 設立

平成 2年 9月 兵庫県宍粟市千種町に『特別養護老人ホームちくさの郷』開設

平成 8年 7月 神戸市東灘区北青木に『特別養護老人ホームおおぎの郷』開設

平成11年 3月 社会福祉法人六甲福祉会 設立

平成12年 4月 神戸市より在宅介護支援センターの受託開始

平成12年 8月 神戸市西区に六甲福祉会による『特別養護老人ホーム岩岡の郷』開設

平成16年 7月 単独型デイサービス拠点『デイサービスセンター深江』開設

平成18年 4月 神戸市より地域包括支援センターの受託開始

平成19年 5月 神戸市東灘区本庄町に『特別養護老人ホーム甲南山手』開設

神戸市東灘区本庄町に『甲南山手保育園』開設

平成21年 9月 神戸市東灘区青木に『六甲福祉会メンタルクリニック』開院

平成24年 6月 神戸市東灘区本庄町に『メディカルケアハウス甲南山手』開設

平成25年 2月 神戸市東灘区深江本町に『脳トレデイサービスセンター深江』開設

平成25年 7月 神戸市東灘区本山中町に『メディカルグループホーム甲南山手』開設

平成25年 12月 西宮市若山町に『介護付有料老人ホームLe MONDO』開設予定

平成27年 2月 芦屋市川西町に『複合高齢者施設Les ASHIYA』開設予定



社会福祉法人
千種会

（平成2年3月設立）

社会福祉法人千種会グループ

社会福祉法人
六甲福祉会

（平成11年3月設立）

医療法人社団
うめがき診療所

（平成22年5月設立）

24時間

協力医療体制

23年以上の介護実績のある社会福祉法人



社会福祉法人千種会
特別養護老人ホーム ちくさの郷 定員72名
デイサービスセンターちくさの郷 定員25名
兵庫県宍栗市千種町河呂189-4

社会福祉法人六甲福祉会
特別養護老人ホーム 岩岡の郷 定員110名
デイサービスセンター岩岡の郷 定員45名
岩岡診療所併設
兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡656-2

東灘区

芦屋市

西宮市

神戸市東灘区青木6-6-11
（阪神青木駅前）

3F 社会福祉法人六甲福祉会
メンタルクリニック

2F 細井整形外科
（医療法人化予定）

1F うめがき診療所
（医療法人）

社会福祉法人千種会
特別養護老人ホーム おおぎの郷 定員70名
デイサービスセンターおおぎの郷 定員55名
神戸市東灘区北青木1-1-3

社会福祉法人千種会
特別養護老人ホーム 甲南山手 定員40名
デイサービスセンター甲南山手 定員40名
甲南山手保育園 定員80名
神戸市東灘区本庄町1-10-2

社会福祉法人千種会
メディカルケアハウス甲南山手 定員24名
デイサービスセンターThe SPA 甲南山手

定員40名
神戸市東灘区本庄町2-8-36

社会福祉法人千種会
介護付有料老人ホームLe MONDO 定員59名
デイサービスセンター併設 定員30名
居宅介護支援事業所
西宮市若山町8-17

在宅療養支援診療

千種会グループ

白鳥診療所
（内科・精神科）

白鳥歯科診療所

兵庫県姫路市打越
1339 

社会福祉法人千種会
脳トレデイサービスセンター深江

定員15名
神戸市東灘区深江本町3-5-6 社会福祉法人千種会

ﾚ ｱｼﾔ
Les ASHIYA（仮称）

デイサービスセンター併設
芦屋市川西町63-2

社会福祉法人千種会
デイサービスセンター深江

定員25名
神戸市東灘区深江本町1-8-13

社会福祉法人千種会
メディカルグループホーム甲南山手 定員18名
デイサービスセンターThe SPA 甲南山手 ANNEX

定員40名
神戸市東灘区本山中町1-15-7


