
 お食事やご入浴、 

リハビリやレクリエーションなどを 

日帰りでご提供します。 

むさしの園 

デイサービスセンター入曽 



デイサービスセンター入曽について 

デイサービスセンターとは？ 

～メッセージ～ 

 「多くの笑顔の花が咲く場所を、みんなに知ってもらいたい。」 
むさしの園デイサービスセンターでは、利用者さまの笑顔が絶えな
い環境を日々、職員が一丸となって築いております。初めてご利用
される方が、次回も安心して来られる 
のは、むさしの園デイサービスセンターが 
「職員も一緒に楽しんでいるところ」だから 
と考えております。また、職員の笑顔が 
利用者さまに咲く「笑顔」に変わった時、 
我々は最高の仕事をしていると感じます。 

道下 智子 増田 淳 

通所介護は、ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送るこ
とができるよう、自宅にこもりきりのご利用者の孤立感の解消や心身機
能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。  
ご利用者が通所介護の施設（デイサービスセンターなど）に通い、施設で
は、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機
能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能
向上グループ活動などのご高齢者同士の交流もあり、施設はご利用者
の自宅から施設までの送迎も行います。  

社会福祉法人至福の会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に
配慮する「個人情報基本方針」に則って管理しております. 



一日の流れについて 

安全なルートを選び、
送迎いたします。渋滞
等で時間が遅くなるこ
とがございますが、その
際はご連絡いたします
のでご自宅にてお待ち
ください。 

  

入浴も出来ます。夏は
さっぱり、冬は体の芯か
らぽっかぽかになるお風
呂を目指しています。入
浴をされない方はこの時
間に手芸やカラオケなど
をお楽しみいただけるの
で楽しみ方いろいろです。 

栄養のバランスを考えた
メニューです。各種治療食
も対応できます。・食事の
後は・眠たくなります。「レ
クリエーション始まったら
起こしてね♪」 

８：４０～９：５５ １０：００～ 

１０：００～ １２：００～ 

あっという間にお送りの時
間です。「じゃあね～」と、
手を振るご利用者さま、
「また明日ね~」と、返すス
タッフの挨拶が飛び交い
ます。また明日も素敵な
笑顔に出会えますように 

１５時半を過ぎたら、ご帰
宅の準備をします。 
おトイレなども済ませたら、
外で待機している専用車
に方面別に乗り込みます。 
ケアハウスの方は、お部屋
まで職員がいきます☆ 

毎月スタッフが企画し、楽
しいレクリエーションが目
白押し！むさしの園のレク
は盛り上がると評判のレク
リエーションです。 

レクで体や脳を動かした
ら、ちょっと休憩でティータ
イム、皆さんでつくったお
やつなども召し上がります。 

13：30～ １5：00～ 

１6：00～ １6：30～16：45 

スタッフが体温・脈拍・血
圧をご利用者様とコミュ
ニケーションをとりながら、
測定します。その後も常
時、看護師が居ますので
体調の事など何でもご相
談ください。 

１ ２ 

３ ４ 

  

５ ６ 

７ ８ 



理学療法士によるリハビリテーション 

油圧式リハビリマシンのご紹介 

高齢者向け油圧式
のリハビリマシン楽(ら
く)りはでは、従来の
ウェイト式は力を加え
た分だけ負荷がかか
り、怯むと落ちてきて
しまいます。しかし、油
圧式だと途中で怯ん
でもそのままの状態で
止まるので、安全に
使用できます。 

ショルダープレス ﾚｯｸﾞｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 

アブドミナル コードレスバイク 

腕の筋力を上げること
により、腕の動きを改善
します。また、肩の関節
の動きを良くします。 

膝を伸ばすことによって
大腿四頭筋に刺激が
わたり、太ももを鍛える
ことが出来ます。 

腹筋だけでなく、背筋
も鍛えることが出来る
このマシン。両方鍛える
ことにより、姿勢の改善
だけではなく、腰痛予
防にもなります。 

足を動かすことにより下
肢全体に刺激が伝わり、
筋肉が活性化されます。
背もたれ付きで優れもの
です。 

理学療法士ご存知ですか？ 
理学療法士は、ケガや病気などで身体に障害のある
人や障害の発生が予測される人に対して、基本動
作能力（座る、立つ、歩くなど）の回復や維持、およ
び障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理
療法などを用いて、自立した日常生活が送れるよう
支援する医学的リハビリテーションの専門職です。 



特に力を注いでいる“魅力”について 

気持ちの良いご入浴 

“心から楽しかった”と感じてほしい… 
“職員が魅せる全力のレクリエーション！！” 

一般浴室は大浴場になっており、利用者様同
士で楽しくお話をしながら入浴することができま
す。 
機械浴では、自宅での入浴が困難な方でも、
安全にそして安心して気持ち良くご入浴がで
きます。 

デイサービスセンター入曽では、職員が一丸と
なって全力でレクリエーションに取り組み、ご利
用者が楽しめてそして笑顔になるよう、全力で
“楽しいデイサービス”を目指しています！ 
お花見やクリスマス会などの季節を感じるイベ
ントだけでなく、のど自慢大会やファッション
ショーなど、職員も参加して“一緒に楽しむ”よ
うに心がけています。 

https://www.yukoyuko.net/yukotabi/archive/b00018


料金表/規模(大規模通所介護)平成30年4月1日～ 

大規模型通所介護費（Ⅱ） 
要介護度 

提供時間【７～８時間】 
１日あたりの利用料金 

１回利用あたりの 
自己負担額(一割負担) 

１回利用あたりの 
自己負担額(二割負担) 

要介護１（５９５単位） 6,110円 611円 1,222円 

要介護２（７０３単位） 7,219円 722円 1,444円 

要介護３（８１４単位） 8,359円 836円 1,672円 

要介護４（９２５単位） 9,499円 950円 1,900円 

要介護５（１，０３８単位） 10,660円 1,066円 2,132円 
大規模型通所介護費（Ⅱ） 

要介護度 
提供時間【６～７時間】 

 １日あたりの利用料金 
１回利用あたりの 

自己負担額(一割負担) 
１回利用あたりの 

自己負担額(二割負担) 

要介護１（５３２単位） 5,463円 547円 1,093円 

要介護２（６２９単位） 6,459円 646円 1,292円 

要介護３（７２５単位） 7,445円 745円 1,489円 

要介護４（８２３単位） 8,452円 846円 1,691円 

要介護５（９２０単位） 9,448円 945円 1,890円 
大規模型通所介護費（Ⅱ） 

要介護度 
提供時間【５～６時間】 

 １日あたりの利用料金 
１回利用あたりの 

自己負担額(一割負担) 
１回利用あたりの 

自己負担額(二割負担) 

要介護１（５１４単位） 5,278円 528円 1,056円 

要介護２（６０８単位） 6,244円 625円 1,249円 

要介護３（７０２単位） 7,209円 721円 1,442円 

要介護４（７９５単位） 8,164円 817円 1,633円 

要介護５（８９０単位） 9,140円 914円 1,828円 
加算料金(介護給付)   

項  目 料  金 
１回利用あたりの 

自己負担額(一割負担) 
１回利用あたりの 

自己負担額(二割負担) 

入浴費（５０単位） 513円 52円 103円 

栄養スクリーニング加算 
（５単位）※６月に１回 

51円 5円 11円 

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）（６単位） 

61円 7円 13円 

中重度者ケア体制加算 
（４５単位） 

462円 47円 93円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 
（５６単位） 

575円 58円 1115円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＊当月のサービス費用に応じて変動 

利用料金につきましては、国の介護報酬改定に伴い変更する場合があります。 

介護給付サービス 地域加算６級(10.27) 



※利用料金は、国の介護報酬改定に伴い変更する場合があります. 

項目 数量 金額 

食事代 1食 670円 

紙おむつ、リハビリパンツ 1枚 200円 

尿取りパッド 1枚 50円 

▼上記料金のほか、下記については自己負担となります. 

事業対象者及び要介護度 
一日当たりの 
利用料金 

一日当たりの自己負担額 
(１割負担) 

一日当たりの自己負担額 
(２割負担) 

①要支援１・２（週１回）  
（３７８単位） 3,882円 389円 777円 

②要支援１・２（週２回） 
（３８９単位） 3,995円 400円 799円 

加算料金   

  
項  目 

一日当たりの 
利用料金 

一日当たりの自己負担額 
(１割負担) 

一日当たりの自己負担額 
(２割負担) 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
要支援１（２４単位)         

245円 25円 49円 

要支援２（４８単位） 491円 50円 99円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＊当月のサービス費用に応じて変動 

事業対象者及び 
要介護度 

一日当たりの 
利用料金 

一日当たりの自己 
負担額(１割負担) 

一日当たりの自己 
負担額(２割負担) 

要支援１・２  
（３７０単位） 

3,799円 380円 760円 

介護予防通所介護担当サービス利用者 
(狭山市日常生活支援総合事業の対象者) 

通所型サービスＡ利用者 
（狭山市日常生活支援総合事業で緩和した基準によるサービス対象者) 

・但し、①を５回以上、②を９回以上利用した場合は予防給付サービス（月報
酬）に準ずる額とします。 

※通所型サービスＡ利用者に関しては、加算料金はありません 



〒350-1316 

埼玉県狭山市 

南入曽１０４４番地１ 

デイサービスの見学、体験利用 

月～土(10～16時)受け付けています 

04-2956-7772 
Fax.04-2956-7771 

指定事業所番号：1172700013 


