
 

墨田区特別養護老人ホーム 

たちばなホーム 
短期入所生活介護（ショートステイ） 

ぶんか高齢者支援総合センター（地域包括支援センター） 

ぶんか高齢者みまもり相談室 

さんいくハイツ東あずま（都市型軽費老人ホーム） 

施設のご利用  総合案内 

住みなれた ま ち で支え合 う暮 ら し 
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■たちばなホーム 
〒131-0043 東京都墨田区立花 3-10-1 
TEL：０３-３６１３-８７１８（代） 

●交通のご案内 
東武亀戸線.....................「東あずま駅」下車 徒歩３分 

墨田区内循環バス...「東あずま」駅下車 徒歩３分 

■ぶんか高齢者支援総合センター TEL03-3617-6511 
■ぶんか高齢者みまもり相談室   TEL03-3614-6511 

〒131-0044 東京都墨田区文花 1-29-5 都営文花一丁目アパート 5 号棟 1 階 

●交通のご案内 
東武亀戸線........................................................................「小村井駅」下車 徒歩 15 分 

京成線・都営浅草線・地下鉄半蔵門線....「押上駅」下車 徒歩 15 分 

都営バス................................................................................「柳島」下車 徒歩５分、「十間橋」下車徒歩 7 分 

■さんいくハイツ東あずま 
〒131-0043 東京都墨田区立花 4-18-17 
TEL：０３-３６１２-０３１９ 

●交通のご案内 
東武亀戸線.....................「東あずま駅」下車 徒歩４分 
墨田区内循環バス...「東あずま」駅下車 徒歩４分 

交通のご案内 

墨田区特別養護老人ホーム 

た ち ば な ホ ー ム 
短期入所生活介護（ショートステイ） 

ぶんか高齢者支援総合センター（地域包括支援センター） 

ぶんか高齢者みまもり相談室 

さんいくハイツ東あずま（都市型軽費老人ホーム） 

〒131-0043 東京都墨田区立花 3-10-1 

TEL . ０３‐３６１３₋８７１８(代) FAX . ０３‐３６１７‐８４２８
ホームページ https://www.san-ikukai.or.jp/sumida/tachibana 

見学随時大歓迎！   見学・施設について、お気軽にお問合せください。 

住 み な れ た ま ち で 支 え 合 う 暮 ら し 



 

墨田区特別養護老人ホーム たちばなホーム 

施設のご案内 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム シ ョ ー ト ス テ イ 
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みまもり 
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１人１人の生活を大切に 

さまざまなサービスと支援をしています 

たちばなホームでは 

「高齢者支援総合センター・高齢者みまもり相談室」 

「特別養護老人ホーム」「都市型軽費老人ホーム」の 

機能が一体となり「チームたちばな」として、しっかりとした連携のもと 

墨田区にお住いの高齢者の皆様の自立を支援しています。 

元気な高齢者からターミナルケアまで 

住み慣れた街で支え合う暮らしを応援する拠点として 

区民の皆さまのご期待に応えます。 



 

【電話】０３-３６１３-８７１８ 随時見学を受け付けております 

特別養護老人ホーム たちばなホーム 

お申し込み方法 

■ケアマネジャーにご相談いただくか 

たちばなホームへ直接お申込みください。 

（１日：多床室８５５円、個室１１７１円）を負担して 

費用負担について 

■サービス費用の１～３割を負担していただきます。 

(お手持ちの「介護保険負担割合証」をご確認ください。) 

■このほかに、食事代（１日１６００円）と居住費 

いただきます。利用者個人で使用する日用品について 

も自己負担となります。 

定員 

５６名 

住み慣れた地域で、毎日を生き生き暮らす。そんな日常生活を。 

介護認定で要介護３～５と認定された方（要介護１～２の方の場合、特例要件に該当する 

方）で、日常生活をする上で常時介護を必要とし家族の介護をうけることが困難な方が入 

だけるよう、一人ひとりに合ったサービスをともに考え、提供していきます。 

所する施設です。住環境にも配慮し、入所する高齢者が安心していきいきと暮らしていた 

●ご利用者の個々の状態に応じた機能訓練 

●医師、看護師による健康管理の援助 

●季節行事やイベント、外出行事の開催 

●フラワーアレンジメント、手芸、ハンドベル 

などの各種クラブ活動 

●ご家族とホームを結ぶ各種相談や手続きの代行 

サービス内容 

■お部屋 

個室、２人部屋、４人 

部屋があります。ご 

だきます。 

屋を決めさせていた 

ご利用いただくお部 

身の状態に合わせて 

利用者のご希望・心 

■食事 

栄養管理の行き届い 

た豊富な食形態のお 

食事をご提供します。 

あります。 

午後のお茶の時間も 

食事のほかに午前・ 

■入浴・清拭 

拭いたします。 

浴できない場合は清 

す。体調不良など入 

回ご利用いただきま 

位浴・機械浴を週２ 

に合わせ、歩行浴・座 

ご利用者の身体状況 

■介護体制 

す。 
看護師が行っていま 

す。健康管理を医師・ 

をさせていただきま 

シーを尊重した介護 
況に応じてプライバ 

ご利用者の心身の状 
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【電話】０３-３６１７-６５１１ ＜相談受付時間＞月～土 ９：００～１８：００ 

(日曜日、祝日、年末年始を除く) 

住所：東京都墨田区文花 1-29-5 都営文花一丁目アパート 5号棟 1階 

 

ぶんか高齢者支援総合センター （地域包括支援センター） 

お困りのことはありませんか？ 

いつまでもお元気で、住み慣れたまちで暮らし続けたい。そんな願いにお応え 

するのが「高齢者支援総合センター」です。高齢者やそのご家族の方の身近な 

相談窓口です。介護予防等についての相談にお応えするほか、要介護認定や区 

独自の福祉サービスの申請、福祉用具、介護用品の展示、住宅改修、福祉保健 

に関することなどさまざまなご相談に専門職が対応します。 

事業内容 

●介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント 

●各種利用申請手続きの代行 ●介護保険･高齢者向けサービスの紹介 

●介護に関するご相談 

●介護予防のための教室の開催 

●地域のケアマネジャーなどへの支援 ●権利擁護･虐待早期発見･防止 

●住宅改修に関するご相談 

●日常生活支援総合事業の紹介 

担当地域 

文花・立花 

ショートステイ たちばなホーム 短期入所生活介護 

細やかなケアで、ご自宅のような滞在を。 

介護認定で要支援１～２、および要介護１～５と認定され 

た方のご利用が可能です。ご自宅で介護されている方が 

旅行や病気、冠婚葬祭など、一時的に介護ができないとき 

や、ご家族の休養、ご利用者の気分転換に、短期施設を 

利用していただけます。 

定員 

６名 

【電話】０３-３６１３-８７１８ 随時見学を受け付けております 

サービス内容 
●ご利用者の個々の状態に応じたお食事提供 

(お食事形態等ご相談ください) 

●ご利用者の身体の状態にそったご入浴 

●プライバシーを尊重した介護体制 

●看護師による健康やお薬管理 

●クラブ活動や行事を開催しています 

お申し込み方法 

■月初めの平日（土･日･祝日除く）９：００から 

お気軽にご相談ください。 

２ヶ月先の予約受付を開始いたします。 

■利用開始まで２カ月未満のご予約は随時受け付けております。 居 室 食 事 

相談無料 秘密厳守 
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都市型軽費老人ホーム さんいくハイツ東あずま 

【電話】０３-３６１２-０３１９ 随時見学を受け付けております 

定員 

２０名 

安心して自立した毎日で、自分らしい暮らしを。 
都市型軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づいて設置された 

都市部を対象とした定員 20名以下の小規模な軽費老人ホームです。 

低額な料金で入居でき、日常生活の見守りやお食事などのサービス 

を提供することで、健康で明るい生活を送れるようにすることを目 

的としております。 

サービス内容 

●居室・トイレ・浴室にナースコールを完備。夜間も宿直スタッフ 

が常駐し、24時間緊急時には必要に応じて迅速に対応いたします。 

●栄養バランスのとれたお食事を、食堂で毎日 3食をご用意します。 

●個別に共用の浴室をご利用いただけます。 

●体調の急変時などは救急隊への通報等、必要に応じて職員が対応します。 

お申し込み方法 

■区役所または地域包括支援センターにご相談いただくか、さんいくハイツ東あずまへ直接お申込みください。 

費用負担について 

■最低額 115,010円～最高額 248,610円 詳しくは直接お問い合わせください。 

居 室 

食 堂 

ぶんか高齢者みまもり相談室 

地域で支えるネットワークで安心な暮らし 

民生委員・児童委員や町会・自治会等、様々な地域の関係者と連携し 

ながら、見守りの必要な高齢者を支えるネットワークを構築し、地域 

で安心して生活できるよう支援する相談窓口です。 

担当地域 

文花・立花 
事業内容 

●見守り活動支援 

●相談窓口（相談無料・秘密厳守） 

●地域ネットワークづくり 

●救急通報システムの設置勧奨 

【電話】０３-３６１４-６５１１ ＜相談受付時間＞月～金 ９：００～１７：００ 

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 

住所：東京都墨田区文花 1-29-5 都営文花一丁目アパート 5 号棟 1階 
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