
介護保険外通所サービス一覧　　(三次市内の事業所)

利用回数
(１月あたり）

その他 お問い合わせ担当者

月２回

家族付き添い
で来られる方

（利用回数要相談）

デイサービスの利
用定員に支障が
ない可能な日

デイサービスセンターさくら

　垣内

月２回

整体師による整
体、理学療法士に
よるリハビリは受
けられません。

デイサービスセンター
十日市慈照園

須田
山田
雨田

月１回

デイサービスの利
用定員に支障が
ない場合に限り提
供可。

デイサービスセンター
水明園

揚口
上原

要相談

月１回

[利用料金]
　2,000円、食費600円

午前、午後の半
日コースもありま
す。
※午後利用の場
合は昼食はありま
せん。
※半日コースも基
本料金2,000円は
変わりません。

デイセンターいこい

二岡
熊谷
寺坂

デイサービス楽居

坂田

　要支援・要介護認定
非該当の方、要支援1
で週2回利用したい方
等

デイセンターいこい

(畠敷町１５３９番地１)

デイサービスセンター 水明園
（ほっとサロン）

(南畑敷町４４１番地)

旧三次市

三次市内
デイサービス 楽居

（南畑敷町４８８番地３）
(0824) 65-2540

 9：00 　迎え
 9：30 　健康チェック・水分補給
10：30 　入浴・リハビリ・個別機能訓練
11：40 　昼食・自由時間
14：00 　健康体操・レクリエーション
15：00 　お茶・おやつ
15：50 　 送り

(0824) 65-0606

 9：15    来所・健康チェック
 9：45    入浴、リハビリ等
11：40   昼食
13：45   入浴、リハビリ等
15：45　おやつ
16：20   送り

三次市内

　65歳以上で要支援・
要介護認定非該当の
方。

利用料金(１回あたり)

[利用料金]
　2,000円（昼食代金別）

[利用料金]
　1,000円、食費640円

[別途料金]
　・入浴料500円
　・1時間の延長サービス　30分500円
　※前日までに申し込み必要

[利用料金]
　1,000円、食費560円

[利用料金]
　1,500円（昼食代含）

デイサービスセンター さくら

(三次町１８８０番地１)

　要支援・要介護認定
非該当の方。
　要支援1の方で週2回
利用したい方。

デイサービスセンター
十日市慈照園

(十日市南四丁目５番５号)

(0824) 62-5566

 9：15 　来所・健康チェック（体温・血圧・脈拍）
 9：30 　入浴　男性から順次入浴
10：00　 マシン運動・物療・体操
11：50 　口腔体操
12：00 　昼食
14：00 　機能訓練・マシン運動・物療・脳活
15：40 　おやつ
16：20 　送り

(0824) 62-2841

 8：30 　送迎（迎え）
 9：00 　健康チェック
 9：30 　入浴（一般浴と特別浴）　リハビリ
            アクティビティ活動　カラオケ等
11：50 　昼食
13：30 　アクティビティ活動、リハビリ、
　　　　 　入浴（特別浴）
14：50 　ティータイム
15：30 　送迎（送り）

　おおむね65歳以上で
①要支援・要介護認定
非該当の方。
②三次市介護予防事
業において非該当の
方。
③デイサービス利用さ
れている家族が付き添
いで来られる方。

対象者 施設名(住所) 電話番号 １日のスケジュール

(0824) 62-2323

 8：30   　お迎え（送迎）
 9：30   　サービス開始・健康チェック
 9：45 　 入浴・趣味・余暇活動
12：00 　昼食・お口のケア（歯磨き・うがい）
12：45 　休憩・お昼寝
14：30 　健康体操・脳トレーニング・リクリエーション
15：30 　おやつ
16：00 　歌・本の読み語り・レクリエーション
16：30 　サービス終了（送迎）

要相談

送迎対応エリア

旧三次市

　要介護等認定の申請
をされ、非該当の方で
閉じこもり傾向にあり三
次市内居住の65歳以
上独居の方。

地域包括支援センターみよし作成 R3.12.1 現在



介護保険外通所サービス一覧　　(三次市内の事業所)

利用回数
(１月あたり）

その他 お問い合わせ担当者

要相談

月２回

月２回

[利用料金]
　１日あたり　2,500円（1,500円）
　　短時間利用　一時間あたり500円（300円）、
　　食費　600円
　
※利用時間についても柔軟に対応します。
    (  )内金額は、みいちゃん家にてサービスを
　　受けている方

[別途料金]
　入浴料300円
　おむつ代（1枚あたり）
　　紙パンツ150円　　 紙おむつ100円
　　パット男性用30円　パット女性用40円

遠方に住んでいる
ご家族からのご依
頼も可能です。

デイサービスセンター
みいちゃん家

國原
重廣

　介護認定を受けてい
ない方、1ヶ月の利用限
度額・利用回数を超え
る方もご利用いただけ
ます。
　身体障害者の方もご
利用いただけますの
で、お気軽にご相談く
ださい。

デイサービスセンター
みいちゃん家

(江田川之内町６４４番地１０)

(0824) 66-1049

     　　  送迎
 9：00 　サービス提供開始・健康チェック・お茶
 9：30 　レクリエーション（作業療法）・くつろぎ
　　　　　の時間
10：00　 入浴・整容
12：00 　昼食
　　　　　（昼食後はゆっくり過ごしていただきます）
13：30 　介護予防体操等
　　　　　（イスに座ったまま無理なくできます）
   　　    レクリエーション（作業療法）・くつろぎ
　　　　　の時間
15：00 　おやつ
15：30 　くつろぎの時間
16：15 　サービス提供終了　送迎
　
     ※一日のスケジュールは一般的な例です。
　　　　皆様のニーズに合わせてご自分のペース
　　　  で過ごしていただいています。

三次市

利用者の居宅が、
通常の実施地域
以外の場合、実
施地域を超えた
地点から、1キロ
メートルあたり

40円いただきます。

介護認定が必要
と思われる場合に
は、認定申請をお
勧めします。

[利用料金]
　1,000円、食費576円

[別途料金]
　入浴料150円

[利用料金]
　2,000円　（食費・入浴料含）

対象者 施設名(住所) 電話番号 １日のスケジュール 送迎対応エリア 利用料金(１回あたり)

　甲奴町在住の介護保
険対象外の高齢者

デイサービスセンター
美山荘

田邊

　　　　三次市
  （布野町、作木町、
 君田町、三和町、
   甲奴町を除く）

甲奴町内
デイサービスセンター美山荘

(甲奴町本郷１６７４番地)
(0847) 67-2188

 　　　   　送迎
  　　　　　バイタルチェック
 　　　　 　入浴（自由）
   　      　昼食
  　　 　 　体操・アクティビティサービス
　　　    　水分補給
  　　　　  送迎

　65歳以上の介護保険
を申請されていない一
般高齢者の方

こじか荘通所介護事業所

(吉舎町敷地１００６８番地５)
(0824) 43-3117

 9：30   　　 到着
 9：40   　　 朝の水分補給 ・健康チェック
10：00 頃 　入浴（要相談）・個別機能訓練
   　      　 　 水分補給
11：40 　  　昼食
12：30   　　口腔ケア・休息
13：30 　 　 体操・脳トレ・レクリエーション
　　　　   　　運動・個別機能訓練
15：00   　　ティータイム
15：40   　　送り

こじか荘通所介護事業所

中岡

地域包括支援センターみよし作成 R3.12.1 現在


