
小牧白寿苑

人を敬い、大切に思う心

愛知県犬山市北之門６－１
TEL（０５６８）６７-００５５
FAX（０５６８）６７-８８１４
小牧白寿苑へ往診に来て頂いています。

北ノ門歯科医院

協力医療機関

ドクターカー提携医療機関

愛知県小牧市小牧3丁目560　ルミナスツインズ小牧北館１階
TEL（０５６８）７４-２３１５
FAX（０５６８）７４-２３１６
小牧白寿苑の嘱託医（利用者さまの健康管理）をして頂いています。

医療法人胡蝶会　サンエイクリニック

愛知県丹羽郡大口町新宮１－１２９　
TEL（０５８７）９５-６７１１

医療法人医仁会　さくら総合病院

愛知県小牧市堀の内3-1
TEL（０５６８）７２-2101（代）

小牧市役所健康福祉部介護保険課

小牧市民病院
愛知県小牧市常普請1丁目20番地　
TEL（０５６８）７６-４１３１
FAX（０５６８）76-4145

小牧市指定地域密着型サービス
事業者事務局

オーストラリア学校法人

ヒルズインターナショナルガレッジ
（Hil ls   Internat ional   Col lege)

P. O. BOX 1, JIMBOOMBA, 
QLD AUSTRALIA 4280
TEL 07-5546-0667
FAX 07-5547-9661
ヒルズ学園日本事務局
URL  http://www.seirinkan.ed.jp/hills/
ヒルズ学園オーストラリア本部
URL  http://www.hills.qld.edu.au/

学校法人 平山学園

清林館高等学校
〒496-0805
愛知県津島市本町5丁目2番地
TEL （0567）28-3010（代）
FAX （0567）24-8510
URL  http://www.seirinkan.ed.jp/

グループ法人・施設

社会福祉法人 白寿苑

犬山白寿苑
〒484-0000
愛知県犬山市字洞田３０番地1
TEL （0568）67-6699（代）
FAX （0568）67-8910
URL  http://www.i-hakujuen.or.jp/

アクセス

〒 485-0011

愛知県小牧市大字岩崎字山浦１４３２番７０
TEL ０５６８-６５-６７００(代)
FAX ０５６８-６５-６７０１
URL http://www.i-hakujuen.or.jp/

社会福祉法人  白寿苑

小牧白寿苑

■交通案内
名鉄小牧線「味岡駅」より徒歩15分
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沿革
昭和56年  ９月

昭和57年  ４月

平成  2年  ４月

平成  ４年12月

平成  ９年  ４月

平成12年  ４月

厚生大臣より社会福祉法人「白寿苑」の設立許可

特別養護老人ホーム犬山白寿苑５０床開設（愛知県下で５番目の民間施設）

ショートステイ専用居室４床増設

天皇陛下により優良民間社会福祉事業施設に贈られる「御下賜金」を拝受

訪問入浴サービス事業（犬山市より受託）開始

介護保険制度施行開始

特別養護老人ホーム犬山白寿苑（介護老人福祉施設）指定認可

短期入所生活介護事業所・訪問入浴介護事業所指定許可　

居宅介護支援事業所新規開設

平成27年  ４月

平成27年  ５月

平成同年５月１日

 愛知県知事より特別養護老人ホーム小牧白寿苑設置認可

小牧市長より、各事業の指定認可

特別養護老人ホーム小牧白寿苑（地域密着型介護老人福祉施設）

グループホーム小牧白寿苑（認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護）

ショートスティ小牧白寿苑（短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護）

デイサービスセンター小牧白寿苑（通所介護、介護予防通所介護）

ピースフルデイリーサービス小牧白寿苑（認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護）

各事業の開始

小牧白寿苑は、地域に密着し、地域になじんだ施設として、

地域やご家族の皆様との結びつきを大切に、皆様から愛される施設をめざし、

全職員一丸となって、ご利用者様お一人おひとりの心に寄り添う介護に全力で努めます。

平成14年  ４月

平成18年  ４月

平成19年  3月

既存施設増床工事完了（既存部：濫觴館、増床部：尚歯館）

特別養護老人ホーム犬山白寿苑30床増床、同指定許可

短期入所生活介護事業所10床増床、同指定許可

訪問入浴介護事業所

デイサービスセンター犬山白寿苑（通所介護）新規開設（15名）

在宅介護支援センター犬山白寿苑（犬山市より受託）

地域包括支援センター楽田地区サブセンター（犬山市より受託）新規開設

犬山白寿苑訪問入浴介護事業所閉鎖

特別養護老人ホーム犬山白寿苑50床増床、同指定認可

デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（18名）

デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（20名）

福利厚生施設の開設（長野県木曽町）

沖縄特別養護老人ホーム本部園との交流事業開始（交換研修）

デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（25名）

寿孝館ショートステイ９床増設

デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（35名）

社会福祉法人「白寿苑」創立３０周年記念式典挙行

平成19年  ４月

平成20年  ４月

平成20年10月

平成21年  ６月

平成22年  １月

平成23年  １月

平成24年  ４月

平成24年  ５月



（地域密着型)
 (全室個室１８床）

ショートステイ小牧白寿苑（短期入所生活介護）（全室個室１０床）

グループホーム小牧白寿苑（認知症対応型共同生活介護）

　介護が必要なご利用者様がご家族の不在時や体調不良時などに、一時的に
入所でき安心して生活していただけるサービスです。ご家族の介護の負担軽減
も目的としています。小牧市以外の方もご利用いただけます。
　要支援・要介護認定を受けられている方はぜひご利用下さい。
　ご利用期間についてはご相談下さい。

　グループホームは、認知症と診断されたご入居者様に対し、専門的支援を提供
するサービスです。　　
　利用定員１８名（楓９名、檜９名）で、各ユニットごとに家庭的な環境で、楽しく
安心して日常生活が過ごせるよう安全に配慮し、ご家族からも信頼していただける
ような支 援・援助を心掛けています。
　小牧市に住所があり、要支援２・要介護（１～５）認定を受けられ、医師から
認知症 と診断された方がご利用いただけます。

苑内のウッドデッキで、菜園作りをしている様子です。 苑内で栽培した野菜を食事に出すために、ご入居者
様が料理をされている様子です。

リビングでおやつ作りをして、皆で美味しく食べ
ている、コーヒータイムの一時です。

　小牧市在住の高齢者を対象にした小規模の特別養護老人ホームです。　　 　
　原則要介護３以上の常に介護が必要な方を受け入れ、食事・入浴・排せつ等の
日常生活上の支援や機能訓練、療養上のお世話を致します。　　　　　　　　
　利用定員２９名（欅１０名、栃１０名、松９名）で、各ユニットごとに家庭的で
温かい雰囲気を大切に、ご入居者様の生活を支援しています。

サービス内容

特別養護老人ホーム小牧白寿苑（地域密着型）（全室個室２９床）

リビングで利用者同士雑談したり、趣味に取り
組むなどして、思い思いに時間を過ごしている
様子です。

１階のデイサービス施設内のウッドデッキでの
納涼夏祭り(ビアガーデン)の風景です。ご家族、
職員とともに楽しんでいただいております。

理学療法士（PT）によって機能向上もサポート
しています。

屋上庭園で、きれいな花々を見たり、風や太陽の
光を感じたりしながら、季節を感じて頂き、心身と
ともにリフレッシュしていただけます。

看護スタッフにより、常にご入居者様のお身体の
変化に対応いたします。

皆様で美味しく楽しくお食事をしていただいて
おります。満腹御膳、ご馳走御膳等、食事を楽し
める暮らしがあります。

　社会福祉法人白寿苑は、昭和５７年開設以来、『敬愛』の精神を法人訓に、県内５番目の特別養護老人
ホーム（ナーシングホーム）として多くの高齢者の方々と共に歩んで参りました。
　小牧白寿苑は、当法人の２番目の介護老人福祉施設として、平成２７年５月１日開設された地域
密着型施設です。
　公的機関の責任のもと、ご利用者様の安全を第一に考え、「笑顔で始まり、笑顔で過ごす一日を
大切に、ご利用者様の気持ちが分かる、気持ちが伝わる介護」をモットーに、これからの高齢社会に
向け、在宅での高齢者介護のモデルとなれるよう歩んで行きます。



地域

介護医療

小牧白寿苑

　『ちょっとご近所に行く』という感覚で利用できるサービスにより、人との絆(きずな)

を失わない介護を実現しようとしたものが、地域密着型サービスです。

　今後、増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等ができる限り住み

慣れた地域での生活が継続できるように、これまでの都道府県に代わり市町村が事業者の

指定や監督を行い、地域住民のニーズに合わせ、ご利用者様にきめ細かく応えることで、

まさしく地域に密着したサービスを行うためのものです。

　サービスを利用できる方は、事業所のある市町村等（保険者）の住民（被保険者）

のみであり、同時に要支援・要介護の認定を受けられていることが必要です。

 デイサービスセンター小牧白寿苑（通所介護）

　豊富なレクリエーションや行事を企画しアットホームな雰囲気の中で、細やかなサービスを
心掛けています。自宅にこもりきりの社会的孤立感の解消、機能訓練（リハビリ）による身体の
維持回復を図ることも目的としています。
　小牧市以外の方もご利用いただけます。ぜひご利用下さい。

ピースフルデイリーサービス小牧白寿苑（認知症対応型通所介護）

　小牧市在住の認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するサービスです。
 「レクリエーション」や「脳トレ」などのコミュニケーションを通して「心のケア」にも
取り組んでいます。
　また、通所サービスを使うことで、ご家族の負担軽減を図ることもできます。

小牧白寿苑での日々小牧白寿苑での日々

　犬山白寿苑は、多様化する高齢者の様々なニーズに対応できるように、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の
入所定員１３０名、短期入所生活介護事業（ショートステイ）の入所定員２３名、通所介護サービス（デイサービス）
の定員３５名で、県下でも有数な大規模の施設です。犬山市在住のみならず、春日井市、小牧市、江南市等、広範囲に
お住まいの方々がご利用されています。
　また、居宅介護支援事業も行っており、介護支援専門員が介護が必要になった方や
ご家族様と共に生活サポートプランを作成致します。　　　　　 　　　 
　福祉サービスの紹介や利用手続きなど、生活支援から介護まで幅広い
対応ができます。地域包括（委託）も併設していますのでお気軽にご相談下さい。

小牧城 小牧山田縣神社 メナード美術館

周辺環境

犬山白寿苑の紹介

小牧市の北部に位置し、小牧長久手の戦いの舞台にもなった小牧山をはじめ、豊年祭で有名な田縣神社など、多くの名所・旧跡に
囲まれた自然豊かな環境の中で、ご利用者様に日々、生活をしていただいています。

田縣神社は、古来より五穀豊穣、
家内繁栄、開拓の祖神として崇められ
ています。奇祭として知られている
豊年祭が有名です。

1563年に織田信長が小牧山城を
建築、居城とした。1584年には
徳川家康が小牧・長久手の戦いで
自らの陣としたことで有名です。

豊かな自然と落ち着いた雰囲気の
中で、じっくりと美術作品を鑑賞
できる美術館です。

春は桜、夏の青葉、秋の紅葉、
そして雪の小牧山と四季折々の姿
を見せ、憩い場として親しまれて
いる小牧市のシンボルです。

野口の郷外出音楽レク 誕生会 納涼夏祭り（ビアガーデン）

日帰り旅行 日帰り旅行 慰問行事 ハンドマッサージ

紅葉ドライブ 介護なんでも相談会 消火訓練 避難訓練

大運動会絵手紙 フラワーアレンジメント 紅葉ドライブ
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