
デイサービスセンター

久留米

事業所理念 『「和」の特性を活かしたやすらぎを』

ゆったりとした時間の流れとともに
「和」やかにお過ごしいただきますよう

真心をこめておもてなしいたします

「ユニットケア方式デイサービス」
あいの里では従来のサービスで発生する様々な問題に着眼し、議論を重ねた結果、ご利用
者様の目的に応じて３つの部屋に分かれてご利用していただくユニットケア方式を導入し
ています。

「目的に合ったサービス提供」
３つの部屋をそれぞれ “自立支援型” “認知症対応型” “従来型” と、ご利用の目的に合
わせて細分化し、目的達成に向けて支援いたします。

“自立支援型”
在宅における生活をより長く継続するために、個別機能訓練を活用し、身体機能の維持・
向上を目指し、日常生活で欠かせない作業ができるよう支援します。
（例）炊事、洗濯、掃除、買い物、畑作業等

“認知症対応型”
専門知識を有するスタッフが帰宅願望・徘徊・介護拒否等に対し、疾患別に対応します。
また、あいの里スタッフから主治医、ケアマネージャーに対し積極的にアプローチし、医
療・介護の両面からのケアを実施します。

“従来型”
様々なレクリエーション等を活用し、要介護状態の軽減または悪化の防止に資すると共に、
適切な介護技術をもってサービスの提供を行い、ご利用者様の社会的孤立感の解消及び心
身の機能の維持並びにご利用者様の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。

◆お問い合わせ◆
住所 ： 久留米市山川安居野3-3-18
電話 ： 0942-41-0123
E-mail ： d-aino@houseien.net



施設案内

表示事項

協力医療機関

施設名称 ： デイサービスセンター久留米あいの里

施設種類 ： デイサービスセンター

開設年月日 ： 平成16年６月１５日

介護保険の種類 ： 指定通所介護事業所
指定介護予防通所介護事業所

事業者番号 ： 4071601985

運営・管理 ： 社会福祉法人 三井福祉会
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施設情報

施設名称

施設所在地・連絡先

〒839-0812
福岡県久留米市山川安居野3-3-18
tel ：0942-41-0123
fax：0942-41-0124

管理者

所長 大石　徹

営業日・サービス提供時間（所要時間）

実施加算

地域区分

その他

1日定員

デイサービスセンター久留米あいの里

月曜日～日曜日
休日は年末年始（12/31～1/2）
9：４0～17：00（７時間以上９時間未満）
（時間延長サービス体制 7：45～18：15）
※短時間ご利用も相談に応じます 9：40～15：30（５時間以上７時間未満）

（介護）
●入浴介助加算（選択）
●個別機能訓練加算Ⅰ（選択）
●個別機能訓練加算Ⅱ（選択）
●延長サービス加算（選択）
●サービス提供体制強化加算Ⅰイ（必須）
●介護職員処遇改善加算Ⅰ（必須）

（予防）
●運動器機能向上加算（選択）
●生活機能向上グループ活動加算（選択）
●サービス提供体制強化加算Ⅰイ（必須）
●介護職員処遇改善加算Ⅰ（必須）

30名（生きがいデイサービス・要支援者・要介護者の合計人数）



施設情報

送迎実施区域

お問い合わせや見学

個人情報保護に関する方針

久留米市・小郡市・三井郡
ただし、遠距離の場合は利用者の状態および送迎の都合上、お断りする場合もございます。

お問い合わせや見学に関しましては、営業時間内であればいつでも可能です。
また、あいの里の事業計画・財務内容・あいの里をご利用いただいているご本人様への
サービス提供記録の閲覧も可能です。
担当：高田・豊福までご連絡ください。
連絡先：0942-41-0123

１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託
①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利
用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。

②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。

③法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と
厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、
かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。

２．個人情報の安全性確保の措置
①法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に
関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。

②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正の
ため、法入内において規則類を整備し、安全対策に努めます。

３．個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応
法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三
者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される
場合には、個人情報相談窓口（電話0942-41-0123）までお問い合わせください。

４．苦情の対応
法人は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。



サービス内容

学習療法

学習療法とは…

デイサービスセンター久留米あいの里の考え方

デイサービスセンター久留米あいの里の最大の特色は、従来のサービスで発生する様々な
問題に着眼し、議論を重ねた結果、ご利用者様の目的に応じて３つの部屋に分かれてご利用
していただくユニットケア方式を導入していることです。あいの里ではこの３つの部屋をそ
れぞれ “自立支援型” “認知症対応型” “従来型” と、ご利用の目的に合わせて細分化し、
目的達成に向けて支援いたします。

“自立支援型”では、ご利用者様が生活不活発病から脱却し、在宅における生活をより長く
継続するために、個別機能訓練を活用し、身体機能の維持・向上を目指し、日常生活で欠か
せない作業ができるよう支援します。また、これらを実施するために必要なご利用者様の意
識改革のために毎日「ミニ講義」を実施しています。

“認知症対応型”では、専門知識を有するスタッフが帰宅願望・徘徊・介護拒否等に対し、
疾患別に対応します。また、あいの里スタッフから主治医、ケアマネージャーに対し積極的
にアプローチし、医療・介護の両面からのケアを実施します。

“従来型”では、様々なレクリエーション等を活用し、要介護状態の軽減または悪化の防止
に資すると共に、適切な介護技術をもってサービスの提供を行い、ご利用者様の社会的孤立
感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者様の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図
ります。

デイサービスセンター久留米あいの里では、認知症予防及び進行防止を目的として希望者
を対象に学習療法を導入しています。

●帰宅願望が少なくなってきた
●夜間の徘徊が少なくなった
●夜間、よく眠れるようになった
●おしゃれをするようになった
●他人への思いやりや気配りが見られるようになった
●昨日したことを覚えていられるようになった
●尿意を伝えられるようになりオムツが取れた

学習療法による認知症高齢者の変化の例

●笑顔が出てきた
●表情が穏やかになってきた
●自分から話をするようになった
●自分の意思を伝えるようになった
●積極性が出てきた
●被害妄想が少なくなった
●ヨダレがなくなってきた

東北大学の川島隆太教授を中心とする産・学・官の共同研究チームによって研究・開発された、
科学的に効果が証明されたものとしては唯一の認知症の非薬物療法です。音読と計算を中心とす
る教材を用いた学習を、学習者と支援者がコミュニケーションを取りながら行うことで、学習者
の認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの前頭前野機能の維持・改善をはかる
ものです。
当デイサービスセンターではこの学習療法を取り入れ、認知症の予防・改善に努めています。



サービス内容

レクリエーション

個別機能訓練（リハビリテーション）

入浴

様々な障害により一人では入浴が難しい人に対しては入浴介助を行います。入浴には、心身の
緊張をほぐし、人を安らかな気持ちにさせたり、特に入眠前の入浴は、安眠を導きやすい等の
効果がありますが、体に負担がかかることから、入浴前には血圧や体温を確認し、通常に比べ
て高いようであれば入浴する人の希望があっても見合わせることがあります。

あいの里では様々なレクリエーションを通して、自立支援に向けて、身体機能や社会性などを
維持・向上するために、個々人にあわせた身体活動や創作活動を提供していきます。

●各種手芸
●折り紙・貼り絵
●創作活動

●書道教室
●カラオケ
●体操（ケアビクス）

●ナンプレ
●陶芸教室
●その他

病気、加齢などで心身機能が低下した人に、健康の維持と増進を図り、日常生活の自立を助け、
生きがいのある生活や仲間づくりにより閉じこもりを防止することを目的に訓練を行っていま
す。個別機能訓練加算Ⅰはご利用者様の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利
用者が選択した項目ごとにグループに分かれてステップ運動等を行います。個別機能訓練加算
Ⅱ及び運動器機能向上加算は活動機能訓練専門スタッフ１名とご利用者様１名の１対１で行う
ことで、正しい体の使い方、正しい運動の指導、用具の指導、ご自宅で出来る運動の指導を行
います。



サービス内容

送迎

送迎専用車両にてご自宅の玄関からあいの里までを送迎いたします。乗降時は転倒しないよう
スタッフが付き添います。

外出行事

あいの里では、毎月1回の外出行事を実施しています。これまでには、高塚地蔵尊参拝、七木
地蔵尊参拝、買い物、花見、大刀洗平和記念館見学などを実施してきました。これ以外にも施
設建物の外での活動も重要視しています。

動物とのふれあい

あいの里には、常にあいちゃん（セラピー犬・メス）がいます。動物好きの方は触れ合うこと
で、楽しくあいの里での1日を過ごしていらっしゃいます。

生きがいデイサービス（介護保険非該当者）

あいの里では要支援・要介護認定で非該当と認定された方もデイサービスを利用すること
ができます。生きがいデイサービスでは、自宅においてできる限り自立した生活を送れる
ように支援することにより、要支援や要介護状態の予防やその重度化の予防と改善を図り
ます。

食事

デイサービスに通う楽しみの一つは、毎日の食事です。あいの里では、調理担当者が一から手
作りをしています。自宅でいただく食事と同じような家庭の味を提供します。



利用料金について
利用料金

上記金額以外に徴収する費用

１日体験にかかる費用について

基本
料金

食事 入浴
機能
訓練
（Ⅰ）

機能
訓練
（Ⅱ）

サービス提供
体制強化加
算（Ⅰ）イ

合計

要介護１ 656 500 50 46 56 18 1,314 

要介護２ 775 500 50 46 56 18 1,433 

要介護３ 898 500 50 46 56 18 1,556 

要介護４ 1,021 500 50 46 56 18 1,679 

要介護５ 1,144 500 50 46 56 18 1,802 

（円）

要介護１～５
1日あたりの費用 ９：４０～１７：００（７時間以上９時間未満の場合）

基本
料金

食事
運動器機能
向上加算

サービス提供
体制強化加
算（Ⅰ）イ

合計

要支援１ 1,647 500 225 72 2,444

要支援２ 3,377 500 225 144 4,246 

要支援１～２
1か月あたりの費用

（円）

（介護職員処遇改善加算）
・算定した単位数の１０００分の４０に相当する単位数を所定単位数に加算します。

紙パンツ代（Ｍサイズ1枚100円・Ｌサイズ1枚111円） 紙パッド代（1枚17円）
くもん学習療法教材費（2,160円/月）
各種レクレーションや手芸の材料代・外出行事にかかる食事代等。

１日体験は「送迎・食事・入浴・運動機能評価・レクリエーション」のサービス内容を実
施します。
料金は無料となっています。

生きがいデイサービス（介護保険非該当者）にかかる費用について

1日あたり1,500円

（介護サービス利用料の自己負担割合が２割のかた）
・上記利用料金表のうち食事代以外の料金が２倍になります。


