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在宅介護の総合福祉施設 キリスト教の愛と奉仕の精神を理念に地域密着の施設づくりをして

１7年の月日が経ちました。新しい事も大好きで、最近では地域に先駆けて

サロン・ド・キッチン（料理デイ）を始めました。

自由な社風と福祉への熱い情熱を武器に、在宅福祉の一番星を目指します。

デイサービス

サロン・ド・キッチン

1日利用型の楽しいデイです。
多彩なレクリエーションが自慢で、
スタッフが皆様の笑顔を引き出す
ために、様々な工夫と仕掛けを凝ら
してお待ちしています。

半日利用型の料理デイです。料理が
大好きな方、食べるのが大好きな方

どの運動もしっかりしますので、食
べ過ぎても太る心配は一切無用で
す。

ショートステイ

グループホーム

在宅福祉にこだわる当社が、最も力を
入れているサービスです。在宅介護、
在宅生活を安心して続けるためには、
いざという時に泊まれるショートステ
イが、きっと強い味方になります。
365日送迎体制を完備しています。

10名×2ユニット

全室個室

どこに住んでも、認知症になっても、
自分らしく暮らしたい・・・。その願い
をスタッフは心で受け止め、施設とご
家族様のコミュニケーションを大切
に、楽しく豊かな生活を一緒に作って
いきます。

全室個室

あの手この手

カレーサイズ

杖1本買うにしても、どんな杖を選
ぶかでその後の生活ががらりと変
わるのが、福祉用具の怖さです。安
易にホームセンターで買う前に、是

談下さい。相談だけして、ホームセ
ンターで買われる方もたくさんお
られますよ。

福祉用具

学習支援特化型の放課後等デイサー
ビスです。児童通所サービス受給者

に、あいさつ・感覚統合・体幹づくり
に重点を置き「思う・考える・わかる」
に繋がる一人一人にあった支援を行
います。

居宅介護支援

訪問介護

複雑な介護保険制度を、上手に活用
するお手伝いをします。制度に精通
したプロの相談援助職が、皆様の介
護の不安に迅速・丁寧にお応えして
いきます。

ケアマネジャー

ご自宅で行う訪問介護サービスには、
ご利用者様及びご家族様の、事業所
と訪問介護員に対する「信用と信頼」
が何より大切なサービスでありスタ
ッフ教育に重点をおいています。

障がい相談支援

ご相談には、「検討」ではなく「行動」
で、常に最速の対応を心がけていま
す。豊富な相談歴を有する専門スタ
ッフが、皆様の夢と希望の実現をサ
ポートします。



レクリエーションは
みんなでやると

例えば、「季節を感じる」のか

「季節を味わう」のか。

この違いに全力投球するのが、

うみのほし流です。

強制ではなく共生を目指した
自慢のレクリエーション
の数々をご体験下さい

土に触れる感触、形にする難しさ、

釉薬が作り出す個性的世界。

開設以来磨き続けてきた、誰でも

楽しめるイチオシのレクです。

1人でいるとご飯も食べず、つい

ゴロゴロしてします・・・

おいしい食事と適度な運動は健康

の基本です。

家族のために毎日一生懸命食事を

作ってくれたお母さんに、再び楽

しく料理をさせてあげたい、そん

な娘さんからのお申し込みが一番

多くなっています。

みんなで作って、みんなで食べる。

それも、普段は作らないような

一風変わった料理があれば、話が

盛り上がらない訳がありませんよ

ね。社交こそ人生最大の娯楽です。

「100歳になっても歩ける」こと

を目指して、顧問の大学教授に開

発して頂いたプログラムを提供し

ます。ノルディックウォーク、

ダーツ、コーディネーション運動

どれも楽しく出来るメニューです。

料理・社交・運動
楽しく介護予防するなら

短時間デイサービス



介護をされるご家族様のためのサービスです
急な用事・介護疲れには、是非ショートステイを

認知症になっても
自分らしく生きる

そのお手伝いをします

グループホームは、1ユニット9

名の共同生活です。毎年繰り返さ

れる季節行事は、「去年はこうだ

ったね」「来年はこんなことした

いね」と家族の恒例行事のように

、幸せの軌跡となります。

当社は、出来る限り低価格で利用

できる「福祉施設」でありたいと

思っています。華美なところはあ

りませんが、安心・安全に妥協は

ありません。

ショートステイに数日泊まって家

に帰ってきたら歩けなくなってい

た。こんなことが起こらないよう

に、朝昼晩に軽い体操、お部屋に

閉じこもらないようにレクリエー

ションなどにも力を入れています。

在宅介護で、いざという時、最も

頼りになるのがショートステイで

す。365日送迎体制と相談員配置

体制を組み、緊急入所も積極的に

受け入れています。

認知症の方にとって知らない場所

に急に泊まる事ほど混乱すること

はありません。認知症ケアの高い

専門性とご家族様との連携が成否

の分かれ目です。

安心できる場所と見守りがあれば

認知症になっても出来る事はいっ

ぱいあります。勿論、人の役に立

てることもいっぱいあります。

「ありがとう」の言葉が、落ち込

んだ気持ちを元気にしてくれます。



勉強していてもすぐ寝転ぶ、

しゃがむなどは、背骨や腹筋・

背筋などの体幹を作っていくと、

呼吸もよくなり、疲れにくい

身体になっていきます。

自分と自分の周りの人々の

良いバランスを取るために

あいさつは最も大切なコミュニケ

ーションです。また身の回りの基

本的なことをきちんと出来るよう

に手助けをします。

14：00　開始

15：00　おやつ

16：00　宿題･学習支援

17：00　集団活動（運動･製作）

18：00　終了

・個別学習３０分

・送迎あり（明石市外は要相談）

・土曜日は、外出行事など

　別途多彩なプログラムを

　用意しています

赤の他人が家に入り込むのは誰だ

って抵抗がありますよね。採用面

接における人物評定、職業指導と

クレーム管理を徹底し、安心して

サービスを受けていただけるよう

に常に心掛けています。

介護保険制度も障がい福祉サービスも、訪問介護には出来ることと出

来ないことが細かく決められています。制度上では出来なくても、生

活する中では必要なこと、または人生においては希望も夢もたくさん

ありますよね。「出来ません」とただ断るのではなく、出来る方法を

一緒に考えます。自費サービスでは、柔軟にご希望に対応させていた

だきます。

誰より親身に、誰より頼れる
介護のエキスパートを
ご自宅に派遣します

      子どもたちの学びは勉強だけじゃない



その人は、
何でも相談できる

その人は、勇気をくれる

残念ながら、ケアプランは誰が作

っても一緒という代物ではありま

せん。ご本人様・ご家族様が納得

いくまで、作り変え、説明させて

頂きます。

いざ介護が必要になると、

何から手をつけていいかわから

ないものです。

ケアマネジャーは介護相談のプ

ロフェッショナルです。どんな

ご相談にも必ず満足をお届けす

る自信があります。

ケアマネジャーの仕事は、ケアプ

ランを作ったら終わりではありま

せん。毎月1回訪問し、サービスの

利用状況、満足度を確認させて

頂くとともに、心配事にも対応し

て行きます。介護のことならどん

な些細なことでもご相談下さい。

障がいのある方の日常生活の希

望社会生活の目標、将来の夢を

叶えるための方法について、ご

本人様の立場になって一緒に考

え、各種障がい福祉サービスの

紹介や利用調整を行います。

障がい福祉サービスの紹介や

各種年金や保健・医療等の

公的機関のご利用の情報提供など

を行います。

仕事に対する心配や不安をお伺い

し、希望に沿った仕事をするため

の制度説明や事業所の紹介を行い

ます。

ひとり暮らしができるような支援

やグループホーム等のご紹介など

を行います。

仲間づくりや趣味活動のできる場

所のご紹介などを行います。

ヘルパーを上手に活用して、その

人なりの自立ができるように支援

していきます。



介護する人される人の
「あ」ったらいいな 「こ」まったな

をあの手この手で解決します

福祉用具は開発競争が進んでいる日進月歩の業界ですので、歩行器具

一つとっても何百種類も商品があり、日々新しいもの、良いものがリ

リースされています。福祉用具は、利用者だけでなく介護者にとって

も大切なものであり、皆さまのお話をしっかり聞いて、最適なものを

ご提案します。

介護が必要な状態になって、すぐ

に困るのが「家」です。元気なと

きには問題なかった風呂場やトイ

レ、玄関、扉や段差など。介護保

険では年間20万円まで改修工事が

出来ます。

自分が思うレベルのものを作るの

は難しいですが、スタッフに少し

（？）手伝ってもらって立派な作

品が出来上がると、どんな方でも

晴れ晴れとした笑顔を見せて下さ

います。自前の電気釜で焼き上げ

てお返しします。

足腰が弱ったら1本杖を持つのが

当たり前と思っていませんか？　

2本のポールを持って歩くノル

ディックウォークは、これからの

高齢者の必須アイテムになってく

ると思います。当社は、県内各地

で、体験会などの普及活動も行っ

ています。

このダーツボードは、私どもの関

係者のオリジナルダーツボードで

全国に向けて販売もしておりま

す。それぐらい、ダーツにはこだ

わりがあります。かっこよく投げ

て、かっこよく決まったときの爽

快感は最高です。

塗り絵は〇〇に良いから、という

ことではなく、純粋にたくさんの

方がはまっておられます。毎月課

題を決めて行う「塗り絵コンテス

ト」では、投票によって大賞を決

定しています。



営業日及び定員
【営業日】月～土曜日（但し、12/31～1/4を除く）
【定員】35名/日

サービス提供時間
10：00～16：00（6時間）
※送迎はサービス提供時間の前後各1時間で対応。

サービス内容
●送迎（車いす対応可） ●入浴（個浴槽・大浴槽・特浴）
●食事（刻み・ミキサーや簡易な治療食に対応）
●健康チェック ●レクリエーション ●体操、他

ご利用頂ける方
①介護保険の要支援・要介護認定者及び特定高齢者
②障害福祉サービス受給者証をお持ちの区分認定者

営業日 月～金曜日（但し、12/31～1/4を除く）

サービス提供時間
11：00～14：15（3時間15分）
※送迎はサービス提供時間の前後各45分で対応。

サービス内容
●送迎（車いす対応不可） ●調理（グループに分かれて調理）
●食事（普通食意外は要相談） ●健康チェック
●運動（ノルディックウォーク、ダーツ）、他

ご利用頂ける方 介護保険の要支援又は要介護1～2程度の方で、かつ歩行及び排泄が自立の方

営業日及び定員
【営業日】年中無休（短期入所サービス）
【定員】20名/日

送迎範囲 明石市内及び隣接市町の一部

居住設備等
●全室個室 ●1ユニット10名の2ユニット
●居室設備（ベッド・床頭台・エアコン、テレビは有料）
●ユニット毎の共用設備（食堂(1)、キッチン(1)、風呂(1)、トイレ(3)、洗面台(4)）

サービス内容
●送迎（車いす対応可） ●食事（刻み・ミキサーや簡易な治療食に対応
●入浴（週2回） ●体操 ●健康チェック ●レクリエーション、他

ご利用頂ける方
①介護保険の要支援・要介護認定者
②障害福祉サービス受給者証をお持ちの区分認定者

営業日及び定員
【営業日】年中無休（長期入居サービス）
【定員】18名

居住設備等
●全室個室 ●1ユニット9名の2ユニット
●居室設備（エアコンのみ。他はすべて持ち込み）
●ユニット毎の共用設備（食堂(1)、キッチン(1)、風呂(1)、トイレ(3)、洗面台(4)）

サービスの特徴
●レクリエーションや年間行事により楽しみと季節間のある日常生活支援
●ご家族様とのコミュニケーション ●体操等の筋力維持への取り組み
●充実の看護体制

入居可能な方

次の①～③の条件を満たす方。
①原明石市に住民票がある
②介護保険で「要支援2」又は「要介護1～5」の認定
③「認知症」と診断

デイサービス

サロン・ド・キッチン

ショートステイ

グループホーム

営業日及び営業時間
【営業日】月～金曜日。但し12/31～1/4は休み
【営業時間】9：00～18：00

福祉用具貸与の内容 介護保険制度を利用し、車いすや介護ベッド等をレンタルすることが出来ます。

福祉用具販売の内容
介護用品全般を扱っております。
商品によっては制度助成があるものもございます。

介護保険制度を利用して、手すりの設置や浴室の改修など
バリアフリー工事が出来ます。

※障がい者の方の補装具、日常生活用具、住宅改造の申請代行も行います。

営業日 月～土曜日（日曜日は要相談）

営業時間 9：00～18：00（早朝及び18：00以降は要相談）

サービスの内容

①介護保険による「身体介護・生活援助・通院介助」
②障害福祉サービスによる「身体介護・家事援助・通院介助・重度訪問介護」
③地域生活支援事業による「移動支援」
④自費サービス（上記①②③の制度の上限を超えるサービス、

又は制度で対応できない庭掃除などのサービス）

ご利用頂ける方

①介護保険の要支援・要介護認定者
②③障害福祉サービス受給者証をお持ちの区分認定者
④どなたでも

営業日
【営業日】月～金曜日。但し12/31～1/4は休み
【営業時間】9：00～18：00

サービス内容 介護保険制度の相談、介護サービス利用調整、ケアプランの作成、他

費用 全額、介護保険から支給されますので無料。

営業日
【営業日】月～金曜日。但し12/31～1/4は休み
【営業時間】8：30～17：30

サービス内容
障害児・障害者の方の障害福祉サービス利用に関する相談
利用調整、サービス計画作成、他

費用 法定代理受領の場合は、全額、障害福祉サービス費から支給されますので無料。

営業日及び営業時間
①学校がある日（月～金曜）：14：00～18：00
②学校がない日（土・祝・長期休み等）：10：00～16：00
③ただし、日曜日と12/31～1/3は休み。

利用対象者及び定員
【利用対象者】児童通所サービス受給者証をお持ちの小学生から高校生
【定員】10名/日

サービスの内容 送迎・宿題支援・学習支援・その他療育全般・おやつ、他

送迎範囲 片道20分程度の明石市内（要相談）

カレーサイズ

福祉用具貸与・販売・住宅改修

ケアマネジャー

計画相談員

住宅改修の内容

訪問介護

令和４年１０月現在



自己負担額が、2割・３割の方は上記の値段を
2倍・３倍にしてください。
その他、特例加算などもございますので、利用料の
目安としてご参照下さい。

料 金 表 概 算 （ 介護保険 ）

デイサービス サロン・ド・キッチン

ショートステイ 訪問介護

グループホーム

サービス単位／日 自己負担額

要介護１ 368単位 377円

要介護２ 421単位 432円

要介護３ 477単位 489円

要介護４ 530単位 544円

要介護５ 585単位 600円

要介護の方

加算等：処遇改善加算Ⅰ総単位数×10.27×5.9％
介護職員ベースアップ等支援加算　総単位数×10.27×1.1%
食費（昼食）７００円

サービス単位／月 自己負担額

要支援１（週１回） 1672単位 1,717円

要支援２（週２回） 3428単位 3,520円

加算等：運動機能向上加算255単位／月
処遇改善加算Ⅰ総単位数×10.27×5.9％
ベースアップ等支援加算　総単位数×10.27×1.1%
食費（昼食）７００円

要支援の方（総合事業による予防専門通所型サービス）

サービス時間
サービス
単位／回

自己負担額
（１割）

身体介護
20分以上
30分未満

275単位 284円

生活援助 45分以上 248単位 256円

身体介護１時間
＋生活援助30分

1時間30分
以上

509単位 527円

回数 回数
サービス
単位／月

自己負担額
（１割）

週１回 1176単位 1,218円

週２回 2349単位 2,434円

週３回(※) 3727単位 3,861円

加算等：初回加算　200単位、緊急時訪問加算　200単位、処遇改善
加算Ⅰ　（４．０％）、ベースアップ等支援加算　総単位数×10.42
×2.4%、(※)週３回は要支援２の方のみ利用可。

要支援１．２

総合事業による
予防専門訪問型

サービス

要介護１～５

サービス単位／日 自己負担額

要介護１ 581単位 596円

要介護２ 686単位 704円

要介護３ 792単位 813円

要介護４ 897単位 921円

要介護５ 1003単位 1,030円

サービス単位／月 自己負担額

要支援１（週１回） 1672単位 1,717円

要支援２（週２回） 3428単位 3,520円

要介護の方

加算等：入浴介助加算(Ⅰ）40単位／日、
処遇改善加算Ⅰ　総単位数×10.27×5.9％、
ベースアップ等支援加算　総単位数×10.27×1.1%、
食費（昼食・おやつ）600円／日

要支援の方

加算等：運動機能向上加算225単位／月、
処遇改善加算Ⅰ総単位数×10.27×5.9％、
ベースアップ等支援加算　総単位数×10.27×1.1%、
食費（昼食・おやつ）600円／日

[ ]内は事業所指定番号

[ 介護・総合 2872001850 ]

[ 介護・予防 2872001843 ]

[予防(地域密着)2892000130 ]

[ 介護・総合
2872001850 ]

[ 介護・総合 2872004342 ]

サービス単位／日 自己負担額（１割）

要支援１ 555単位 573円

要支援２ 674単位 696円

要介護１ 738単位 762円

要介護２ 806単位 832円

要介護３ 881単位 910円

要介護４ 949単位 980円

要介護５ 1,017単位 1,050円

加算等：看護体制加算Ⅰ･Ⅱ　４・８単位／日、
夜勤職員配置加算Ⅱ　18単位／日、処遇改善加算Ⅰ　総単位数×１
０．３３×８．３％、送迎加算（片道）184単位、ベースアップ等支
援加算　総単位数×10.33×1.6%、医療連携体制加算(※)58単位／
日、食事代1,445円（3食）、居室代2,006円／日
(※)医療連携体制加算については、胃ろう等の処置のある方です。

サービス単位／日 自己負担額（１割）

要支援２ 748単位 768円

要介護１ 752単位 772円

要介護２ 787単位 808円

要介護３ 811単位 832円

要介護４ 827単位 849円

要介護５ 844単位 866円

加算等：処遇改善加算Ⅰ　総単位数×10.27×11.1％、医療連携強化
加算39単位／日、ベースアップ等支援加算　総単位数×10.27×
2.3%、食事代1,330円／日、家賃50,000円／月、
共益費8,000円／月、水道光熱費11,000円／月、敷金330,000円

令和４年１０月時点



料 金 表 概 算 （ 障がい福祉サービス ）

生活介護（共生型）

放課後等デイサービス
（カレーサイズ）

短期入所（共生型）

居宅介護

但し、世帯収入により利用料上限額が受給者証に記載
されている場合はその金額が上限になります。

重度訪問介護

移動支援

[ ]内は事業所指定番号

[ 2812001853 ]

[ 2852000344 ]

[ 2812001473 ]

[ 2812001853 ]

[ 2812001473 ]

[ 明石市 2862011299 ]
[ 神戸市 2869911525 ]

サービス単位／日 自己負担額

共生型生活介護(Ⅰ) 693単位 719円

加算：食事提供体制加算　30単位、送迎加算（片道１０単位／日）、
処遇改善加算（Ｉ）総単位数×10.37円×4.4％、常勤看護職員等配
置加算２　１９単位、ベースアップ等支援加算　総単位数×10.37×
1.1%、昼食代６００円

サービス単位／日 自己負担額

共生型福祉
強化短期入所(Ⅰ)

965単位 718円

加算：短期食事提供体制加算48単位／日、送迎加算（片道186単位／
日）短期栄養士加算Ⅱ　12単位／日、処遇改善加算Ⅰ　総単位数×
10.36円×8.6％、短期常勤看護職員等配置加算４　４単位／日、単
位福祉専門職員配置等加算Ⅰ　１５単位／日、ベースアップ等支援加算
総単位数×10.36×2.8%、食事代1,445円（3食）、
水道光熱費300円／日

サービス単位／日 自己負担額（１割）

平日 604単位 774円

休日 721単位 779円

加算：児童指導員加配加算123単位、上限管理加算150単位、送迎加
算(片道)54単位、処遇改善加算Ⅰ　総単位数×10.36円× 8.4％、
福祉職員ベースアップ等支援加算　総単位数×10.36×2.0％、
別途おやつ50円／日

サービス
時間

サービス
単位／回

自己負担額

1時間 402単位 4,165円

1時間30分 584単位 6,050円

1時間 196単位 2,031円

1時間30分 274単位 2,838円

2時間 309単位 3,564円

加算：処遇改善加算Ⅰ（居宅介護）⇒総単位数×27.4％、処遇改善加
算Ⅰ（重度介護）⇒総単位数×20.0％、特定事業所加算Ⅱ⇒総単位数
×10％、ベースアップ加算⇒総単位数×10.42×4.5％

居宅介護

身体介護

家事援助

サービス
時間

サービス
単位／回

サービス
単位／月

1時間 185単位 1,916円

1時間30分 275単位 2,849円

2時間 367単位 3,802円

重度
訪問介護

加算：処遇改善加算Ⅰ（居宅介護）⇒総単位数×27.4％、処遇改善加
算Ⅰ（重度介護）⇒総単位数×20.0％、特定事業所加算Ⅱ⇒総単位数
×10％、ベースアップ加算⇒総単位数×10.42×4.5％

重度訪問介護

サービス時間 円

1時間 2,000円

1時間30分 2,800円

2時間 3,500円

2時間30分 4,200円

1時間 4,000円

1時間30分 5,900円

2時間 6,700円

2時間30分 7,500円

明石市移動支援事業

身体介護
を伴わない

身体介護
を伴う

令和４年１０月時点


