
無料体験・見学随時受付中

医療法人社団 恵正会

デイサービスセンターみた

土曜・祝日営業

地域交流運動入浴食事



にのみやグループ理念
医療と介護の切れ目のない連携を第一に
考え、地域社会に安心を提供し続けます。

事業者
代表者氏名
事業所番号
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
事業所長

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
第3470104419号
デイサービスセンターみた
広島市安佐北区白木町三田7005-1
082-810-6600 （FAX 082-829-0135）
平成16年12月1日
25名
古屋 好基（ふるや よしき）

デイサービスみたスローガン

『元気な心』 『笑顔の和』



営業日 月曜日～土曜日

受付時間 月曜日～土曜日 8：30～17：30

サービス提供時間 9:15～16:30（７時間以上8時間未満）

年間の休日 年始（１月1日～１月3日）

営業時間（自費サービス）

営業時間

営業日 月曜日～土曜日

サービス提供時間 9：15～16：30

料金 1,100円 （食事・送迎含む）

県道37号線（向原方面へ）
から旧道への分かれ道を左へ
入り、5ｍ進んだ右側になりま
す（駐車場も）。



8：30 朝の送迎開始 ご自宅までお迎えにまいります。

9：15 到着後、体温・脈拍・血圧測定 健康チェックを行ないます

9：30
個別に脳トレ等の開始
（入浴ご希望の場合）入浴開始

読み書き・計算や塗り絵などの頭
の体操で脳を活性化させます。
入浴予定者は入浴開始。
ヒノキの浴槽でゆったりと入浴して
いただけます

10：30 朝の会
職員が本日の予定など色々なお
話をさせていただきます。

10：45
午前のレクリエーション
（リハビリ、頭の体操・手作業）

ラジオ体操・ストレッチ・ボール体
操・リズム体操・タオル体操や、季
節の壁画作り・カレンダー作りなど
の手作業も行ないます。

12：00
昼食
口腔ケア（歯磨き）

おかゆ・刻み食・トロミ・減塩・糖
尿病対応など、様々な食事形態
にも対応させていただきます。

13：00 午後のティータイム
コーヒー・ココア・こぶ茶・紅茶
（ミルク・レモン・アップル）などを
ご用意致します

14：00
午後の集団レクリエーション
（ゲーム・行事）
（前半・後半の間に約15分間体操あり）

集団レクリエーションや夏祭り、敬
老会、季節の行事さらに慶福訪
問など活気あふれる時間をお届
けします。

15：10 軽食（おやつ） お茶とおやつをいただきます。

16：10 帰りの準備・帰りの会 今日１日を振り返ります。

16：30 帰りの送迎開始 ご自宅までお送り致します。

「デイサービスみた」一日の流れ



その他個別活動
プログラム多数用意

菜 園

想いをカタチにするプログラム実践中!!

囲碁・将棋

手 芸

リハビリ体操

慶福訪問

毎月楽しいイベントを開催
おやつ作り、三田菜園収穫、食のイベ
ント、保育園との交流会…など様々な
内容でお楽しみいただけます。

いつでもご利用できます。

下肢筋力を強化!!

エルゴバイク

午前、午後と自由な時間を利用して創作クラフトを行っております。指先を使う
ことはとても良い事ですね。興味のある方は一緒に制作され、楽しんでおられま
す！少人数で「元気な心」「笑顔の和」をスローガンに毎回ご利用の皆様の“笑
顔”が絶えることはありません！楽しいひと時をお約束します。

クラフト 縫 物

カラオケ



檜風呂

活気と笑顔あふれる活動実践中!!

利用者様より大好評の本格檜風呂を
完備。浴槽より三田の大自然を一望
できます。入浴介助用具（シャワーキ
ャリー）も多数準備。どなたでも安心
して入浴できます。



季節に合わせたお食事
おやつを提供いたします

大好評のお食事!!
デイサービスの中に厨房がありますので、
できたてアツアツをお召し上がりいただけ
ます♪専属の栄養士が毎日腕を振るってい
ますよ！！

利用者様の身体状況に合わせ食事を提供

お粥、軟飯、刻み食、あら刻み食
ミキサー食、減塩食…お気軽にご相談ください

※写真はイベントメニュー



日常生活支援総合事業 利用料金
総合事業費（通所型独自）

要介護度 基本単位 利用者負担金
（1割負担の方）

利用者負担金
（2割負担の方）

要支援１ 1,647単位 1,722円 3,443円

要支援２

1,647単位
【週1回の計画】 1,722円 3,443円

3,377単位
【週2回の計画】 3,529円 7,058円

食事代（なんと！）

一律一回 200円

（5級地 1単位：10.45円）

加算の種類 単位数
利用者負担金
（1割負担）

利用者負担金
（2割負担）

①生活機能向上グループ加算 100単位 105円 209円

②運動器機能向上加算 225単位 236円 471円

③サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

48単位
（要支援1）

51円 101円

96単位
（要支援2）

101円 201円

④介護職員処遇改善加算Ⅰ 利用単位の5.9％

※ 1ヶ月の料金です。



通所介護利用料金

食事代（なんと！）

一律一回 200円
※ １回の料金です。

提供時間 要介護度 基本単位
利用者負担金
（1割負担）

利用者負担金
（2割負担）

5時間以上
6時間未満

要介護1 558単位 584円 1,166円

要介護2 660単位 690円 1,380円

要介護3 761単位 796円 1,591円

要介護4 863単位 902円 1,804円

要介護5 964単位 1,008円 2,015円

提供時間 要介護度 基本単位 利用者負担金
（1割負担）

利用者負担金
（2割負担）

7時間以上
8時間未満

要介護1 645単位 674円 1,348円

要介護2 761単位 796円 1,591円

要介護3 883単位 923円 1,846円

要介護4 1,003単位 1,048円 2,097円

要介護5 1,124単位 1,175円 2,350円

※1回の料金です。 （5級地 1単位：10.45円）



日常生活支援総合事業 算定加算一覧

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

（要支援１） 48単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

（要支援２） 96単位

運動機能向上加算 225単位
処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の5.9％

通所介護 算定加算一覧

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

入浴介助加算 50単位

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の5.9％

生活機能向上連携加算 200単位（1ヶ月）

栄養スクリーニング 5単位（半年間）
（処遇改善加算は除く）

職 員 配 置

生活相談員 ３名 看護職員 1名

介護職員 4名 栄養士 1名

※生活機能向上連携加算…医療提携施設の専門職と連携し、機能訓練を行う
※栄養スクリーニング…利用者の栄養状態に問題がないか定期的に確認して記録、ケアマネージャー及び家族と共有する

※1回の料金です。 （5級地 1単位：10.45円）



体験利用のお知らせ
「デイサービスみた」では、介護保険及び自費サービスの利
用を検討されている方々に体験利用をお勧めしています。
体験利用は食事代もかかりませんのでお気軽にご参加下
さい。「入浴サービス」以外は通常のサービスと全く同じ
体験をしていただきます（入浴サービスのみ安全面への
配慮から、契約後のサービスとさせていただきます。ご了
承ください）。
もちろん要望などありましたらなんでもご相談ください（食
事の形態や特別食（減塩食など）も大丈夫です）。是
非ともこの機会に「デイサービスみた」を体感してみてくださ
い！ご連絡お待ちしております！！
問い合わせ先 担当 古屋 810-6600 まで

自費利用サービスについて
「デイサービスみた」では、介護保険外でのご利用サービスを
行っております。介護認定外（一般含む）の方はもちろん、
要支援１・２の認定の方ですでに通所サービスをご利用さ
れていて、新たに利用回数を増やしたい等の要望で２ヵ所
目の通所サービスとしてご利用いただいております。
ご利用料金は送迎・食事代込みで１回「1,100円」でさ
せていただいております。利用回数増加や新たな出会いを
求めておられる方は是非ともこの機会にご検討ください。

（ふるや）


