
～地域の方々と共に、地域のために。～

私たちは

「地域力再生業」を掲げ、

地域の為に活動をします。

『国分寺市 おとなりさん。』で検索して下さい



私たちの想い

たとえば、朝起きたら家のまわりや向こう三軒両隣まで掃除する。
近所の人と顔を合わせれば元気よく挨拶を交わす。
お隣さんが困っていたら手助けをし、
１人暮らしのお年寄りがいれば地域で支えていく。

暗くなっても遊んでいる子供たちを見かけたら

大人たちが「早く帰りなさい」と声をかける。
地域の周辺には緑があふれ、メダカが住む小川もあり、
畑で採れた野菜が食卓を彩る。

そんな地域をこの日本に１つでも多く築いてゆくことで、

よりよい世の中づくりに貢献する。
それが、私たち“おとなりさん。”が目指していることです。

こうした地域の姿はほんの少し前まで日本のどこにでも見られた光景かもしれません。
しかし、物質的な便利さと引き換えに、
かつてあたりまえだった光景は急速に失われつつあります。
暮らしはたしかに豊かになったけれど、
どこか心が満たされないと多くの人が感じているのは、
何か大切なことまで失いつつあるからなのではないでしょうか。

私たちは、１人ひとりが本当の意味で豊かに暮らしていくために、
人として、地域の一員として、
家族と同じように誰かを思いやり、自然を大切にするといった、
あたりまえのことをあたりまえにできる地域環境をつくっていきたいのです。

私たちだけで実現することは、到底無理な話です。
ただ昔の姿に戻すのではなく、これからのあるべき地域の姿を

地域に住む方々と共に描き、盛り上げてゆく。
心豊かに暮らせる地域が増えれば世の中はきっといい方向に変わります。

私たちは、そんな地域が持つ力を信じています。

心豊かに暮らせる地域が増えれば、
世の中はきっといい方向に変わってゆく。



地域の方々と共に日常生活を ①

○ご利用者様へ
昔ながらのおとなりさん家へ、地域の友人たちに会いに行く感覚でお越し下さい。

一緒に体を動かし、お風呂でさっぱり。食事をし、お茶でゆっくり。

晴れた午後には、お散歩・ドライブ・ショッピングに参りましょう。

もちろん、コーヒーと新聞も準備してあります。趣味の競馬番組もいいでしょう。

また、疲れた時には、１日ゆっくり過ごして頂いても構いません。

ただ、私たちにも出来ない事や不得意な事があります。

もし可能でしたら、皆さまにも、

出来る事やお得意な事をお手伝い頂けたら助かります。

○ご家族様へ

私たちは「地域の一員」として、地域で生活される皆様のお役に立ちたいと

考えております。

ご本人様に「社会的役割」を担って頂き、共に、事業所を作り上げて頂きます。

介護はご家族が一番大変です。しかし、無理をしても、必ず限界が来ます。

私たちを遠慮なく頼って頂き、「頑張らない介護」で、

「楽しい介護」を共に目指しましょう。

私たちの理想は、単なる介護事業者としてのお付き合いではなく、協力しながら、

共に介護を楽しめる「家族」になりたいと考えております。

ご要望、困った事、辛い事、叱咤激励は遠慮せずに仰って下さい。

私たちからも、ご家族様へ「できる範囲」でのご協力をお願いさせて頂きます。

一緒に「楽しく」介護をさせて頂きたいと考えております。



○ケアマネジャー様、ソーシャルワーカー様へ
私たちの想いは、「細かい動きによって、介護保険制度の穴を埋めたい」であります。

地域には、色々な介護サービスがありますが、私たちにも得意な事、苦手な事があります。

他事業所様にも、当然、得意不得意があると思います。でも、それで良いと考えています。

地域の皆が、画一的なサービスをしていては、地域の皆様全員に満足して頂く事が

できません。

それぞれの事業者が、地域の一員・仲間として力を合わせ、得意分野による役割分担を

することで、地域の皆様全員に満足頂く。それが地域ケアに繋がると信じています。

【私たちのお願い】

その為にも、大変お忙しいと思いますが、定期的に私たちの事業所に足を運んで頂きたいです。

良い所を褒めて頂ければ、私たちも嬉しいです。

悪い所をご指摘頂ければ、すぐに改善し、より良いサービスに繋げていきます。

そして、事業所も状態は変わります。

どのような方が、合うのか合わないのか。私たちのサービスの質はどうなのか。

定期的にチェックして頂き、私たちを、地域の一員として、育てて頂ければ嬉しいです。

○地域の皆様へ
介護事業所の枠を超え、開かれた「おとなりさん。」を目指し、

地域のお役に立ちたいと考えております。

地域の子供たちの拠り所となったり、皆様にも行事に参加して頂いたり。

送迎車が年中動いておりますので、防犯活動もします。

働くスタッフも、事業所にいらっしゃるご利用者様も、皆さまと同じ地域の一員です。

ぜひ、一緒に地域を盛り上げさせて下さい。

【私たちのお願い】

全ては難しいですが、できる限り、地域の安全な食材を使い

料理を提供をしたいと考えております。

減農薬、有機栽培のお米や野菜、果物等を生産されている方。１～２坪の農地を

お貸し頂ける方がいらっしゃいましたら、ご紹介をお願いしたく存じます。

地域の方々と共に日常生活を ②



私たちにできる事

～ 外出＆日常生活 ～

１．ご利用者様にとって、「近所に住む“友人”“家族”との日常生活」を提供します。

２．「サービス業」「旅館業」と考え「まごころ」を大事にします。

３．地域の方々との活発な交流を目指し、皆様にご参加頂けるイベントを充実させます。

４．機能訓練の一環として、買い物やお散歩、ドライブ等、外出機会を増やし、

身体面はもちろんの事、特に精神面の満足を、徹底的に追求します。

★個別ケアを目指したデイサービス★

○心配りができる小人数制（介護保険定員１０～１８名）、スタッフ配置は、３～５名。

★ライフスタイルに合わせたご利用が可能★

○２４時間３６５日営業。ご家族の介護には休みはございません。

であれば、私たちも年中無休で行います。

○夜間介護（お泊り）サービス：１晩２，５００円（小金井公園事業所のみのサービスです。）

○保険適用外延長サービスも承っております。延長は各時間５５０円。

通常９:００～１６:３０のご利用ですが、ご希望に合わせ７:００～１９:３０までの

保険適用外の延長も利用可能です。

○入浴サービス（入浴介助加算Ⅱ）は、体調やご気分に合わせ、お好きな時間にスタッフが

１対１の対応をさせていただきます。また、ご利用者様の身体状態に合わせスタッフ

２名による介助も行います。

“おうち”のお風呂に、ゆっくり入れる喜びをご堪能ください。

★五感を刺激し、社会的役割を持っていただく生活リハビリ★

○掃除、洗濯、炊事、お散歩を目標や気分によって行って頂けます。

○お食事は皆様の前でお作りし、料理の匂い、音も“聞こえます”

★社会的孤立感、疎外感のないアットホームな雰囲気、スタッフのお声掛け・対応★

○他の方と一緒にいる喜びや、その中で自由や皆様の意志を尊重したスタッフの対応

○デイサービスではなく、「おとなりさんち。」に遊びに行った雰囲気を。

○椅子に座りっぱなしではなく、疲れたら寝ころがる事もできる和室

★緊急時の臨機応変な対応★

○急なサービス利用にも、臨機応変に対応致します。お困りの際はまずご連絡ください。

★スタッフ教育★

○介護職員としてだけではなく、社会人として、人としての指導をしてまいります。

○チームワークの重要性を指導してまいります。

○日常生活でも、地域で生活し、地域に育てられている事を、繰り返し指導してまいります。



サービス内容

＜概要＞

○デイサービス定員 / 小金井公園：１０名 けやき公園：１６名 ひこばえ：１８名

○夜間介護（お泊り）サービス / 約５名（小金井公園事業所のみ）

○事業の実施範囲（車でおよそ３０分圏内） / 西東京市・国分寺市・小金井市・周辺地域

※その他の地域につきましても無料で送迎致します。

○営業日 / ３６５日年中無休 ○営業時間 / ８:００～１９:３０

○サービス提供時間 / ９:００～１６:３０（けやき公園・ひこばえ） ９:００～１８:００（小金井公園）

○介護保険給付対象基本金額（延長加算） / ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ781441～781450 （781541～781745）

○地域通所介護入浴介助加算Ⅱ （希望がある場合に加算） / ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ785303

○地域通所介護送迎減算（事業所が送迎を行わない場合） / ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ785612

○地域通所介護処遇改善加算Ⅰ（保険適用利用料金の５.９％） / ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ786108

〇地域通所介護特定処遇改善加算Ⅱ（保険定期用利用料金の１.０％）/ サービスコード786112

○保険加入状況 / あいおいニッセイ同和損保（介護保険・社会福祉事業者総合保険）

○キャンセル料金 / 無料

＜介護保険内サービス＞

○介護保険地域密着型通所介護７～８時間、介護度に合わせたご負担額

○昼食 / ５５０円 ○おやつ / １５０円 ○夕食 / ５５０円

○リハパン、パッド / １つ１５０円（持参して頂ければかかりません）

＜介護保険“外”自費サービス＞

○夜間介護（お泊り）サービス / １晩２，5００円 （２０:００～翌８:００ 定員約５名）

※夜間介護サービスをご利用頂く際は、来所頂く日、お帰りの日、両日のデイサービス利用が必要です。

○洗濯サービス / １日２００円（同日内でしたら複数回のご利用可能です）

○（個別）外出サポートサービス / ５，０００円

○保険外通所介護 ※ご利用には諸条件がございますので担当者までご相談ください。

要介護度1～５ / ２，５００円 （９:００～１６:３０）

○朝食 / ４００円 ○昼食 / ５５０円 ○おやつ / １５０円 ○夕食 / ５５０円

○時間延長サービス / ５５０円 （① ② ③各時間毎）

①７:００～８:００ ②１７:００～１８:００ ③１８:００～１９:３０

○リハパン、パッド / １５０円/１つ （持参して頂ければ、かかりません）

＜事業所について＞

○事業主体名 / 株式会社ナチュラルスタンス

○運営責任者 / 岩崎 智之

～いつでもお問い合わせ、ご見学をお待ちしております！～

おとなりさん。小金井公園
〒２０２－００２３
東京都西東京市新町６－１１－１６
電話 /０４２２－２７－８４６５
FAX /０４２２－２７－８４７５
メール/koganeikouen@otonari30.com
事業所番号/  １３７５４０１３０２

おとなりさん。けやき公園
〒１８５－００１４
東京都国分寺市東恋ヶ窪２－１５－７
電話 /０４２－３４９－６７４０
FAX /０４２－３４９－６７４１
メール/keyakikouen@otonari30.com
事業所番号/  １３７３１０１５５７

おとなりさん。ひこばえ
〒１８４－０００２
東京都小金井市梶野町１－７－３４
電話 /０４２２－３８－５７０８
FAX  /０４２２－３８－５７０９
メール/ hikobae@otonari30.com
事業所番号/ １３９４１００１８２



おとなりさん。ご利用の際の目標とサービス内容例

～いつまでも、生まれ育ったこの地域で生活していきたい～   その気持ちを支えるひとりに、私たちはなりたい。

ご利用者様、ご家族様が抱えているであろう課題やニーズから目標を設定、目標を達成するためのサービス例のご紹介です。

居宅サービス計画書作成時にも、ご参考頂ければ幸いです。

いつまでも自分の
意思で歩いて外出
し、生活したい。

「外出はしたいが、一人では不安」その不
安が閉じこもりのきっかけです。外に出る
事で、意欲も増します。私たちと共に外出
し、心地良い疲れを感じてください。

下肢筋力の低下を
防ぎ、金銭感覚も
持ち続け、社会生
活を継続する事
で、閉じこもりや
孤独感をなくす。

外に出て、季節
感を味わい、自
分の意思で散歩
や買い物を行
う。

【外出】散歩、ドライブ、
文化施設見学
【買い物】食材・レク用品
等、外出先での買い物、商
品選択

この先も家族と一
緒に生活する為
に、介護保険だけ
に頼らず、少しで
も家族の負担を軽
くしたい。

夜間等、ご家族様の不在時にも、安心して
過ごして頂きたい。ご家族様の「在宅生活
を続けて欲しい」という気持ちを大切にで
きるよう、出来る限り精神的、経済的負担
を軽減できるようにお手伝いさせて頂きま
す。

家族の不在時で
も安心して日常
を過ごせる。

見守りや、助け
を借りる事がで
きるサービスを
利用する。

お泊りサービスの提供（夜
間サポートサービス）
延長サービスや夕食の提供
ご家族様不在時や入院等に
よる緊急時のご利用追加、
保険外通所サービス

このまま、元気に
在宅生活を続けた
い。

「家ではやらせてもらえないのよ」そんな
お声をよく耳にします。そのお言葉は、
「できる、やりたい」というお気持ちの現
れ。皆様の「やる気」を存分に発揮して頂
き、家事等をご自宅でも行うことを目標と
してご家庭内で役割を確立出来るようにし
ます。

在宅生活を続け
る為に、自分で
出来る事は自分
で行えるように
なる。

食事の後片付け
や部屋の掃除
等、自分の身の
回りの事を出来
るようになる。

【生活リハビリの提供】
調理・食器洗い・食器拭
き・テーブル拭き、洗濯物
畳み・洗濯物干し、掃除機
がけ・拭き掃除
【畑や庭の手入れ】
草むしり・畑の水やり・種
まき・野菜の収穫

いつまでも、健康
で活気ある生活を
送りたい。

在宅生活を続けていくためには、健康の維
持が大切です。どんな小さな変化も見逃さ
ない、私たちのたくさんの目が、皆様の健
康を守ります。

デイサービスを
利用する事で、
生活のリズムを
作る。

見守りのある環
境で、適度な運
動を行い、体調
を維持する。

バイタル測定・服薬管理・
トイレ介助・食事介助・水
分補給・体操、下肢筋力の
向上、維持のための外出・
買い物等生活リハビリの提
供。

住み慣れた地域で
末永く暮らして行
きたい。

地域の方たちと触れ合うことで顔見知りに
なって頂きたい。
顔見知りになれば、挨拶や会話をし、地域
の輪が生まれ、広がっていきます。そして
地域の輪が支え合いの心を生みます。
皆様が地域へ出ることが、住み良い地域を
作る近道と考えております。

地域の一員とし
て役割を担い、
地域活動に参加
する。

地域の方と顔見
知りになる。

【地域交流】地域行事、ボ
ランティア活動への参加、
地域の方との交流
【社会交流】小中学生、保
育所・スタッフの子ども達
との触れ合い
【イベントでの交流】当事
業所のイベント参加者との
交流

人の役に立ちた
い。生き甲斐を持
ち、活き活きした
生活が送りたい。

「私が行かなければ！」と、責任感と目的
意識を持って頂きたい。皆様にも、誰かを
支える互助の役割をお願いしております。

役割を持ち、自
立した生活を取
り戻す。

ご自分にあっ
た、社会的役割
を持って頂く。

食事作り・洗濯物畳み・食
器拭き・日曜大工・掃除・
子どもの見守り・アクティ
ビティ補助

生活全般の解決
すべき課題（ニーズ） 私たちの想い

援助目標 援助内容

長期目標 短期目標 サービス内容



■８時～ お迎え

私たちが安全運転でお迎えに参ります！

■９時００分 皆様ご到着

健康チェック

■午前の活動

機能訓練体操

入浴

食事づくり

趣味の時間

１日の流れ
※個人情報、写真はご本人もしくはご家族の同意を頂いた上で掲載させていただいております。



■１２:００～

昼食＆お片付け

生活リハビリ

・趣味の時間



■午後

室内アクティビティー

お気をつけて、また明日！！

■１６:１５～１６:３０

ご帰宅 or 保険外延長加算 or 夜間介護サービス

■午後
お散歩・ドライブ・お買い物・農地



デイサービス/東京都西東京市
～お散歩＆日常デイ～ おとなりさん。小金井公園

～おかえりなさい～

スタッフからの挨拶と笑顔で一日が始まりま
す。静かな住宅街の中にある平屋建ての事業
所で、室内は和モダンをイメージした落ち着
いた雰囲気。
小金井公園まで徒歩3分ですので、
春の桜、秋の紅葉と、季節を五感で感じなが
らお散歩を楽しむことができます。

住所：東京都西東京市新町6-11-16
TEL：0422-27-8465
FAX：0422-27-8475
指定事業所番号：1375401302

バスの場合：はなバス 西武線 田無駅より 第3ルート「鈴木街道」下車 徒歩3分
関東バス JR中央線 武蔵境駅より 4番「境12」向台町五丁目に乗り

「向台町五丁目」下車 徒歩3分
関東バス JR中央線 吉祥寺駅より 1番「吉73」向台町五丁目に乗り

「向台町五丁目」下車
関東バス JR中央線 武蔵小金井駅より 4番「鷹33」三鷹駅に乗り

「スポーツセンター入口」下車

駐車場 ：駐車場が1台分ございますので、事前にご連絡下さいませ。
満車の場合は、おとなりさん。小金井公園の北側、徒歩1分の
小金井公園東パーキングをご利用下さいませ。

Facebook   : 『おとなりさん。小金井公園 フェイスブック』で検索か、
右のQRコードを読みとってご覧いただけます。

【おとなりさん。小金井公園FacebookのQRコード】



デイサービス/東京都国分寺市
～お散歩＆日常デイ～ おとなりさん。けやき公園

～とき照らす想い～

ダークブラウンを基調にした調度品の数々。
軽快なジャズの名曲に、自然とリズムを刻んで
しまう。挽き立てのコーヒーの香りが漂う、
大人の寛ぎ空間。
晴れた日は、子どもたちと手を繋ぎ、
近くのけやき公園へ。繋いだ手と手が
世代を超え、時間と人を繋ぎます。

住所：東京都国分寺市東恋ヶ窪2-15-7
TEL：042-349-6740
FAX：042-349-6741
指定事業所番号：1373101557

電車の場合：JR中央線 国分寺駅より 徒歩10分
西武国分寺線 恋ヶ窪駅より 徒歩13分

駐車場 ：駐車場が1台分ございますので、事前にご連絡下さいませ。
満車の場合は、事業所から小金井方面に進み、線路を越した
右側のコインパーキングをご利用下さいませ。
※上記コインパーキングより、徒歩5分になります。

Facebook   : 『おとなりさん。けやき公園 フェイスブック』で検索か、
右のQRコードを読みとってご覧いただけます。

【おとなりさん。けやき公園FacebookのQRコード】



デイサービス/東京都小金井市
～お散歩＆日常デイ～ おとなりさん。ひこばえ

～光をはぐくむ～

古株から若芽が芽吹くように、眠りかけた力
が目を覚ます。「私が広げていくんだ」「私
が創り上げていくんだ」
そんなひとりひとりの想いが声になり、重な
り合って場に集い、描いていきたい、あなた
とともに。
大樹の記憶から生まれる、新たな未来を。

住所：東京都小金井市梶野町1-7-34
TEL：0422-38-5708
FAX：0422-38-5709
指定事業所番号：1394100182

電車の場合：ＪＲ中央線 東小金井駅より 徒歩10分

駐車場 ：大変申し訳ございません。お客様駐車場がございません。
近隣のコインパーキングをご利用下さいませ。

Facebook   : 『おとなりさん。ひこばえ フェイスブック』で検索か、
右のQRコードを読みとってご覧いただけます。

【おとなりさん。ひこばえFacebookのQRコード】



地域の方々と共に、地域の
ために。をモットーに
皆様と共に、地域のお役に
てるよう頑張ります！

介護福祉士

高校から大学までの７年間

重量挙げをしていました。

気は優しくて力持ちを

モットーに頑張ります。

おとなりさん。ファミリーのご紹介！！

ご利用者様に喜んで頂ける
ように、元気いっぱい
頑張ります！

◇石坂 庸◇

◇古田 さゆり◇

◇稲葉 達也◇

◆花園 亮◆

◆岩崎 智之◆

◇犬飼 優美◇ ◆山本 翔也◆

ご利用者様の笑顔が増える

そんな「おとなりさん」に。

今日も一日頑張ります！！

介護福祉士・認知症サポーターキャラバンメイト

介護福祉士・認知症サポーターキャラバンメイト

すべてはご利用者様の

満足の為に！

今日も思いやりを持って

対応致します。

介護福祉士

ご利用者の皆さまと一緒に

楽しい時間を過ごせるように

頑張ります！

介護福祉士

とびきりの笑顔でお出迎え

いたします！！

楽しさ溢れる時間をご一緒

しましょう♪

介護支援専門員・介護福祉士

趣味：愛犬との戯れ❤ 趣味：映画鑑賞・食事作り

趣味：お菓子作り・卓球

趣味：ピラティス

趣味：お風呂に入る事 趣味：バイクでツーリング

趣味：お散歩、路地裏歩き

◆村木 友理◆

介護支援専門員・介護福祉士

親子共々、皆様にたくさんの

ことを教えて頂きながら

成長していきたいです！

宜しくお願い致します♪

趣味：買い物

調理師

40年近く自営の飲食店で

腕を振るってきました。

皆さんの胃袋を掴みます！

◆櫻井 紀代子◆ 趣味：水泳・絵画・ピアノ

とびきりの笑顔でお出迎え

いたします！！

楽しさ溢れる時間をご一緒

しましょう♪

周りから優しそう！とよく言わ
れます！優しさをモットーに

笑顔を絶やさず安全運転で

頑張ります。

◇渡邊 勝昭◇ 趣味：風呂巡り・映画鑑賞



介護福祉士

介護福祉士

おとなりさん。ファミリーのご紹介！！

皆様と笑顔あふれる時間を
沢山過ごしていきたいです
！親子共々どうぞ宜しくお
願い致します。

◆芝﨑 百合華◆

ご利用者様の為に、精一杯
頑張っていきます。皆様と
楽しい時間を過ごしていき
たいです！

◇西谷 玲子◇

心はホット、頭はクール、
体はパワフル！を目指しま
す。ご利用者様にしなやか
に対応できるよう日々精進
致します。

◆右田 ふみ枝◆

介護福祉士

鍼灸師（機能訓練指導員）看護師（機能訓練指導員）

◇大勝 悦子◇

元気が1番!

笑顔100％!!

いつも心に太陽を!!!

15時のおやつはプロテイン。
週5でジムに通っています！
鍛えた身体でご利用者様を
安全にお守りします！

趣味：筋トレ・将棋

おとなりさん。が、

皆様の憩いの場に。そして

笑顔が増えますように！

趣味：大人遠足・ペーパークイニング

介護福祉士 栄養士

毎日ご利用者様の笑顔を見て

私も元気をもらっています。

ご利用者様の笑顔が増えるよ
う、日々頑張ります！

◆佐藤 大輔◆

趣味：ガーデニング 趣味：犬と遊ぶ・映画鑑賞

趣味：ダンス(ジャズ・サルサ)

趣味：海を見に行く

◇甲斐 一百◇

◆加藤 裕香◆

趣味：サイクリング・岩盤浴

ご利用者様と日々楽しい時
間を過ごして、元気いっぱ
い頑張ります！

趣味：映画鑑賞・サイクリング◇青栁 芳希◇

◇金澤 茂和◇

皆様に笑顔をお届けできるよ
う、一生懸命頑張ります。

よろしくお願いします！

趣味：サイクリング・写真撮影

◆大隅 有里紗◆

理学療法士

皆様と笑顔溢れる時間を過ご
しながら、自分自身も成長し
続けていきたいです！

よろしくお願い致します。

趣味：お散歩・温泉



介護福祉士

おとなりさん。ファミリーのご紹介！！

ご利用者様が元気に笑顔で
お過ごしできるよう、全力
投球で頑張ります！

◇佐川 靖明◇

◇伊藤 正裕◇

前職のサウンド作成技術を活
かして、音を利用したアクテ
ィビティーをご提供し、喜ん
でいただきたいです。

運転大好き！ドライブ大好
き！笑顔でご利用者様と
おとなりさん。をつなぎた
いです。安全運転で頑張り
ます！

◇加藤 典子◇ 趣味：お菓子作り・山登り

趣味：音楽鑑賞・読書

ご利用者様と楽しい時間を
過ごして、１日１歩前進し
ていきます！

趣味：ジョギング◇山本 幹雄◇

趣味：ハイキング・街歩き

初めての介護職ですが、
ご利用者様に喜んでいただ
けるように頑張ります！

◇渋谷 美代子◇ 趣味：映画鑑賞

介護の仕事は初めてですが、
ご利用者様の笑顔のため
がんばります！

趣味：絵を描く・映画鑑賞◆矢幡 優弥◆

人生の大先輩の皆さんと

共に穏やかな時間を笑顔で

過ごせることを楽しみにし
ています。

◆龍 勝人◆ 趣味：写真・自然街角散策

介護福祉士

いつも明るく！元気よく！
をモットーに。ご利用者様
と楽しくシワを増やして
いきたいです！

◆本木 陽子◆ 趣味：ドライブ・旅行

皆様が毎日を心地よくお過
ごし頂けるように、笑顔を
絶やさず頑張ります！

◆青木 玲子◆ 趣味：日本刺繍・カード作り

◆橋本 和之◆ 趣味：スポーツ観戦・映画鑑賞

元気に明るくをモットーに、
皆様に安心していただく
ことのでる運転で頑張ります。



介護福祉士

おとなりさん。ファミリーのご紹介！！

いつも笑顔で元気よく！
毎日を一緒に楽しみましょ
う！親子共々、よろしくお
願いします！

◇田中 朋美◇

◇馬渕 将成◇

多趣味なのが長所！

僕と一緒に元気に過ごして
いきましょう！

◆石川 悠◆

ご利用者様も、ご家族様も、
地域の方も、働くスタッフも。
誰もが「おとなりさん。」に来
て良かったと思えるように！

～個々に合わせた“日常”を提供する事業所～ をモットーに、

ご利用者様が“笑顔”に、ご家族様が“笑顔”に、

そして、私たちも“笑顔”になれるように、一所懸命頑張ります。

これからも、宜しくお願い致します。

介護支援専門員・介護福祉士・児童発達管理責任者

趣味：登山

趣味：自転車・ダンスなど

趣味：ホットヨガ

第二の人生を楽しく活き活
きと元気に過ごすために、

おとなりさん。の皆さんと

一緒にがんばります。

趣味：国内外旅行・散策・温泉◆佐野 幹生◆

人生の先輩に色々なことを
教えていただく気持ちで、
心を込めて、生活のお手伝
いをさせていただきます。

◆青木 紘子◆ 趣味：ギター演奏・作詞作曲

栄養士・防災士

趣味：食べ放題に行くこと◇小林 芽生◇

ご利用者様に楽しく
過ごしていただけるよう、
一生懸命頑張ります！

介護福祉士

「ありがとう」と心から伝
えられる毎日。明るい笑顔
のために真心をこめて頑張
ります。

趣味：手芸・工作・読書◆伊藤 美紀◆



夜間介護ご利用料金概算表 おとなりさん。

利用内容 1 泊 2 日 2 泊 3 日 7 泊 8 日 14 泊 15 日 30 泊 31 日

地域通所介護51

入浴介助加算

送迎減算

昼食（おやつ）費

介護職員処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

夜間介護

時間延長

洗濯

夕食・朝食

保険外通所介護

合　　計

地域通所介護52

入浴介助加算

送迎減算

昼食（おやつ）費

介護職員処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

夜間介護

時間延長

洗濯

夕食・朝食

保険外通所介護

合　　計

地域通所介護53

入浴介助加算

送迎減算

昼食（おやつ）費

介護職員処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

夜間介護

時間延長

洗濯

夕食・朝食

保険外通所介護

合　　計

地域通所介護54

入浴介助加算

送迎減算

昼食（おやつ）費

介護職員処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

夜間介護

時間延長

洗濯

夕食・朝食

保険外通所介護

合　　計

地域通所介護55

入浴介助加算

送迎減算

昼食（おやつ）費

介護職員処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

夜間介護

時間延長

洗濯

夕食・朝食

保険外通所介護

合　　計

※初日は朝から利用され、最終日は夕方お送りするというケースの概算料金表です。実際は多少過不足が発生致します。

※入浴、洗濯は２日に一度の頻度で試算しています。　　※介護保険外の通所介護料金は、要介護１～5　￥2,500/日です。

※おむつ代および通院が必要な場合の通院費用・医療費は別途必要です.

※限度単位を超える分は保険外通所介護料金として加算されています。　※保険単位については、 「3級地」 計算となります。

¥9,041 ¥15,911 ¥49,491 ¥96,812 ¥206,846

¥950 ¥1,900 ¥6,650 ¥13,300 ¥28,500

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥5,000

¥1,100 ¥2,200 ¥7,700 ¥15,400 ¥33,000

¥200 ¥400 ¥800 ¥1,600 ¥3,200

¥27 ¥40 ¥105 ¥197 ¥378

¥2,500 ¥5,000 ¥17,500 ¥35,000 ¥75,000

¥1,400 ¥2,100 ¥5,600 ¥10,500 ¥21,700

¥160 ¥238 ¥620 ¥1,160 ¥2,232

¥854

¥-100 ¥-201 ¥-702 ¥-1,404 ¥-2,909

要
介
護
５

¥2,751 ¥4,127 ¥11,004 ¥20,633 ¥39,890

¥53 ¥107 ¥214 ¥427

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥7,500

¥8,726 ¥15,439 ¥48,231 ¥94,450 ¥203,574

¥200 ¥400 ¥800 ¥1,600 ¥3,200

¥950 ¥1,900 ¥6,650 ¥13,300 ¥28,500

¥2,500 ¥5,000 ¥17,500 ¥35,000 ¥75,000

¥1,100 ¥2,200 ¥7,700 ¥15,400 ¥33,000

¥142 ¥212 ¥551 ¥1,029 ¥1,914

¥24 ¥36 ¥93 ¥174 ¥324

¥-100 ¥-201 ¥-702 ¥-1,404 ¥-2,808

¥1,400 ¥2,100 ¥5,600 ¥10,500 ¥21,700

¥34,390

¥53 ¥107 ¥214 ¥427 ¥854

¥8,411 ¥14,966 ¥46,971 ¥92,086 ¥199,162

要
介
護
４

¥2,456 ¥3,685 ¥9,826 ¥18,423

¥950 ¥1,900 ¥6,650 ¥13,300 ¥28,500

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥7,500

¥1,100 ¥2,200 ¥7,700 ¥15,400 ¥33,000

¥200 ¥400 ¥800 ¥1,600 ¥3,200

¥21 ¥31 ¥82 ¥152 ¥283

¥2,500 ¥5,000 ¥17,500 ¥35,000 ¥75,000

¥1,400 ¥2,100 ¥5,600 ¥10,500 ¥21,700

¥125 ¥186 ¥481 ¥899 ¥1,670

¥854

¥-100 ¥-201 ¥-702 ¥-1,404 ¥-2,808

要
介
護
３

¥2,162 ¥3,242 ¥8,646 ¥16,212 ¥30,262

¥53 ¥107 ¥214 ¥427

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥17,500

¥8,093 ¥14,490 ¥45,701 ¥89,705 ¥201,159

¥200 ¥400 ¥800 ¥1,600 ¥3,200

¥950 ¥1,900 ¥6,650 ¥13,300 ¥28,500

¥2,500 ¥5,000 ¥17,500 ¥35,000 ¥75,000

¥1,100 ¥2,200 ¥7,700 ¥15,400 ¥33,000

¥107 ¥159 ¥411 ¥767 ¥1,229

¥18 ¥27 ¥70 ¥130 ¥208

¥-100 ¥-201 ¥-702 ¥-1,404 ¥-2,407

¥1,400 ¥2,100 ¥5,600 ¥10,500 ¥21,700

¥22,375

¥53 ¥107 ¥214 ¥427 ¥854

¥7,787 ¥14,031 ¥44,477 ¥87,410 ¥197,488

要
介
護
２

¥1,865 ¥2,797 ¥7,458 ¥13,985

¥950 ¥1,900 ¥6,650 ¥13,300 ¥28,500

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥17,500

¥1,100 ¥2,200 ¥7,700 ¥15,400 ¥33,000

¥200 ¥400 ¥800 ¥1,600 ¥3,200

¥15 ¥23 ¥58 ¥109 ¥174

¥2,500 ¥5,000 ¥17,500 ¥35,000 ¥75,000

¥1,400 ¥2,100 ¥5,600 ¥10,500 ¥21,700

¥90 ¥134 ¥344 ¥641 ¥1,026

¥427 ¥854

¥-100 ¥-201 ¥-702 ¥-1,404 ¥-2,407

利用事業所に宿泊

要
介
護
１

¥1,578 ¥2,368 ¥6,314 ¥11,838 ¥18,941

¥53 ¥107 ¥214



ご利用ご相談票

お気軽にお問合せください！ 全力でサポートさせていただきます！

令和 年 月 日

★ご希望のサービスにチェックしてください（複数可）

□通常の介護保険デイサービス ９:００～１６:３０ （延長加算～１９:３０）

□介護保険外のデイの利用（利用条件有） ９:００～１６:３０ （１日 ２，５００円）

□保険外の早朝及び延長利用（送迎はご相談） ①７:００～８:００ ②１７:００～１８:００

③１８:００～１９:３０ （各時間５５０円）

□一時的・定期的な「デイ＋夜間介護」 １晩２，５００円（+夕朝食費９５０円+時間延長費１，１００円）

□まとまった「デイ＋夜間介護」 １ヶ月 全額で２０万円前後

★デイご利用ペース

（ 毎日 ・ １週間で 日くらい ・ １ヶ月間で 日くらい）

★夜間介護ご利用ペース

（デイの日は毎回 ・ １週間で 日位 ・ １ヶ月間で 日位）

★ご利用決定予定日 令和 年 月 日

★ご契約希望日 令和 年 月 日

★ご利用開始希望日 令和 年 月 日頃

★ご利用者様について

○お名前 ○連絡先 ○性別 男 ・ 女

○生年月日 明治・大正・昭和 年 月 日 （ 歳）

○要介護度 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ 申請中

○認知症 なし ・ 軽度 ・ 重度 （行動障がい等 ）

○身体状況

○特記事項

★在宅状況

○住所

○形態 アパート・マンション・戸建て

○世帯 子供と同居 ・ 夫婦のみ ・ 独居（子供は近隣に居住 ・ 子供は遠隔地に居住）

○公費利用 あり ・ なし ○主な介護者

★ご質問事項

★担当ケアマネジャー様

○氏名 ○携帯 ○事業所名 。

○電話 ○その他 。

【お問い合わせ】

利用相談票を下記までＦＡＸを頂ければ幸いです。担当より折り返しご連絡をさせて頂きます。

おとなりさん。小金井公園
〒２０２－００２３
東京都西東京市新町６－１１－１６
電話 ：０４２２－２７－８４６５
FAX : ０４２２－２７－８４７５

おとなりさん。けやき公園
〒１８５－００１４
東京都国分寺市東恋ヶ窪２－１５－７
電話 ：０４２－３４９－６７４０
FAX : ０４２－３４９－６７４１

おとなりさん。ひこばえ
〒１８４－０００２
東京都小金井市梶野町１－７－３４
電話 ：０４２２－３８－５７０８
FAX : ０４２２－３８－５７０９


