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事業者の概要

　法人名 　社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会
　住所 　〒５０５－００７１　

　　岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５３番地１　総合福祉会館サンライフさかほぎ内

　電話番号 　０５７４－２７－１２２２
　FAX番号 　０５７４－２６－８９７４
　Ｅ－ｍａｉｌ sakasyakyou@sirius.ocn.ne.jp

　代表者氏名 　石原　好弘
　設立年月日 　平成５年１０月１日

事業所の概要

　事業所の名称 　坂祝町デイサービスセンター
　事業所番号 　２１７１５００３８３
　住所 　〒５０５－００７１　

　　岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５３番地１　総合福祉会館サンライフさかほぎ内

　電話番号 　０５７４－２７－１２２３
　FAX番号 　０５７４－２６－８９７４
　Ｅ－ｍａｉｌ sakasyakyou@sirius.ocn.ne.jp

　事業所の種類 　通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）
　指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス

　事業所の規模 　通常規模型（指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス）
　【前年度１月当たり平均利用延人員数：７５０人以内】

　定員 　１０人／日（通所型サービスＡ（いきがいデイサービス））
　３０人／日（指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス）

　事業の実施区域 　事業所の所在地から半径５キロメートル以内の区域
　営業日 　通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）

　　月曜日及び木曜日（ただし、営業日が祝日にあたる場合は、火曜日又は
　　金曜日とします。また、１２月３１日から１月３日までを除きます。）
　指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス
　　月曜日から土曜日（１２月３１日～１月３日までを除きます。）

　営業時間 　月曜日から土曜日　午前８時３０分～午後５時３０分まで
　サービス提供時間 　通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）

　　月曜日及び木曜日　午前１０時００分～午後３時００分まで
　指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス
　　月曜日から土曜日　午前９時３０分～午後４時３５分まで
　　　※サービス提供時間につきましては、柔軟な対応を考えております。
　　　　　個別に相談賜りますようお願い申し上げます。

　営業開始日 　平成３０年４月１日（通所型サービスＡ（いきがいデイサービス））
　平成３０年４月１日（介護予防通所介護相当サービス）

　 　平成１２年４月１日（指定通所介護サービス）

事業所の概要

坂祝町デイサービスセンター
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平成３０年４月現在

【通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）】

事業対象者・要支援１（１月の中で全部で５回まで）

事業対象者・要支援２（１月の中で全部で９回まで）

【加算】

【介護予防通所介護相当サービス】

【加算】

（事業対象者、要支援２）
９６円 １９２円 ２８８円

介護職員処遇改善加算Ⅱ ４．８％（月ごとの利用総単位数に）

６，７５４円 １０，１３１円

サービス提供体制加算Ⅰ

（事業対象者、要支援１）
４８円 ９６円 １４４円

１割負担（月）

要支援２
３，３７７円

サービス提供体制加算Ⅰ

要支援１
１，６４７円

９６円

要介護状態区分

事業対象者

１割負担（月） ２割負担（月）

２割負担（月） ３割負担（月）

事業対象者

サービス内容

利用料金一覧表

３，２９４円 ４，９４１円

サービス内容 １割負担（月） ２割負担（月） ３割負担（月）
サービス提供体制加算Ⅰ

４８円 ９６円 １４４円
（事業対象者、要支援１）

サービス提供体制加算Ⅰ

３割負担（月）

１９２円 ２８８円
（事業対象者、要支援２）

介護職員処遇改善加算Ⅱ ４．８％（月ごとの利用総単位数に）

１割負担（回） ２割負担（回） ３割負担（回）

３４０円 ６８０円 １，０２０円

１７０円 ３４０円 ５１０円

１日

半日

利用区分
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【通常規模型通所介護】
２時間以上３時間未満

４時間以上５時間未満

７時間以上８時間未満

※上記のサービス提供時間は代表的な時間のみを記載しています。

加算

食事代
　※通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）は、

　　　食事の提供はありません。

２割負担 ３割負担

４．８％（月ごとの利用総単位数に）

１，００３円
１，１２４円

要介護状態区分
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

サービス内容

要介護状態区分 １割負担（回）

要介護３ ４９３円

要介護状態区分 １割負担（回）

要介護３ ３４５円

入浴介助加算

個別機能訓練加算Ⅱ

中重度者ケア体制加算

サービス提供体制加算Ⅰ

介護職員処遇改善加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅰ

１割負担
５０円／日
４６円／日
５６円／日
４５円／日
１２円／回

１割負担（回）
６４５円
７６１円
８８３円

昼食 ４８０円／日
おやつ ７０円／日

９０円／日 １３５円／日
２４円／回 ３６円／回

９２円／日 １３８円／日
１１２円／日 １６８円／日

２，２４８円 ３，３７２円

１００円／日 １５０円／日

１，７６６円 ２，６４９円
２，００６円 ３，００９円

１，２９０円 １，９３５円
１，５２２円 ２，２８３円

２割負担（回） ３割負担（回）

２割負担（回） ３割負担（回）
要介護１ ３８０円 ７６０円 １，１４０円
要介護２ ４３６円 ８７２円 １，３０８円

９８６円 １，４７９円
要介護４ ５４８円 １，０９６円 １，６４４円
要介護５ ６０５円 １，２１０円 １，８１５円

２割負担（回） ３割負担（回）
要介護１ ２６６円 ５３２円 ７９８円
要介護２ ３０５円 ６１０円 ９１５円

６９０円 １，０３５円
要介護４ ３８４円 ７６８円 １，１５２円
要介護５ ４２４円 ８４８円 １，２７２円
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坂祝町デイサービスセンターでは、お客様の「できること」「良いところ」を
お客様と一緒に考え、「できること」が広がるケア、「良いところ」が伸ばせ
るケアに努め、住み慣れた自宅・地域で暮らしし続けられるお手伝いをさせて
いただきます。

指定通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス
　※通所型サービスＡ（いきがいデイサービス）については、別紙を参照してください。）

☆ １日の過ごされ方（1例） ☆

　　　８:２５～　　お迎え 　１３:００～　　コーヒータイム
　　　９:００～　　健康チェック 　１３:３０～　　活動時間
　　　９:３０～　　朝のあいさつ 　１５:００～　　おやつ
　　　９:４５～　　入浴・余暇時間 　１５:２０～　　活動時間
　　１１:４５～　　食事前の体操 　１６:２０～　　帰りのあいさつ
　　１２:００～　　昼食 　１６:３５～　　お送り
　　１２:３５～　　口腔ケア

～人に寄り添い、その人らしく～

送 迎
ご自宅への送迎は、車椅子が乗るリフト車や座席
昇降が可能な軽自動車で対応しています。車椅子
の方や段差の昇り降りの困難な方も安心して乗車
していただくことができます。
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　　自施設の厨房で、専属の職員により、おいしく、安全・安心な
　　お料理を召し上がっていただけます。

入 浴

健康チェック

食 事・おやつ

スロープ浴・機械浴・寝台浴の３種類があり、お客様
の状態に応じて対応させていただきます。

管理栄養士の指導の下、季節や行事に沿い、バランスの摂れた食事
を提供させていただきます。また、個々のお客様の状態に合わせた
形態（おかゆ・きざみ・ミキサー等）で対応させていただいていま

デイサービスセンターに到着し、お茶で
一服していただいた後は、看護師が体調
のチェックをさせていただきます。
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☆協力ボランティアの方々によるアクティビティ

活 動

体操やゲーム等、身体を動かす機会やお客様同士の

交流の場となっています。定期的に地域のボラン

ティアの方々が来てくださり、活動の協力をしてく

ださっています。

全体レク 個別レク

全体レクの時間とは別にい
くつかの活動から興味のあ
るものを選択していただき、
個別に活動を行っています。

音楽療法 園芸福祉 臨床美術

☆第３週目☆
月～水 または木～土

花を中心に、植物に関する
活動を通して、地域の方々
との交流を図り、社会参加
を促します。

協力ボランティア：花っこ

☆第２週目☆
月～水 または 木～土

懐かしい歌を聴いたり歌っ

たり、楽器に触れて演奏を

したり、音楽を通してリフ

レッシュします。
協力ボランティア：愛の会

☆第４週目☆
月～金

作品を完成させていく中で、
右脳の活性化がされ、認知
症予防や症状の改善を図り
ます。

協力ボランティア：彩の会
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年間行事 お花見や夏まつり、敬老会、運動会、クリスマス会等、

季節ごとに行事を企画して実施しています！

☆毎週火・金☆

日常生活動作の訓練を中
心に、個別プログラムを
立てて実施しています。
（※参加には医師の診断
が必要です。）

個別機能訓
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お客様のご自宅での生活が充実したものとなるよう、自宅で生活できる
能力を保ったり、向上するための日常生活動作の訓練を行います。
　
　充実のスタッフ
　理学療法士（外部委託）、作業療法士、看護師、介護予防運動指導員により、お客様
　お一人お一人の心身機能や、ご自宅での生活環境に則したプログラムを一緒に考え
　実施します。

パワーリハビリマシン　６機種

　　　　平行棒 　　　　　作業療法 　　　　エアロバイク

　　　　歩行訓練

　　スカイウェル
　　（交流高圧電位治療器）

機能訓練

9



平成３０年４月現在

【使命】

　社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、

　誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命とする。

【経営理念】

　使命を達成するために、次の経営理念に基づき事業を展開します。

　　 　①地域から信頼される組織・施設づくり

　　 　②安定した福祉サービスの提供及び経営基盤の確立

　　 　③職員の福祉向上と人材育成

【職員の行動モットー】

　真心あるサービス提供のために職員は、次のモットーを意識して行動します。

 　①よく聞く　　　　　　　　（傾聴）

　②確実に受け止める　（受容）

　③はっきり説明する　　（応答）

　④連携する　　　　　　　（信頼）

社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会

明るく、楽しく、元気よく！

1

4 介護職員初任者研修修了 2
1 介護支援専門員 3

1 正看護師 4
1 調理師 4

職員有資格

1 介護福祉士 10社会福祉士

作業療法士

准看護師

訪問介護員２級

主任介護支援専門員

社会福祉主事

応急手当普及員

介護事務管理士

認知症ケア専門士 1 認知症介護実践者研修修了 5
5 介護予防運動指導員 4

2 福祉住環境コーディネーター２級 2
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