
～ 広げよう、たすけあいの心、地域の輪 ～

特定非営利活動法人サンキューネット

デイサービスセンター
介護保険・介護予防
365日ノンストップ営業

＆宿泊サービス
炭酸風呂・ヘルストロン
マッサージ

〒584-0079

富田林市五軒家1-4-11

電話：072-365-2359
FAX：072-368-3050

送迎地域
富田林市、

大阪狭山市、
南河内郡太子町・
河南町・千早赤阪村、
河内長野市
堺市東区・美原区

ヘルパーステーション
喀痰吸引・経管栄養対応

ﾍﾙﾊﾟｰがお宅に訪問して

介護等を行います

介護保険・介護予防

居宅介護・同行援護
重度訪問介護
移動支援（ガイド）
たすけあい訪問

ケアプランセンター
ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成・相談支援
等を行います
(介護保険・障がい者)

生活支援センター
高齢者見守り訪問

軽度生活支援

（富田林市受託事業）

介護職員初任者研修
(ヘルパー養成研修)

ありがとうの輪活動

(相互扶助ﾎﾞﾗﾝﾃｨア)

一般相談

さわやか元気クラブ

〒584-0078

富田林市加太1-16-24  

電話：072-365-2352

FAX：072-365-2362

介護サービスを使いたい
介護の申請をしたい
介護で悩んでいる
制度に関係なく使えるサービスは？
自分ができることで何か役に立つことはないかしら？

どこに相談したらいいの?

そんな時には、お声がけください

電話：072-365-2352
相談は無料です



サンキューネット・デイサービスセンター
《介護保険事業》 通所介護・介護予防通所介護 （通常規模・定員30名）

《 介護保険事業者番号2774900639 》

♡ 介護を必要とする高齢者や、介護予防に取り組みたい高齢者の
方々の為のデイサービスセンターです。

♡ 入浴・食事・機能訓練・レクリエーション活動・送迎サービス
を提供し、心身状態の維持・機能の向上、そして日常生活の充実
を目的にしています。

♡ デイサービスを利用することでご家族にも安心して頂きます。
介護保険が利用できる施設です。

要介護者用デイサービス料金表（1日当たり）

利用時間が3時間～5時間

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

403単位 460単位 518単位 575単位 633単位 ← 早く帰りたい方向け

414 円 473 円 532 円 591 円 650 円

利用時間が5時間～7時間

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

606単位 713単位 820単位 927単位 1034単位 ← デイサービスを手軽に

623 円 733 円 843 円 952 円 1,062 円 満喫したい方向け

利用時間が7時間～9時間

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

695単位 817単位 944単位 1071単位 1197
単
位 ← ゆっくりしたい方

714 円 839 円 970 円 1,100 円 1,230 円 長時間の介護が必要な方向け

その他の費用

入浴加算 個別機能訓練加算Ⅰ 延長1時間 延長2時間

50単位 42 単位 50 単位 100単位

52 円 44 円 52 円 103 円

要支援者用デイサービス料金表（1月当たり）

要支援1 要支援2 運動器機能向上加算

2115単位 4236単位 225単位

2,173 円 4,351 円 231 円

介護予防通所介護

食事料金

昼食 夕食 朝食

４４０円 ４４０円 ３３０円

お食事のお持ち帰りもできます

特別食(ご希望の方のみ)

ヘルシー食 腎臓病食

(糖尿病・脂質異常症・
高血圧・痛風・メタボ)

(腎臓病・糖尿病性腎
症・透析)

６２０円 ６５０円

※上記の利用料の他、月額介護保険利用料に対して処遇改善加算Ⅰ(+1.9%)が適用されます。

体験利用・見学ができます。
事前にお電話でご予約下さい。 電話番号 072-365-2359



ご契約や体験利用の際に、
迎え便・送り便のお時間を
ご相談ください。

利便性向上の為の取り組み ～住み慣れた所でいつまでも暮らし続けるために～

サンキューネットは、在宅介護を限界まで支えたいという思いから様々なサービスを生み出しました。

利用時間も
30分刻みで指定できます

制度外サービスと組み合わせて
年中無休&宿泊&簡単追加利用

365日ノンストップ営業8：00～19：00に加えて宿泊も提
供していますので冠婚葬祭や、介護者の急病など緊
急事態や、ご家族のレジャーなどにも対応できます。
またデイサービス利用時間/日の変更、追加は当日
朝でも間に合うように、スタンバイしています。

保険外サービス

基本料金
入浴

延長１時間

４時間 につき

2,500円 360円 600円

便利オプションサービス

理美容 洗濯

サービス サービス

1,500円～ 500円

通常のデイサービス費用

+ 1,000円 (夕食・朝食・洗濯サービス代込み)

宿泊サービス

「大浴場」
６ｔの大湯量が人気の一般浴場です。
時間帯により、炭酸風呂になります。
手すり等も装備しており、杖歩行等の方も
安全に入浴を楽しめます。

「リフト・個浴」
リフトに移乗して、入浴して頂く設
備です。車椅子利用者の方も、安
全に入浴できます。

「送迎車」
ご利用者の皆様のご希望時間に沿
った送迎が出来るよう、軽自動車8
台(福祉車両5台)で1日約20便走っ
ています。

弁当の
持ち帰り
できます。

「ヘルストロン」
頭痛・肩こり・慢性便秘・不眠・関節痛・冷

え性などに効果があるそうです

｢リハビリ・マッサージ｣
月曜日から金曜日、希望によ

り柔道整復師が行います。



サンキューネット・ヘルパーステーション
ヘルパーがお宅に訪問して介護等を行います。
介護保険や障がい福祉などの制度で行う
ホームヘルプサービスの他に、
“困った時はお互いさま”の精神で、
年齢や制度に関係なく使える
“たすけあい訪問サービス” などを行っています。
ご家庭をトータルにサポートします。

《介護保険事業》 訪問介護・介護予防訪問介護 （喀痰吸引等登録事業者）

♡ 要介護認定・要支援認定で、要介護1から5、要支援1・2と認定された方
がご利用できます。

♡ 有資格者多数いますので、軽度の方から寝たきりの方、喀痰吸引や
経管栄養の方、糖尿病食・腎臓病食の方も安心してご利用下さい。

♡ 制度だけでは充足できないところは、たすけあい訪問サービスと併せて
ご利用頂けます。

♡ また、認定審査で自立と認定された方もご安心下さい。
引き続き、たすけあい訪問でサービスをご利用頂けます。

要介護１～５の方
身体介護 生活援助 身体介護に引続き生活援助

身体1 (255単位)

266円／回
生活1

73円／回（30分未満） (70単位)

身体2(404単位)

421円／回
生活2(191単位)

199円／回
生活2

146円／回（1時間未満） （45分未満） (140単位)

身体3(587単位)

612円／回
生活3(236単位)

246円／回
生活3

219円／回（1時間30分未満） （45分以上） (210単位)

1時間をこえて30分を

87円／回増す毎に83単位

介護予防訪問介護

単位数 要支援1の方 要支援2の方

週1回程度の利用 1226単位 1,278円／月 1,278円／月

週2回程度の利用 2452単位 2,555円／月 2,555円／月

週３回程度の利用 3889単位 4,053円／月

訪問介護・介護予防訪問介護 その他加算料金
初回訪問加算

(共通)
新規に介護計画を作成し、サービス提供責任者が初月度内にサービス時に訪
問した場合、200単位加算されます。

緊急時訪問介護加算
(訪問介護のみ)

利用者や家族の要請を受け、ケアマネジャーが必要と認めた時に、「ケアプラ
ン」に無い訪問介護(身体介護)を行った場合、100単位加算されます。

生活機能向上連携加算
(共通)

訪問リハビリ実施時にサービス提供責任者がお宅を訪問し、共同で介護計画
を作成した場合、100単位加算されます。

介護職員処遇改善加算Ⅰ
(共通)

国が定めた基準を、サービス提供事業所が、すべて満たしている場合
月額利用料×４％が加算されます。

《 介護保険事業者番号2774901231 》

喀痰吸引
経管栄養
対応



《障がい》 居宅介護・重度訪問介護・同行援護（喀痰吸引等登録事業者)

《 障がい福祉サービス事業者番号2714900053 》

♡ 障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方がご利用できます。
♡ 有資格者多数いますので、軽度の方から寝たきりの方、喀痰吸引や
経管栄養の方、糖尿病食・腎臓病食の方も安心してご利用下さい。

♡ 制度だけでは充足できないところは、たすけあい訪問サービスと併せて
ご利用頂けます。

♡ サンキューネットではケアプランセンター(障がい者(障がい児)計画相談
支援・介護保険居宅介護支援)も併設していますので、サービス利用を
トータルにサポートできます。

ガイドヘルプサービス 身体・知的・精神・障がい者(児)移動支援

♡ 受給者証をお持ちの方がご利用できます。
♡ 映画に出かけたり、ウインドウショッピングを楽しんだり、行楽地に出かけたり

♡ ガイドヘルパーと一緒に出かけましょう。

１ヶ月あたりのご利用負担額は、サービスの利用量や所得によって異なります。
詳しくは受給者証をご覧下さい。未申請の方はお問い合わせ下さい。

制度に関係なく使えるサービス(たすけあい訪問)

♡ 日常生活の中で、ちょっとした助けが必要な時に
“困った時はお互いさま” の精神のもと、
たすけあい訪問サービスを訪問介護員等が提供します。

♡ 年齢や制度に関係なく使えるので、安心です。

生活援助 □買物 □調理 □洗濯 □室内外の掃除 □窓拭き
□つくろい物 □季節の衣替え □その他

介 護 □食事介助 □排泄介助 □清拭 □体位変換
□在宅の方の見守り □病室での見守り
□散歩・外出などの付き添い介助 □通院の付き添い介助
□入退院の付き添い □その他

その他 □お年寄りや障がい者の話し相手 □留守の間の水やり
□安否確認訪問 □産前・産後のお手伝い □その他

利用料
平日の 土日祝 および

午前9時から午後5時まで 平日のその他の時間

1時間当り 1,600円 2,000円

追加利
用

15分追加 400円 15分追加 500円

30分追加 800円 30分追加 1,000円

サンキューネットのヘルパーは、より良い介護を目指して、医療的ケア研

修、難病患者等ヘルパー研修・精神ホームヘルパー研修・ガイドヘル

パー研修・介護職員実務者研修などの研修に積極的に取組んでいます。



サンキューネット・ケアプランセンター

営業日時 月～金 9:00～16:45

土日祝・年末年始は休み

事業者番号
介護保険居宅介護支援 2774901074
障がい者計画相談支援 2734900067
障がい児計画相談支援 2774900068

 

介護疲れで悩んで

います 

同居していても、日

中は独りきりになるの

で心配・・・ 

障害のある我が子を介護

している母も介護が必要

になってきました。どこに

相談したら両方をみてくれ

るのかしら？ 

 

介護保険や障がい福祉の 

サービスを使いたいけど、  

どうしたらいいの? 

自立と認定されたけど、

やっぱりヘルパーさんに

来て欲しいのですが・・・ 

介護保険や障がい福

祉のこと、もっと知り

たいのですが・・・ 

 

サンキューネットの安心サポート

ケアプランセンター代表電話

サンキューネットでは、住み慣れた家で、いつまでも安心して暮らしていただけるよう、介
護なんでも相談(無料)をはじめ、各種手続きのお手伝い(申請代行など)、介護を必要とさ

れる方の介護サービスプラン(ケアプラン)のご提案・作成から、サービスの手配まで、トー
タルにサポートさせて頂きます。

又、介護サービスご利用中も、サービスがスムーズに行えるよう、ご本人・ご家族様をは
じめ、主治医先生やサービス提供事業者と連絡をとりあい、高齢者・障がい者(児)の皆様
の生活を専門家として応援します。
サンキューネットには、介護保険のケアマネジャー6名、障がいの計画相談支援員5名

(内4名・介護保険と兼務)在籍しています。

私たちに
お気軽に
ご相談下さい



サンキューネット・生活支援センター

サンキューネットは、営利を目的としない公益活動法人です。
「住み慣れた地域で安心していつまでも暮らしたい・・・」そんな思いを大切に、
みんなで助け合う地域づくり、まちづくりをめざしています。

 

サンキューネットは、共に助け合いながら生きていくという温かい人間社会と福祉の充実を
図り、地域福祉の増進を目指して、「生活支援センター」で、さまざまな活動を行っています。

このマークの顔にあたる部分は、地球をイメージしており、
にこやかな表情は、人々の幸せをイメージしています。

また、笑顔の下で手と手をつないでいるこの絵は、
人々が、かけがえのない出会いを通して、

共に手を携え支えあい、助けあう心と、
そのシステム作りをイメージしています。

高齢者見守り訪問事業

介護職員初任者研修

この事業は、家でさびしい思いをしておられる方や、家に閉じこもりがちな方、
見守りが必要な方などを訪問して、安否の確認を行なったり、相談や話し相手
などを通して、介護予防につなげていくことを目的とした事業です。介護や福祉
に関するご相談も、お気軽にどうぞ!! ご利用は無料です。また、ご近所で
ちょっと気になる方がおられましたら、お声がけ下さい。

(富田林市からの受託事業)

軽度生活支援事業

対象者・・・・富田林市にお住まいのおおむね65歳以上の一人暮らしの方、
高齢者のみの世帯の方やこれに準ずる世帯に属する世
帯の方で、介護保険のサービスが必要と言う程ではない
けれど日常生活上の援助が必要な方

内容・・・・・１回1時間以内で、１週間に1回または2回
利用料・・・・1時間あたり1020円

そのうち利用者自己負担額は100円です。
残り920円は、富田林市が負担します。

(大阪府指定番号65)

サンキューネットでは、「誰もが住み慣れた
地域で、いつまでも暮らすことが出来るよう、
地域で安心して暮らせる」 地域づくりをめざ
してヘルパー養成研修を行っています。

サンキューネットでは年2回、この研修を実施しています。
「研修修了日に次の研修を開講する」というサイクルで行っています。

研修修了後も介護実技が繰り返し学べるようDVD付きの教材を採用しています。また、緊急時あ
わてずに対応できるよう、CPR(心肺蘇生)とAEDの使用方法をDVDをみながら、自宅でも復習したり、

繰り返し練習できる学習キット(マネキン付き)を受講生全員にプレゼントします。

受講料 ６９，８００円 (学生４８，８６０円) 分割払い可
会場 すばるホール (富田林市桜ヶ丘町 P有) 定員 ４０名 (先着順)

土曜日コース

(富田林市からの受託事業)



サンキューネット・生活支援センター
～ 広げよう、たすけあいの心、地域の輪 ～

地域通貨を使った住民参加型たすけあい

ありがとうの輪活動

「｢ありがとう券」は地域通貨のひとつです。
“困った時はお互いさま”の精神のもと、
日常生活に必要な支援活動を行った時に

授受します。

「ありがとう券」

活動のしくみ

事務局で

「ありがとう券」
を購入します

活
動
を
開
始
し
ま
す

活動のお礼に
「ありがとう券」
の授受を
行います

コーディネーターが
訪問して具体的な
相談をします

電話で活動の
依頼をします

内容を聞いて
コーディネーター
に連絡します

活動会員に
活動を依頼をします

みんなで支えあい

たとえば、こんなこと

６５歳の方が３人に１人の時代が、すぐ目
の前にやって来ようとしています。
介護保険などの公的なサービスだけでは
補えない部分を地域でたすけあいます。

「ありがとう券６点」は１時間分で６００円

「ありがとう券」には次の３種類があります。
１時間は６０分なので６点で600円、
３０分は３点で300円、１０分は１点で100円。
*支援をうけた時間分の「ありがとう券」を
活動会員に活動のお礼として渡します。
*受け取った「ありがとう券」のうち、1/3
は事務局運営費に、2/3が活動会員へ
の謝礼となります。

「ありがとう券」をためて「時間預託」する

話し相手、ゴミだし、電球の交換、一緒に散
歩、ペットの散歩、幼稚園や保育所のお迎
え、産前産後のお世話、通院のつきそい、
入退院のつきそい、買物のつきそい、簡単
な掃除、花壇の水やり など

*活動した時間を貯めておいて（時間預

託）、自分や家族が助けを必要とした時
に、時間を引出して使うことが出来ます。
*貯めた時間（預託時間）は、ありがとう

の活動者から、この「ありがとうの輪活
動」に賛助する家族、知人、｢地域の輪
活動」に賛助する任意団体へ寄附するこ
とも出来ます。

地域の輪活動

｢活動しました券」も地域通貨のひとつです。
この活動に賛助して頂くと、支援したいNPO

団体等に｢活動しました券」を寄付できます。

団体は、
活動の都度

「活動しました券」
を活動者に
渡します

たまった「活動しました券」は任意の団体
に寄付するか、団体を通して「ありがとう
券」と交換するかを選ぶことができます。

このNPO団体等
には 「町内会・
すこやかネット・
子ども会・自主
防災・PTAなど」
も含まれます。



サンキューネットで活動してみませんか

デイセンター

看護職員 (1,400円/時～1,550円/時)

相談支援専門員(障がい計画相談) 常勤スタッフ (174,660円/月～)

非常勤ヘルパー (820円/時～940円/時)

生活支援センター

事務局スタッフ (820円/時)

デイサービス厨房スタッフ (土日祝も活動できる方 1,000円/時)

「ありがとうの輪コーディネーター」に関心のある方、お声掛け下さい。

デイセンターフロアの見守り、入浴、食事、移動、排泄等の介助などを
コミュニケーションしながら行います。車の運転はありません。車の

介護職員 (820円/時～940円/時)

曜日・時間帯 応相談
土・日・祝は50円up

ご利用者のバイタルチェック、デイセンターフロアの見守り、入浴、食事、
移動、排泄等の介助などをコミュニケーションしながら行います。
車の運転はありません。車(土・日・祝は50円upの

9:00～13:00
13:00～17:00
9:00～17:00

① 7:30～18:00
② 7:30～13:00
③12:00～18:00
④12:00～14:00

ご利用者の朝食・昼食・夕食をつくります。お料理の好きな方求めています。
曜日・時間帯 相談の上決定します。(平日のみの方及び③④は820円/時)

ヘルパーステーション

事務所から利用者(高齢者・障がい者・児等)
のお宅を訪問し、生活援助・身体介護などの
介護を行います。土・日・祝は50円up
曜日・時間帯・日数 相談の上決定します。

登録ヘルパー随時募集中

デイ・ヘルパー・生活支援センター事務局
共通 (希望者)

サンキューネットの介護職員初任者研修や

その他スキルアップ研修や喀痰吸引等の研
修を5,000円/月の延払いで受講できます。

ケアプランセンター

障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス利用計画の
作成を行います。給付費請求実績16件目から4,000円/件の手当てがあります。

地域福祉や介護、ボランティア活動に関心があり、簡単
なパソコン入力ができる方を求めています。
①「見守り訪問事業」「軽度生活支援事業」の運営
②介護職員初任者研修の受付等の事務
③「ありがとうの輪活動」「地域の輪活動」の事務
④法人内外のたすけあい活動
曜日・時間帯・日数 相談の上決定します。

土・祝は50円up



南部流域
下水処理施設

五軒家
総合会館

JA
青葉

サンキューネットは、営利を目的としない公益活動法人です。

「住み慣れた地域で安心していつまでも暮らしたい・・・」

そんな思いを大切に、みんなで助け合う地域づくり、

まちづくりをめざしています。

認定NPO法人の取得にむけて、皆さま
ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いします。

*郵便振替口座 00960-4-128743
サンキューネット寄付金口
個人 一口 3,000円
法人 一口 10,000円
団体 一口 5,000円

ゆうちょ銀行の通帳から振込むと手数料不要です
*平成25年6月27日、大阪府の認定で２番目の

「仮認定NPO法人」として認定され、
寄付税制の対象法人となりました。

サンキューネットに寄付すると、これまでの
*寄付をした個人には・・税額控除または所得控除
*寄付をした法人には・・損金算入額が拡大
に加えて、
*相続財産を寄付した相続人には・・寄付額分が
非課税になります。
このことは、納税額の一部がNPOの活動する地域
のために直接使われることを意味しています。
地域福祉課題の解決にむけて取り組み続ける
サンキューネットに更なるご支援・ご協力をお願い
します。

もっと詳しい情報を、ホームページでご覧いただけます。

http://www.san9net.com/
サンキューネットで検索

至 黒山警察署
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サンキューネット
ケアプランセンター
ヘルパーステーション
介護職員養成研修・見守り訪問
地域福祉なんでも相談
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毎日新聞
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銀行

サンキューネット
デイサービスセンター

村田医院
けあぱる

富田林病院
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認定NPO法人になると・・・仮認定から本認定を目指します

平成26年5月版

http://www.san9net.com/

