
社会福祉法人 悠朋会
ゆうほうかい

千代田デイサービスセンター

年中無休 9:30～16:45

電　話： 0 4 2 - 7 5 1 - 0 6 7 2

担　当： 小林立、櫻井、神林、北原

　　 お気軽にお問い合わせください。

http://www.yuhokai-kaigo.com

住み慣れた自宅での生活を

　 続けていくためのお手伝い

概観及び設備ご利用料金

要介護の方（要介護１～要介護５）

①＋②＋③＋④の合計金額
① 基本料金（ 介護度別でご利用日ごと ）
・要介護１　
・要介護２
・要介護３
・要介護４
・要介護５

② 加算料金（ 該当者のみ　１回あたり ）
・入浴加算
・口腔機能向上加算
・個別機能訓練加算Ⅰイ
・個別機能訓練加算Ⅰロ
・認知症加算
③ 加算料金（ 利用者全員 ）
・中重度者ケア体制加算
・サービス提供体制加算Ⅰ
・科学的介護推進体制加算
・処遇改善加算Ⅰ
・特定処遇改善加算

④ 実費

・昼食代（おやつ代を含む）

　 ６２６単位　  ６６０円
　 ７４０単位　  ７８０円
　 ８５７単位  　９０３円
　 ９７５単位 １,０２８円
１,０９２単位 １,１５１円

　４０単位　 　　４２円
１６０単位※1  １６９円
　５６単位※2　  ５９円
　８５単位※3  　９０円
　６０単位　　 　６３円

　４５単位　　 　４７円
　２２単位　　 　２３円
　４０単位※4　  ４２円
　総単位数の５．９％分
　総単位数の１．２％分

７００円

要支援の方（要支援１～要支援２）第一号通所事業

①＋②＋③＋④の合計金額
① 基本料金

・要支援１・２（週１回） ３８０単位　　４０１円
　　　月４回以上利用
・要支援２（週２回）
　　　月４回以上利用

② 加算料金（サービスをご利用された方のみ月額）

・口腔機能向上加算

③ 加算料金（要支援の方全員で月額）

・サービス提供体制加算Ⅰ
　　　要支援１の方
　　　要支援２の方
・処遇改善加算Ⅰ
・特定処遇改善加算Ⅰ

　
　　７２単位　　　７６円
　１４４単位　　１５２円
　  総単位数の５．９％分
　　総単位数の１．２％分

④ 実費

・昼食代（おやつ代を含む） ７００円

１,６５５単位 １,７４５円
 　３９１単位　　４１３円
３,３９３単位 ３,５７７円

１５０単位　　１５９円

市民交流スペース デイルーム

浴室 食堂

園芸スペース 機能訓練室

周辺地図　住所：相模原市中央区千代田２－４－１

鉄筋コンクリート４階建て

★ リフト付き送迎車　４台

目的別にフロアーを分け、生活リハビリに即した環境になっています。

４F　機能訓練室

３F　食堂

２F　デイルーム、浴室

１F　事務室、市民交流スペース

笑顔をいつまでも

利用者負担割合が１割の場合の料金

相模原市役所
中央区役所

ウェルネスさがみはら

あじさい会館

市民会館 けやき会館

ENEOS

ＪＡ相模原

デニーズ

COCO'S

相模原税務署

花みずき

 

市
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ハローワーク

横浜地方裁判所

中央小学校

中央中学校

市役所前

国道 １６号

ハックドラッグ

町田方面 →← 橋本方面

上溝駅方面 ↓

高校入口

高校入口

高校入口

学院前

４F 千代田介護支援センター
３F ヘルパーステーション千代田

２F 児童クラブいちばん星

千代田デイサービスセンター

千代田十字路

千代田十字路

相模原署前

税務署入口

　市農業
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平塚信用金庫

千代田二丁目
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中央郵便局

村
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　※1　口腔機能向上加算は月２回までの算定
　※2　個別機能訓練Ⅰイは日曜日に利用の場合
　※3　個別機能訓練Ⅰロは日曜日以外に利用の場合
　※4　科学的介護推進体制加算は月１回の算定

収入に応じて利用者負担割合が決まり、実費以外の負担額が変わり
ます。２割（３割）の場合は、上記額の２倍（３倍）となります。



■ 整容 ／ 休憩 ■ 口腔ケア ／ 口腔機能向上加算

入浴

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

機能訓練 （※個別機能訓練加算 Ⅰ 算定者）

ご自宅までお迎え 趣味活動・整容・交流・休憩 等 口腔体操

昼食

カラオケ

帰宅準備

余暇活動・行事

■ 入浴

■ 機能訓練

■ 昼食・おやつ ■ 余暇活動・行事

■ 個別機能訓練加算 Ⅰ

　身体の状態により、一般浴槽、一人浴槽、機械浴槽、
シャワーでの入浴が可能です。
タオルやバスタオルについては、デ
イサービスの物を使用しますので
手ぶらで入浴が出来ます。
　入浴後に薬の塗布や処置が必要
な方は看護師が対応いたします。 機械浴槽と寝台車

　身体機能や生活状況に応じて、一人一人の状態
に合った訓練を実施します。パワープレート、エルゴ
メーター、平行棒、滑車、等をご用意しています。

12 12

開始 終了

一日の流れ

　３Ｆの厨房で昼食やおやつを調理し、出来立ての料
理を美味しいままに提供しています。
　飲み込みの状態に合わせ、普通食、一口大、刻み食、
ミキサー食、トロミ等幅広く対
応が可能です。
　おかゆへの変更や量も大
盛から少な目と一人一人の
趣向に合わせご用意します。 昼食メニューの一例

行事食の一例ビュッフェの一例おやつの一例

　普通メニューだけではなく、色々な品の中から好き
な品を選ぶことが出来るビュッフェや、敬老の日等に
は特別な行事食をご用意しています。

　その日ピックアップされた１～４個の活動の中
からお好きな事を選んで参加することが出来ます。
　音楽や運動、頭の体操、癒し等、下記メニュー
以外にも多彩な活動を用意し、更新しています。

　入浴後の髪のセットや男性は
髭剃り、女性は産毛剃り等を行
います。また希望者には看護師
が爪切りや耳掃除を行います。
　体調がすぐれない方や、疲れ
易い方、食後等、ベッドや布団
で横になって休む事が可能です。

　希望される方は、専任の理学療
法士が一人一人の要望・状態に合
わせ、訓練計画を立て、訓練を実施
します。
　また、３ヶ月に一度ご自宅を訪問
し、状態や要望を確認した上で、訓
練計画の見直しを行います。

　食後の歯磨きや入れ歯の手入
れ、うがい等を行います。
　口腔機能向上加算を利用する
方は、歯科衛生
士が定期的に口
腔内の状態を確
認し支援します。

ハンドベル タオル体操 農園芸 クラフト

合唱 絵合わせ ちぎり絵

バチ体操 浪曲鑑賞

フラダンス

ＣＤ小説 映画鑑賞 喫茶 マージャン

　近所の園児さん達との交流会や桜もち作り、敬
老会、運動会、忘年会
等、四季の様々な催し
を集団行事として行っ
ています。

書道ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

風船バレー 夏祭り

エルゴメーター　パワープレート       徒手台                滑車

口腔ケアの様子

※ 送迎はデイサービスの

　 車椅子を使用すること

    や必要に応じお部屋の

　 中までの対応も可能で

　 すのでご相談下さい。

リハビリ体操

おやつ

趣味活動・交流・休憩 等

口腔ケア ／ ※口腔機能向上加算

健康チェック( 体温、血圧、脈拍、全身観察 等 )

ご自宅へお送り

機能訓練


