
地域包括支援センターとは、高齢者が住みなれた地域で安心した
生活が持続できるよう、「地域包括ケアシステム」の中心的な役割
を果たす機関です。保健師又は地域ケアの経験のある看護師、主
任介護支援専門員、社会福祉士等が中心となって、総合的に高齢
者の支援を行います。お気軽にご相談下さい。

生活上の困りごとがあり、何らかの支援を必要として窓口に来た者
のうち、基本チェックリストの記入により、「事業対象者に該当する
基準」のいずれかに該当した者に対して「要介護状態になることを
出来る限り防ぐ」「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上
に悪化しないようにする」ために、地域における自立した日常生活
を送れるよう、ケアマネジメントを実施します。

高齢者ご本人やご家族などからの相談を受け、問題の解決に向
けた情報提供や関係機関等の紹介を行います。又、その為に必
要となる地域における保健・医療・福祉を始めとする様々なネット
ワークの構築を図ります。市民に対し、ワンストップ窓口となるよ
う対応します。

要支援１又は要支援２と認定された方に対して、要介護状態へ移行
することを予防する観点から、予防給付のマネジメントを行います。

指定介護予防支援事業

介護予防支援ケアマネジメント業務

高齢者の権利擁護のため、高齢者虐待の防止や成年後見制度
などの活用促進、消費者被害の防止など権利擁護を目的とする
サービスや制度を活用することと、市民向け研修会を開催する
などし、高齢者が安心して生活していくことができるよう、必要
な支援を行います。

高齢者の虐待の相談や権利擁護

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施する
ため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、介護支援
専門員と関係機関の間の連携を支援します。また、地域住民が地域
における健康づくりや交流促進のためのサークル活動、老人クラブ
活動、ボランティア活動など介護保険サービス以外の地域における
様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制のネット
ワークを整備します。

包括的・継続的なケア体制の構築業務

総合相談支援業務

センターの概要

六実六高台高齢者いきいき安心センター
所在地 ： 〒270-2203　松戸市六高台2-6-5　リバティベル105
TEL ： 047-383-0100　E-Mail ： 66-houkatsu@rokkoudai.net

明第１高齢者いきいき安心センター
所在地 〒270-2241　松戸市松戸新田573-2　ニューコーポ稔台
TEL ： 047-700-5881　E-Mail ： akira1-houkatsu@rokkoudai.net

松戸市委託事業

高齢者いきいき安心センター
（地域包括支援センター）

夏季期間中、一時休息所として施設内を開放しております。
お気軽にお立ち寄りください

クールオアシス松寿園（熱中症予防休憩所）

わたしたちの約束

「社会福祉法人」とは

社会福祉法人六高台福祉会（松寿園）が提供させていただく介護サービスを通して、ゲスト

の皆様やご家族の皆様、地域の皆様、そして法人スタッフ…、関係者すべての方の笑顔が１つで

も増えますように！ 

安心して歳を重ねることのできる社会づくりを福祉・介護事業・公益的取組みを通して、一つ一つ

丁寧に実践して参ります。日常の安心から生まれる笑顔のあふれる街にしたい。笑顔をつなぐ

ネットワークのような役割を果たしていきたい。

そこに私たち六高台福祉会の使命があると思っています。

又、「このような福祉・介護を提供する法人がこの街にあってよかった・・・。」と地域の皆様から必要としていただけます

よう、皆さまからたくさんの「ありがとう」の笑顔を求めていく私たちであり続けたいと思っています。

私たちの街の「ふだんのくらしのしあわせ」（ふくし）を共に考えて参りましょう！

『みんなの笑顔のために』

社会福祉法人 六高台福祉会

理事長　松澤 陽子

六高台福祉会について 地域支援の取り組み

福祉と介護事業のバランスを保った経営管理をおこな
います
地域に必要とされる事業等の展開を通し、地域貢献を
積極的におこないます
ゲスト・地域・職員の満足や安心を追求します
職員（人）を育てることを大切にします

社会福祉法人は、社会福祉事業の健全
性、公益性、財政基盤の安定化をはかる
ため、「社会福祉法」に基づき設立される
公益法人です。だれもが安心・安全な生
活を送れるよう、あらゆる福祉課題を有す
る方の生活を支援しています。

六高台福祉会の「みんなの笑顔のため」という基本理念の中

には働くスタッフの笑顔を増やすということも含まれていま

す。スタッフの笑顔とは、第1には、ご利用者様の笑顔から頂

くスタッフへ笑顔の伝播です。第2に労働環境の整備、充実

した福利厚生とスタッフニーズに合致した更新を行うことに

より、労働環境の付加価値を高めることにあります。この第2

の笑顔を増やすことはより良いサービスの提供とサービス向

上に寄与し、スタッフ1人1人のワーク・ライフ・バランス

（WLB)の充実と職員満足（ES）に繋がると考えます。

六高台福祉会は、ゲストの多様なニーズに合わせたきめ細かい介
護サービスを総合的に提供しています。

地域のボランティア（「松戸ピンシャンくらぶ」）の皆様と地域
の皆様と六実中央公園にあるうんどう遊園を使用して介護予
防運動をしています。毎月第2・4木曜日午前中。（無料）

地域の関係4団体（町会・地区社協・民児協・相談員会）の方々
と協働して地域にお住いの高齢世帯に定期的にお電話を入れ
るサービスを実施しています。（無料）

認知症の人と家族への応援者である“認知症サポーター”を
養成し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し
ています。（無料）

認知症・介護予防・料理教室・介助方法・介護保険のこと・施設
のこと・介護で心配なこと・・・様々なテーマについて皆さんと一
緒に考え、語り合うことで、介護に向き合う「心」をやわらかく
ほぐしていきます。（年4回・無料）

地域の皆様に会議室等を３０分単位で貸出し致します。お気軽
にご利用ください！（無料／要予約）

認知症の人やご家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、
集う場としてカフェを開店しています。（無料）

デイサービス又はショートステイのご利用後、夕食をお弁当と
してお持ち帰り頂くサービスです。（1食400円）

地域の皆様に車いすを貸し出し致します。お気軽にご利用下さ
い。（最長5日間・無料／要予約）

サービスコンセプト（理念）

あゆみ 法人の沿革（抜粋）

法人で働くケア専門スタッフ

うんどう教室 介護予防教室

福利厚生・
学ぶ環境が充実している
ところで働きたい…！

超高齢社会の日本、多様化するニーズに応えていくために、
高齢者総合福祉サービスを提供して参ります。

わたしらしい笑顔で
わたしらしい日常を

みんなの笑顔のために 「あなたがいてくれて良かった」そんな言葉が嬉しい仕事です。
初めての方も、ブランクのある方も、子育て中の方も安心して働ける職場です！

～１人のゲスト、１日の暮し、そして１つ１つの介護から～

素晴らしかったと言える
人生のために

経営方針
●

●

●

●

職員が元気よく働けるように、職員間の交流（サークル活
動・懇親会助成・社員旅行等）休暇制度が充実しています。

子育て、受験、介護などご家族の状況に合わせて勤務の相
談が可能です。

産休・育休明けの職員も多数在籍（事業所内保育所あり）

法人内研修制度や資格取得のサポートが充実！
各種専門講座や技術研修を受けられるので安心して就労
をスタートできます。（新人研修・ブラッシュアップ研修・朝の
学び・外部研修・プリセプター制度等）

●

●

●

●

介護の働きがいって
たくさん！

ゲストの方々からの感謝！ 「ありがとう」の声や笑顔（感動
産業）

介護は自己成長ができる仕事です。

自分の考えや行動次第で様々な取り組みができます。

安定した業界（雇用・収入）です。

社会に直接的に役に立つ機会を実感できます。

将来のキャリアアップができます。

●

●

●

●

●

●

特別養護老人ホーム松寿園開設（松戸市2番目）
ショートステイ事業開設（特養50床・ショートステイ
4床）

デイサービスセンター「松寿園」開設（松戸市初）

特別養護老人ホーム50床増床・ショートステイ16
床増床（特別養護老人ホーム100床・ショートステ
イ20床）

五香六実地区在宅介護支援センター受託
※平成２５年９月終了

ホームヘルプサービス松寿園開設

ケアプランセンター松寿園開設

五香六実地区高齢者支援連絡会事務局受託
※平成２５年９月終了

介護予防事業開設（デイ・ヘルプ・ショート）

高齢者うんどう教室開始…20周年記念事業
※地域支援の取組み

常盤平地域包括支援センター受託
※平成２５年９月終了
介護予防支援事業開設（常盤平地域包括分室）
※平成２５年９月終了

ケアプランセンター六実開設
ホームヘルプサービス六実移転

地域密着型サービス　認知症対応型デイサービス
メル・グラン開設

特別養護老人ホーム松寿園アネックス開設
（60床）　※個室
特別養護老人ホーム松寿園（100床→90床）
一部改修　※多床室

六実六高台地域包括支援センター受託／介護予
防支援事業所開設
明第１地域包括支援センター受託／介護予防支援
事業所開設

カフェ・ド・オランジュ松寿園（認知症カフェ）開店

サービス付き高齢者向け住宅松寿園エミシア松戸
六実開設

通所型サービスC　松寿園ココからスタジオ開設

昭和62年 4月

昭和62年 6月

平成3年 4月

平成10年 6月

平成11年 6月

平成12年 4月

平成14年 2月

平成18年 4月

平成18年 8月

平成19年 4月

平成22年 1月

平成24年 3月

平成24年 4月

平成2５年 10月

平成26年 10月

平成27年 9月

平成27年 10月

介護を自分のこととして考えることを基本とします
ゲストが主役であり、職員は脇役に徹します
みんなの声が反映されるサービスを提供します
安心を提供できる専門職となるよう、自己研鑽に励
みます
個別的ケアを追求します

介護方針
●

●

●

●

●

温かい心からのあいさつをします
常に温かい笑顔で仕事をします
ゲストと一緒に楽しい時間を送ります
一流の介護人である前に一流の社会人になります
向上心を持ち、常に前向きな気持ちで仕事に励みます

職員行動基準
●

●

●

●

●

一緒に働く

相談
advice

attend

home

stay visit

prevent
予防

訪問
通い

泊まり

住まい

高齢者うんどう教室

あんしん電話

認知症サポーター養成講座

やわらかケア・介護塾

カフェ・ド・オランジュ松寿園（認知症カフェ）

会議室等スペース貸出し

車いすの貸し出し

松寿園夕食サービス

働き
やすさ 働きがい 好循環× ＝

介護職員

特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス・ホームヘル
ブサービス・サービス付き高齢者向け住宅等
介護福祉士・実務者・初任者研修修了者

支援・介護が必要なゲストに対して生活に必要なケアを提供
します。

ケアメイト

特別養護老人ホーム・ショートステイ等
無資格者可

環境整備の観点からゲストの生活の質の向上（QOL）を介護
職員と協働サポートします。

看護職員

特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス・地域包括支
援センター等
保健師・看護師・准看護師

ゲストの生活の安心を看護面からサポートします。

リハビリ職員

特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス等
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・看護職員

その他の職員
コーディネーター・介護支援専門員（ケアマネジャー）・生活相談員・栄養
管理担当・事務員・運転手・保育士等

日常生活を営むのに必要な機能の改善やその減退を防止
するための機能訓練をサポートします。また、適切な介護機
器の選定を行います。

【事業】

【資格】

【事業】
【資格】

【事業】

【資格】

【事業】
【資格】
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居宅介護支援事業所

事業所の概要

住所 松戸市六高台2-19-2

TEL 047-386-6357

松寿園ケアプランセンター六実
事業所の概要

住所 松戸市六実1-3-1

TEL 047-710-5021

松寿園ケアプランセンター
サービス利用時の心強い味方です！
介護保険のサービスを有効に利用できますよう、ケアマネージャー

がケアプランを作成。サービス事業者との連絡・調整などを行いま

す。また、介護サービス内容に関する情報を提供いたします。

中庭 ウッドデッキ

エントランス エントランスホール

娯楽室 デイサービス

談話コーナー 託児ルーム

食事一例 浴室

フォトギャラリー

特別養護老人ホーム

松寿園(従来型多床室）

食事や排泄など、生活全般において介護が必要であり、自宅では

介護が困難な高齢者が入居できます。

サービス計画にもとづき、食事、入浴、排泄などの介助、日常生活

のお世話、機能訓練、健康管理などのサービスを提供いたします。

特別養護老人ホーム

全室個室、スタイリッシュな住宅系施設

自分らしい人生のお手伝い。

ここでの主人公はゲスト自身です。

松寿園アネックス
(ユニット型個室）

食事や排泄など、生活全般において介護が必要であり、自宅では

介護が困難な高齢者の方が入居できます。

ひとりひとりの個性を尊重するために１つのユニット(生活単位）を

１０人とし、６ユニットそれぞれの中で食事・入浴・行事等を行い落

ちついた雰囲気の中で生活しながら個別的なケアを推進します。

通所介護事業所

デイサービス松寿園

昭和62年に松戸市初のデイサービスをスタートした実績をノウハ

ウとして質の高いサービス提供を致します。

自宅で介護・療養している高齢者などに対して、食事、入浴の提

供、日常動作訓練（リハビリ）、レクリエーション、リフトバスによる

送迎などのサービスを提供する、日帰りサービスです。

※要支援1.2の方（介護予防）もご利用いただけます。

施設の概要

定員 35名

TEL 047-386-6357

施設の概要

定員 12名

TEL 047-386-6357

施設の概要

定員 60名

ユニット 6ユニット（10名×6）

環境 １人部屋･･･60（約14.0m2）
コネクトルームあり・女性専用フロアあり・食堂・浴室
（一般浴槽・機械浴槽2種）・リハビリ室・娯楽室・トイレ等

TEL 047-386-6357

協力医療機関 六高台内科胃腸科クリニック　　秋元病院

定員 90名

ユニット ４ユニット（24名×３、18名×１）

環境 2人部屋…13(約19m2)
4人部屋…16(約36.5m2)
食堂・浴室（一般浴槽・機械浴槽2種）・リハビリ室・
トイレ等

TEL 047-386-6357

協力医療機関 六高台内科胃腸科クリニック　　秋元病院

「菜の花」は千葉県の県花です。花言葉は、「快活」「活発」「小さな幸せ」

食事や排泄など、生活全般において介護が必要であり、自宅では

介護が困難な高齢者が入居できます。

サービス計画にもとづき、食事、入浴、排泄などの介助、日常生活

のお世話、機能訓練、健康管理などのサービスを提供いたします。

食事や排泄など、生活全般において介護が必要であり、自宅では

介護が困難な高齢者の方が入居できます。

ひとりひとりの個性を尊重するために１つのユニット(生活単位）を

１０人とし、６ユニットそれぞれの中で食事・入浴・行事等を行い落

ちついた雰囲気の中で生活しながら個別的なケアを推進します。

全室個室、スタイリッシュな住宅系施設

自分らしい人生のお手伝い。

ここでの主人公はゲスト自身です。

松寿園

昭和62年に松戸市初のデイサービスをスタートした実績をノウハ

ウとして質の高いサービス提供を致します。

自宅で介護・療養している高齢者などに対して、食事、入浴の提

供、日常動作訓練（リハビリ）、レクリエーション、リフトバスによる

送迎などのサービスを提供する、日帰りサービスです。

※要支援1.2の方（介護予防）もご利用いただけます。

松戸市第1号のデイサービスセンターです。
ご利用者様の充実した時間とご家族の
介護軽減の両立を応援します。

松戸市第1号のデイサービスセンターです。
ご利用者様の充実した時間とご家族の
介護軽減の両立を応援します。

認知症対応型デイサービス

松寿園メル・グラン

施設の概要

認知症の方が少しでも安心した穏やかな
時間を過ごしていただけますように…
認知症ケアに特化した専門デイサービスセンターです。

認知症の方が少しでも安心した穏やかな
時間を過ごしていただけますように…
認知症ケアに特化した専門デイサービスセンターです。

短期入所生活介護事業所

自宅で介護・療養している高齢者などが、短期間（１日～１月程度）

ショートステイ専用のスペースで生活をしていただくことができま

す。食事や入浴、排泄などの日常生活上の介護サービスを提供い

たします。

ご利用時にはスタッフがご自宅までお迎えにあがります。

※要支援1.2の方（介護予防）もご利用いただけます。

施設の概要

定員 20名

ユニット １ユニット（20名×１）

環境 １人部屋･･･2部屋（約18m2）
3人部屋･･･2部屋（約30m2）
4人部屋･･･3部屋（約36.5m2）
食堂・浴室・リハビリ室・屋外デッキ・トイレ等

TEL 047-386-6357

ショートステイ松寿園

自宅で介護・療養している高齢者などが、短期間（１日～１月程度）

ショートステイ専用のスペースで生活をしていただくことができま

す。食事や入浴、排泄などの日常生活上の介護サービスを提供い

たします。

ご利用時にはスタッフがご自宅までお迎えにあがります。

※要支援1.2の方（介護予防）もご利用いただけます。

大規模多機能型サービスを提供！
通って（デイサービス）、泊まれる（ショートステイ）
在宅ケアの総合サービスを提供致します。

大規模多機能型サービスを提供！
通って（デイサービス）、泊まれる（ショートステイ）
在宅ケアの総合サービスを提供致します。

訪問介護事業所

松寿園
ホームヘルプサービス六実

事業所の概要

いつまでも住み慣れたご自宅で暮らせるように。いつまでも住み慣れたご自宅で暮らせるように。

通所型サービスC

松寿園ココからスタジオ

エミシア居室 エミシア談話室

外観 居室（4人室）

食堂 リハビリ室

外観 居室（個室）

食堂 浴室

「菜の花」は千葉県の県花です。花言葉は、「快活」「活発」「小さな幸せ」

松戸市で2番目に開設された

歴史のあるホームです。
（平成24～28年にかけて順次改修工事を実施し、生活環境の向上に努めています。）

福祉と介護を必要とする方へ

～必要な介護、経済的負担のバランス、

社会的保護の役割～

松戸市で2番目に開設された

歴史のあるホームです。
（平成24～28年にかけて順次改修工事を実施し、生活環境の向上に努めています。）

福祉と介護を必要とする方へ

～必要な介護、経済的負担のバランス、

社会的保護の役割～

施設の概要

定員 12名

TEL 047-386-6357
サービス付き高齢者向け住宅

松寿園エミシア松戸六実

エミシア松戸六実は、高齢者の為の賃貸住宅です。施設とは異な

り「そのお方のお家」なので、今までと同じような自由な生活を楽

しみながら、個別ニーズに合せて、各種柔軟なケアサービスが受け

られます。

エミシア松戸六実は、高齢者の為の賃貸住宅です。施設とは異な

り「そのお方のお家」なので、今までと同じような自由な生活を楽

しみながら、個別ニーズに合せて、各種柔軟なケアサービスが受け

られます。

TEL 047-710-5021

施設の概要

定員 26戸（全室個室）

環境 個室（18.15㎡）、食堂、談話室２、浴室２、機械浴室１

TEL 047-710-0602
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明第１地域
包括支援センター
明第１地域
包括支援センター

介護の事でお困りのことやご質問、ご見学の希望などございまし
たら、お気軽にこちらまでご連絡を！

〒270-2203 千葉県松戸市六高台 2-19-2

アクセスマップ

介護サービス 相談窓口

2047-386-6357

http://rokkoudai.net/
shojuen@rokkoudai.net

相談窓口はこちら

特別養護老人ホーム松寿園
〒270-2203　千葉県松戸市六高台2-19-2
・新京成線『五香駅』下車　 タクシー約5分
・新京成線『元山駅』下車　徒歩約20分
・東武アーバンパークライン「六実駅」徒歩約20分

法人イメージ
キャラクター

松寿園ケアプランセンター六実
松寿園ホームヘルプサービス六実
〒270-2204　松戸市六実 1-3-1

六実六高台高齢者いきいき安心センター
〒270-2203　千葉県松戸市六高台2-6-5ｰ105

サービス付き高齢者向け住宅
松寿園エミシア松戸六実
〒270-2204　松戸市六実2-10-13
・東武アーバンパークライン「六実駅」徒歩約8分

明第１高齢者いきいき安心センター

「まっぴー」

〒270-2241　千葉県松戸市松戸新田573-2

心（ココロ）身体（からだ）のリフレッシュ!!
明日につなぐ、今日の積み重ね。運動は習慣が大切です。
続けられる運動を一緒に楽しく行いましょう！

心（ココロ）身体（からだ）のリフレッシュ!!
明日につなぐ、今日の積み重ね。運動は習慣が大切です。
続けられる運動を一緒に楽しく行いましょう！

高齢者にふさわしいバリアフリー構造で
小規模（26戸）で落ち着いた生活環境を提供します。
高齢者にふさわしいバリアフリー構造で
小規模（26戸）で落ち着いた生活環境を提供します。

定員12名の少人数の落ち着いた環境の中でケアを提供致しま

す。食事、入浴の提供、レクリエーションはもとより、認知症の方へ

配慮した各種プログラムを用意しております。

※要支援1･2の方（介護予防）もご利用いただけます。

※松戸市民の方に限定されたサービスとなっております。

※医師から認知症の診断を受けられている方が対象となります。

状態改善の達成を目指す期限（原則３ケ月）を明確に設定した上

で、保健・医療の専門職員が機能低下（運動機能・栄養状態・口腔

機能・認知機能）の状況に応じて、集中的に通所型予防サービスを

提供します。

※ご利用は、担当地域の「高齢者いきいき安心センター（地域包

括支援センター）」にお問い合わせください。

定員12名の少人数の落ち着いた環境の中でケアを提供致しま

す。食事、入浴の提供、レクリエーションはもとより、認知症の方へ

配慮した各種プログラムを用意しております。

※要支援1･2の方（介護予防）もご利用いただけます。

※松戸市民の方に限定されたサービスとなっております。

※医師から認知症の診断を受けられている方が対象となります。

状態改善の達成を目指す期限（原則３ケ月）を明確に設定した上

で、保健・医療の専門職員が機能低下（運動機能・栄養状態・口腔

機能・認知機能）の状況に応じて、集中的に通所型予防サービスを

提供します。

※ご利用は、担当地域の「高齢者いきいき安心センター（地域包

括支援センター）」にお問い合わせください。

資格を有した訪問介護員（ホームヘルパー）がご自宅に訪問し、

身体介護や生活支援を行うサービスです。

いつまでも住み慣れたご自宅で暮らせるようお手伝いをいたします。

資格を有した訪問介護員（ホームヘルパー）がご自宅に訪問し、

身体介護や生活支援を行うサービスです。

いつまでも住み慣れたご自宅で暮らせるようお手伝いをいたします。

特別養護老人ホーム
松寿園

特別養護老人ホーム
松寿園

松寿園エミシア
松戸六実

六実六高台
地域包括支援センター

六実六高台
地域包括支援センター

松寿園ケアプランセンター六実
松寿園ホームヘルプサービス六実
松寿園ケアプランセンター六実
松寿園ホームヘルプサービス六実

松寿園エミシア
松戸六実
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