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ドマーニ；イタリア語で明日。 

今日という日は明日の訪れ。 

明るく陽気に今日を楽しむ 

上質な日常生活。 

明日という名の第二のわが家 
 

 

 
 

                                          
 

             

 

 

 

 

 

 

 

              

              
               

           
 

 

 

 

  

＜併設介護サービス事業所＞ 
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 24時間巡回介護・看護 ドマーニケア 24 
○(介護予防)訪問介護事業所 

 訪問介護 ドマーニ 
○(介護予防)訪問看護事業所 

 訪問看護 ドマーニ 
○(介護予防)通所介護事業所 

 デイサービスセンター ドマーニ 

松山市中心部              

雄郡地区小栗 2 丁目３－５に         

平成２７年８月 2日(日) オープン              

入居申込み承り中 
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明日のケアを創造するサービス付き高齢者向け住宅 

 

松山市小栗二丁目 3番 5号に 

平成２７年８月２日(日)オープン 
 

介護付き有料老人ホーム サンリベラル道後の経験を満載した 

施設と変わらない充実サービスの高齢者住宅が誕生します。 

分かりやすい料金体系とフルサービスのサポート体制 

バリアフリー住宅・食事サービス・24時間巡回・随時介護サービス・看護師配置 

・家事援助・生活相談・24時間緊急時対応・送迎サービス・通院付添い 

・リハビリ・レクレーション・外出ドライブ・四季折々の行事 

安心と住みやすさを追求した高齢者のための第二のわが家 

 

高齢者の皆さまが入居しやすい住宅として 

増え続けるサービス付き高齢者向け住宅(略してサ高住、または「さつき」) 

数多くあるサ高住から自分に合った住まいとサービスを自由に選べる時代になりました。 

私たち株式会社サンリベラルは、 

重度の要介護の高齢者の方でも安心して入居できるサ高住を作りたいと考えました。 

そして生まれたのが、「サービス付き高齢者向け住宅 ドマーニ」です。 
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これからのサービス付き高齢者向け住宅は、 

訪問介護サービスの中身でお選びください。 
出来高払いの訪問介護と包括払い(定額制)の訪問介護では、 

かかる費用だけでなく、受けられるサービスに大きな違いがあります。 

 

 

従来の訪問介護は出来高払いの 

サービスのため、頻回なサービスを 

利用すると支給限度額を超えてしまう 

という問題がありました。 

 

ドマーニは定額料金(包括報酬)の 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(24時間の訪問介護と訪問看護) 

を併設しています。 

 

従来の訪問介護では実現できなかった、 

定期巡回と随時のサービスを組合わせ、 

きめ細かい対応が可能になりました。 

 

デイサービスや福祉用具等のその他の 

在宅サービスを組合わせても、 

支給限度額内で、フルサービスの 

介護サービスが利用できます。 

 

重度の方でも安心して入居できます。 

 

さらに、高齢者住宅を中心に 

お近くにお住いの方に対しても、 

介護職員・看護職員がサービスに 

伺うことが可能になりました。 

  

(厚生労働省資料より) 
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 サービス方針について 

 

■自立支援の３原則 

①生活の継続性の尊重 

 ・ご利用者がなじんだ生活習慣・生活リズム・価値観を尊重すること。 

②自己決定(選択) 

 ・ケアにあたってはご自身の意向を尊重し、よりよい選択ができるよう支援すること。 

③自己資源の活用 

 ・ご自身が持つ身体的、精神的、経済的な生活能力を最大限引き出して、心身機能の維持・向上を図る

こと。 

 

■ドマーニのケア基準 

①日中、離床して過ごしていること 

②朝晩の着替えをし、身だしなみが整っていること 

③口腔清潔が保たれていること 

④週 2回以上の入浴・身体の保清の機会が確保されていること 

⑤栄養バランスのとれた食事が確保されていること 

⑥トイレでの排泄・より適切な排泄介助ができていること 

⑦家事等を自ら行う機会が確保されていること 

⑧外気浴を含み、家の外に出る機会が 1日 1回以上、確保されていること 

⑨服薬・健康管理が適切に行えていること 

⑩必要に応じ、買い物や病院・役場に通うことができること 

⑪人と交流し、余暇を楽しむ機会が確保されていること 
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■目指すのは“上質な普通の生活” 

・ノーマライゼーション。私たちケアに携わる者にとって、もっとも大切な理念がノーマライゼーション

です。 

・すべての人が普通の生活を送る権利を持っている、たとえ、ハンディキャップがあろうとも。 

・人が人として生きる上で欠かせないのが、毎日、朝起きて、トイレに行き、着替え、身だしなみを整

え、朝食を食べ・・・。そういう当たり前の日常生活がつつがなく送れることです。 

・当たり前に繰り返される日常生活だからこそ、それが途切れることなく続くことが、明日へとつながる

生きる力となっていきます。 

・それは若く元気なうちだけではなく、たとえ重度の要介護となり、身の回りのことにすべて介助を受け

るようになったとしても、です。 

・ですから、私たちは重度ケアを重視します。要介護５のいわゆる寝たきり状態になったとしても、毎日

起きて、顔を洗い、服に着替え、身だしなみを整え、食堂で食事をとり、日中は皆と起きて過ごす。決

して寝かせきりにしない。こういう当たり前の介護を実践したいと思います。 

・しかし、それは平々凡々と繰り返される味気ない退屈な日常生活ではなく、日本古来の季節感と暦に沿

い、1週間、1ヶ月、3ヶ月、半年、1年の節目を大切にし、明日が楽しみになる、当たり前だけれども

“上質な普通の生活”を送っていただけるよう、各種サービスをコーディネートしてまいります。 
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 利用料概要 

① 居住費等にかかる料金一覧表 

内 容 料  金 

敷金 敷金：家賃の２ヶ月分 

敷金は退去時居室の原状回復費用を控除及び債務の精算後、全額返金しま

す。 

家賃 

(非課税) 

（個室 北向き） ４６，０００円／月 １８．２８㎡ 

（個室 南向き） ４８，０００円／月 １８．２８㎡ 

（夫婦居室）  ７２，０００円／月 ２７．４３㎡ 

共益費 

(非課税) 

（個  室） ２０，０００円／月 

（夫婦居室） ３０，０００円／月 

水道代（税別） 

（定額） 

（個  室） １，０００円／月 

（夫婦居室） ２，０００円／月 

電気代(税別) 居室ごとに電気メーター検針により実費請求。基本料負担なし。 

ガス代(税別) （夫婦居室のみ）ガスメーター検針により実費請求。基本料負担なし 
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② 生活支援サービス等の内容 

１．状況把握・生活支援サービス等の内容 

基本サービス(サービス付き高齢者向け住宅賃貸契約と不可分なサービス) 

基本サービス利用料金 

月額 15,000 円(税別)。 

ただし、同居者様と 2名利用の場合、2名月額 32,400 円(税

込)となります。 

また、利用の開始または終了の日が月の途中にある場合は、1

月を 30 日として日割り計算します。 
 

 状況把握サービス 安否確認 １日１回の安否確認を行うサービス 

生活相談サービス 各種無料相談受付 
利用者の求めに応じて介護相談を受付け、医療相談

等ができる機会を提供するサービス 

緊急時対応サービス 

安心コール 
各居室に備え付けのナースコール等による通知に

応じて駆けつけ対応するサービス 

避難誘導 
災害発生時等における利用者の避難誘導、身元引受

人等の関係者への連絡サービス 

その他の高齢者が日常生

活を営むために必要な福

祉サービス 

不在時受付 
不在時の来訪者対応、宅配便や郵便配達等の受取

等、不要な物販業者等の排除等のサービス 

 

オプションサービス（利用者の希望に基づき利用できるサービス） 

 送迎サービス 

 利用料金 1 回 1,500 円(税別) 住宅より半径 5 ㎞以内の地域に限定。 

リネン貸出サービス 

 利用料金 1 日 100 円(税別) 

ベッド貸出サービス 

 利用料金 1 月 2,000 円(税別) 

洗濯機利用サービス 

 利用料金 1 月 1,000 円(税別) 

食事提供サービス 

 
利用料金 

朝食：300 円／1食、昼食：600 円／1食、夕食：600 円／1食(税別) 

３０日 45,000円(税別) 
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 住まいについて 

■建物概要 

 ・鉄筋コンクリート造り 4階建て エレベーター２基、非常階段(屋内・屋外) 

・１階：事務室、相談窓口、ロビー、デイサービス(デイルーム、機械浴室、一般浴室)、相談室、厨房 

 ・２階：個室 12戸、夫婦居室 2戸、浴室(個浴、介助浴室)、洗濯室、スタッフルーム、多目的室 ※認

知症対応フロアの予定 

 ・３階：個室 13戸、夫婦居室 2戸、浴室(個浴、介助浴室)、洗濯室、多目的室 

 ・４階：個室 13戸、夫婦居室 2戸、浴室(個浴、介助浴室)、洗濯室、多目的室、家族室 

 ・５階：屋上(散策スペース) 

 ※居室には全室バルコニー付き、全館 Wi-Fi対応（利用料：月 100円） 

 

■個室 

 ・広さ：１８．２８㎡(約 11畳) 

 ・設備：洗面台、暖房便座付きトイレ、エアコン、収納、カーテン、ナースコール、照明、テレビ端

子、電話端子、スプリンクラー 

 ・家賃：北向き 46,000円、南向き 48,000円 

 ・共益費：20,000円 

 ・入居時費用：敷金 家賃の 2ヵ月分、 

火災保険 6,700円～(2年更新・契約は保険会社の担当) 

 ・諸費用：水道代 月額 1,000円、電気代 メーター検針による実費(基本料なし) 

 ※別契約でケーブルテレビを視聴することができます。 

 

■夫婦居室 

・広さ：２７．４３㎡(約 16畳) 

 ・設備：洗面台、暖房便座付きトイレ、エアコン、収納、カーテン、ナースコール、照明、テレビ端

子、電話端子、スプリンクラー、浴室、洗濯機台 ミニキッチン 

 ・家賃：(全室南向き) 72,000円 

 ・共益費：30,000円 

 ・入居時費用：敷金 家賃の 2ヵ月分、 

火災保険 6,700円～(2年更新・契約は保険会社の担当) 

 ・諸費用：水道代 月額 2,000円、電気・ガス代 メーター検針による実費(基本料なし) 

 ※別契約でケーブルテレビを視聴することができます。 

 

■共用設備 

 ・食堂兼リビング 

 ・キッチン 

 ・浴室(個浴、介助浴室) 

 ・洗濯室 

 ・車椅子対応トイレ 
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■フロア図 

                

   
                   

  
屋上 

 
 

  

1 階 2 階 

3 階 4 階 

5 階 
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■間取り図 

 

 

個室                        夫婦居室 
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生活支援サービスについて 

 

・サービス付き高齢者住宅ドマーニでは、住宅に付帯する日常生活の土台となる生活支援サービスを提供

いたします。 

・住宅の賃貸契約といっしょに併せて契約いたします。 

 

(１)基本サービス(必ず提供すべきサービス) 月額 15,000円(税別) 

 ・安否確認 

 ・生活相談 

 ・緊急時対応 

 ・フロントサービス 

 

(２)オプションサービス(別契約) 

 ①食事サービス(別項目参照) 

 ②リネン貸出サービス：1日 100円(税別)。布団カバー・シーツ・ベッドパットのセット。週に 1回交

換し、洗濯いたします。自力で洗濯することが困難な方はご利用ください。 

 ③洗濯機使用料：1ヶ月 1,000円(税別)。各フロアに洗濯機を設置しております。 

 ④ベッド貸出サービス：1ヶ月 2,000円(税別)。中・重度の方向けの介護用ベッドです(３モーター)。

介護保険の 1割自己負担とほぼ同額の低料金に設定しております。介護保険の福祉用具レンタルを利

用しませんので、給付単位数を有効利用することができます。 

⑤送迎サービス：住宅から半径 5㎞以内の通院・外出時、社用車で送迎いたします。要予約。1回

1,500円(税別)。外部の介護タクシーを利用することもできます。 
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 食事サービスについて 

 

(１)サービス内容 

■食事提供場所 ２～４階の食堂または居室 

■食事提供時間   朝食 配膳 ７：３０ ～ 下膳 ９：００ 

         昼食 配膳１１：３０ ～ 下膳１３：００ 

         夕食 配膳１７：３０ ～ 下膳１９：００ 

■食事の申込み 入居契約時、食事サービスの契約をしていただきます。 

■食事のキャンセル 

１．各食事の定められた時間までに欠食届を事業者に提出してください。 

昼食 当日の９：００まで 

   夕食 当日の１４：００まで 

   朝食 前日の１７：００まで 

２．１の方法によるキャンセルがなされない場合(緊急入院等で食事を食べられなかった場合も含む)

は、利用料金が発生いたします。 

 

(２)料金 

■食費：朝食：300円／1食、昼食：600円／1食、夕食：600円／1食(税別) 

１．食事提供サービス利用料金は、実際に提供した食事を 1食ごとにカウントして計算します。 

２．一旦、欠食届が提出されなかった食事(緊急入院等で食事を食べられなかった場合も含む)

は、食事が提供されたものとして、利用者は利用料金を支払うものとします。 

３．来客用の食事の利用料金は、利用者の食事と同様に計算し、利用者の利用料金に加算して利

用者に請求されます。 

 

■治療食 基本的には一般食としますが、慢性病等（糖尿病等）のため、又は一時的に治療食の必要な方

には、医師の指示を受けて出来る範囲での治療食を提供します。 １００円（１食あたり） 

 

■咀嚼力の低下 入居者の咀嚼力に応じて、キザミ食・ミキサー食の対応をいたします。 

■嚥下障害 むせこみ等があり、嚥下に問題があり、トロミが必要な場合、トロミ剤を入居者負担でご用

意ください。 

■特別食 季節の行事ごとに、施設が定期的に行事食を提供します。 

■居室での食事 病気等の理由で食堂食事ができない場合は、介護職員がケアプランに基づき、食事を居

室まで配膳・下膳します。 
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 ご入居までの流れ 

 

     土日もお気軽にお問い合わせください 

 

 

ご見学いただき、入居後の生活などをご説明申し上げます 

 

 

     お気に召しましたらお申し込み 

 

     ◆主治医に健康診断書を依頼してください 

※必須ではありませんが、看護による健康管理の基礎データ

となりますので、血液データ、胸部 X線写真を含む健康診断を

受けていただきますようお願いいたします。 

 

     ◆必要書類等をご用意ください 

本人：年金受給資格証明書コピー、身分証明書   

（健康保険証コピー、介護保険証コピー等）、 

振替口座通帳、金融機関への届出印 

連帯保証人：実印・印鑑証明  身元引受人：認印 

                   ※連帯保証人と身元引受人は同一の方でも結構です。 

               契約内容等を再度ご説明申し上げ、よろしければご契約いただき

ます 

               敷金・家賃・共益費等を入居日に応じてお振込み頂きます。 

                  あるいはご契約当日、現金にてお支払いください。 
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■入居に関する Q&A 

Q1.サービス付き高齢者向け住宅とは何ですか？ 

平成 23年、国土交通省と厚生労働省が共同主管して創設した新しい制度で、「高齢者単身・

夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まい」です。 

 

 

Q2.サービス付き高齢者向け住宅の「サービス」とは何ですか？ 

サ高住に関する誤解のうち、いちばん多いのが、この「サービス付き」の意味を、「介護サービ

ス付き」と思われることです。サ高住は施設ではありませんので、介護サービスはついていません。 

ついているのは、食事サービス(オプション)や家事代行サービス、生活相談や安否確認、緊急時

対応など、いわゆる「生活支援サービス」と言われるものです。 

単なる賃貸住宅ではなく、生活上の基本的なサービスがついていることで、高齢の単身者や夫婦

世帯の方々が安心して入居していただくことができるようになりました。 

だから、高齢者ための日常生活のサービスが付いた賃貸住宅、それをサービス付き高齢者向け住

宅というのです。もっと簡単に言えば、食事つき・相談員付き賃貸住宅です。 

 

Q3.要介護状態になった場合はどうするのですか？ 

 介護保険の在宅介護サービスを利用することができます。制度的には、外部の介護サービスを利

用することもできますが、「ドマーニ」では重度の要介護高齢者の方に対応できるよう、24時間対

応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、そしてデイサービスを併設いたします。 

 これによって 24 時間 365 日、食事・入浴・排泄等日常の介護から家事援助、健康管理・リハビ

リ・レクレーション・外出・季節の行事など、楽しく潤いのある生活を送ることができます。 

こうすることで施設と同様のサービスを受けられますので、「ドマーニ」は、要介護状態になっ
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ても「施設に入らず」暮らし続けられる第二のわが家となり得るのです。 

 

Q４.サービス付き高齢者向け住宅ドマーニの介護と従来の在宅介護の違いは何ですか？ 

サービス付き高齢者向け住宅ドマーニは在宅でありながら、２４時間体制の介護サービス(定期

巡回・随時対応型訪問介護看護)を組み合わせることで、施設と同様の介護と看護のサービスと２

４時間の安心感を提供する新しい住まいです。 

「サービス付き高齢者向け住宅ドマーニ」と「在宅」の一日の比較 

 

 

私たちのサービス付き高齢者向け住宅ドマーニは介護付有料老人ホーム「サンリベラル道後」

の経験から、暮らしやすさを追求し、24時間の中で必要なケアを必要なだけお届けします。 

単なるお世話ではなく、ご利用者の「生活機能の向上」(残存能力の活用)とハンディキャップ

があっても普通の当り前の生活が送れる「生活の質の向上」を目指しています。 

 

Q５．24 時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、どういうサービスですか？ 

24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、ご本人の生活リズムに合わせ、基本的な日常生

活の介護を、一日に複数回、毎日行う定期巡回サービスと、排泄や急変等をナースコールで連絡

していただき、随時に対応する随時訪問サービス、そして看護職員による健康管理サービスを一

体的に提供するサービスです。従来の在宅サービスではできなかったきめ細かい対応が可能です

ので、施設と同等の介護サービスを受けることが可能になります。 

 

 

従来の訪問介護では、１日１回 

だけのケアがほとんどでした。 

必要なケアが 

１日何回も受けられます。 
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Q６．一般的なサ高住は従来の訪問介護を併設していて、それでも 24 時間対応と言っています

が、24 時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護にした理由はなんですか？ 

 まず第一に費用が違います。 

 従来の訪問介護は出来高報酬といって、１回ごとのサービス時間につき、料金がかかる仕組み

です。 

 したがって、サービス回数が増えるほどに料金が高くなります。在宅の場合、要介護度別に介

護保険の支給限度額が定められていますが、重度になると費用が限度額内に収まらず、全額自己

負担が発生し、料金が高額になる恐れがあります。 

 ２４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、月の包括報酬といって、要介護度別に定額に

なっています。したがって、重度になってサービスが頻回に必要になっても、追加料金は発生し

ません。 

 第二に、サービスの対応力・柔軟性が違います。 

これまでの訪問介護は、ケアマネジャーの作成したケアプランに基づき、決まった時間にヘル

パーが訪問する定時サービスしか提供できません。ケアプランに入っていないサービスは保険外

として対応しません。保険外の自費サービスとして対応することは可能ですが、余計に費用がか

かります。 

サービス付き高齢者向け住宅の中には、住宅業者みずからが介護保険のヘルパーではできない

サービスを、生活支援サービスとして自費の介護サービスとして提供するところもあります。こ

れも当然、別費用ですので、場合により高額になってしまうことがあります。 

面倒なのは、介護保険のヘルパーと生活支援サービスの職員とは事業所が別々なので、対応が

わずらわしいという欠点があります。 

しかし、24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定時も随時も両方とも介護保険サービ

スとして対応可能ですので、頼みやすく、かつ職員同士の情報交換も容易ですから、ご利用者に

とって、より密接にかかわることができます。 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者様にとって、一番使いやすい訪問介護は、24時間定期巡

回・随時対応型訪問介護看護をおいてほかにないと考えております。 

 

Q７．利用できる介護保険サービスは３つだけですか？ 

いいえ、「ドマーニ」は在宅ですので、その他の在宅介護サービスも必要に応じてケアプランに

入れることで利用できます。介護用ベッドや車いすも福祉用具レンタルの対象ですから、1割自

己負担で利用できます。 

 介護サービスの利用についてはケアマネジャーのケアプランに基づきますが、基本的には「２

４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護」＋「通所介護」＋「福祉用具貸与」の３つのメニュ
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ーの組み合わせることで必要十分なサービスを受けることが可能です。 

 これに「食事サービス」＋「生活支援サービス(生活相談・安否確認・緊急時対応)」が住宅よ

り提供されますので、過不足のない支援体制が整っております。 

 

Q８.もし長期入院した場合、退去しなければなりませんか？ 

いいえ。入院による退去条件はありません。住宅とは賃貸借契約ですので、家賃等のお支払い

をしていただければ、入居契約は継続されます。 

 なお、近隣の医療機関とも連携をとっております。往診、訪問診療を受けることができますの

で、健康面で心配がある方も安心です。訪問看護による日々の健康管理とあわせ、可能な限り入

院せず、住宅で療養できる体制を目指しております。 

 

Q９.入居一時金はありますか？ 

ありません。一般の賃貸住宅と同様、敷金２ヶ月はございますが、退去時、債務・清掃費用等

を清算後、返却いたします。 

 

Q１０.機能訓練はありますか？  

介護サービスの組み合わせ方はケアプランにより個別に設定されますが、標準的な利用ではデ

イサービスは週２～３回のご利用になることを想定しております。 

 デイサービスが担当する分野は、①機能訓練、②入浴介助、③レクレーション(季節の行事)、

④外出ドライブ(機能訓練の一環として)で、入居者様のアセスメントに基づき、適切に実施いた

します。 

 

Q１１.入浴はデイサービスだけですか？ 

デイサービスの浴室には機械浴を用意しておりますので、全介助が必要な方はデイサービスで

の入浴になりますが、居住フロアにも浴室がありますので、入浴が自立または見守りでよい方

は、そちらでも入浴が可能です。 

 

Q１２.受診の送迎や付添いはしてもらえますか？ 

要介護高齢者で通院が困難な方は、訪問診療を受けることができます。個別の通院が必要な場

合、有料の送迎サービスがあります。 

 受診の付添いは、所要時間と頻度により介護保険対応の場合と有料の保険外サービスになる場

合があります。 
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Q１３.掃除や洗濯はしてもらえますか？ 

居室の清掃は、介護保険の生活援助の家事代行として、日々のケアに合わせ、各所の清掃をこ

まめに行います。洗濯についても同様ですが、洗濯機の使用料がかかります。 

 

Q１４.金銭管理はしてもらえますか？  

いいえ、事故防止のため、通帳や現金をお預かりする金銭管理はしておりません。受診費やお

薬代、日常生活に必要な日用品・消耗品等の購入については立て替え払いをいたします。ただ

し、10,000円以上の商品の購入につきましては、入居者様・ご家族様が直接お支払いください。 

 

Q１５．入居時、どのようなものを準備したらいいですか？ 

住居はわが家ですので、家具などお好きなものを持ち込まれても結構です。自由にお使いくだ

さい。 

 介護用ベッドは、介護保険の 1割自己負担でご利用いただけます。また、中・重度の方向けに

３モーターの貸出用介護ベッドを用意しております。 

 寝具については、布団・枕はご自身で用意していただきますが、布団カバー・シーツは定期的

な清潔保持のため、寝具の貸し出しサービスをご利用いただきます。 

 

Q１６．居室で喫煙はできますか？ 

集合住宅ですので、火災予防の観点から室内での喫煙は禁止させていただきます。所定の喫煙

場所をご利用ください。 
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Q１７．自由に外出できますか？ 

サ高住は基本的に賃貸住宅ですから、外出等を制限することは一切ありません。自由に外出で

きます。 

ただし、入居者ご自身の心身の状況により、歩行に心配がある、信号機や場所の認識に不安が

あるという場合は、担当ケアマネジャーや介護サービス事業所とご相談いただき、適切な外出方

法を選択していただきますようお願いいたします。 

 

Q１８．どのような看護サービスを受けることができますか？ 

 基本的に訪問看護サービスと同様の看護サービスを主治医からの指示書に基づき、提供いたし

ます。 

 訪問看護サービスは、介護保険給付と医療保険給付に分かれ、定期巡回随時対応型訪問介護看

護は、介護保険給付として健康管理を中心として、医療的処置、経管栄養の対応、褥瘡処置、点

滴等のサービスを行います。 

 疾病により介護保険ではなく、医療保険の訪問看護サービスを提供することもあります。詳し

くは担当者にお尋ねください。 

 

 

 

 

  



20 

 

 24時間巡回介護・看護 ドマーニケア 24 

※「訪問介護 ドマーニ」及び「訪問看護 ドマーニ」も同時に指定事業所になっております。 

■24時間体制の巡回介護と看護サービス 

・ドマーニには、介護保険サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護を併設しています。 

・このサービスは、出来高払いである従来の訪問介護とは異なり、利用料金は要介護度別の月額料金で

す。したがって、頻回なケアが必要になったとしても、追加料金は発生しません。 

・介護については、ケアプランに基づき、起床から就寝まで生活リズムに合わせ、1日複数回ケアを提供

する定時巡回サービスと、ナースコール等で呼び出し、必要なケアを受ける随時サービスを提供しま

す。 

・看護については、ケアプランと主治医の指示書に基づき、必要な健康管理を行います。 

・要介護１以上の方が利用できます。 

■サービス内容 

①定期巡回サービス 

・事業所の訪問介護員が、定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上のケアを行います。 

②随時対応サービス 

・事業所が予め利用者の心身状況等を把握したうえで、オペレーターがご利用者又はそのご家族からの通

報の内容を基に、相談援助、訪問介護員等の訪問、看護師等による対応の要否等を判断するとともに、

救急車の出動要請や家族への連絡など必要な手配を行います。 

③随時訪問サービス 

・随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等がご利用者のお居宅を訪問して

日常生活上の世話を行います。 

④訪問看護サービス 

・事業所の看護師等が、ご利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は診療の補助を行います。 
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■従来の訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の違い 

○従来の訪問介護の場合(１日３回訪問のケアプランの例) 

 

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合 
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■定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの料金 

 

■介護報酬に係る利用者負担金(介護報酬の 1割または 2割の自己負担額となります) 

(1) １ヶ月間の利用基本単位(利用期間が１ヶ月に満たない場合は日割りになります) 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

訪問介護利用 5,658単位 10,100単位 16,769単位 21,212単位 25,654単位 

訪問介護・看護利用 8,255単位 12,897単位 19,686単位 24,268単位 29,399単位 

※訪問看護サービスに准看護師が含まれる場合は、98％の報酬が算定されます。 

 

(２)加算(事業所の都合により加算項目が変動することがあります) 

初期加算 最高 900単位 利用開始日より 30日間に限り 1日 30単位を算定 

サービス提供体制強化加算

(Ⅰイ) 
640単位 サービス体制基準を満たしている事業所に算定 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 利用単位×8.6％ 介護職員の賃金改善に取り組む事業所に算定 

 

(３)通所系サービス利用時の 1日当たりの減算単位 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

訪問介護利用 ▲62 ▲111 ▲184 ▲233 ▲281 

訪問介護・看護利用 ▲91 ▲141 ▲216 ▲266 ▲322 

 

 

(４)短期入所サービス利用時の 1日当たりの減算単位 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

訪問介護利用 ▲186 ▲332 ▲552 ▲698 ▲844 

訪問介護・看護利用 ▲272 ▲424 ▲648 ▲798 ▲967 

 

 

(５) 事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合の１ヶ月あたりの減算単位 

事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合 １ヶ月につき ▲600単位 

 

【その他】 

・実施地域を超える場合の交通費 １㎞当たり５０円(税別) 

・通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(介護保険外サービス契約に基づく) 

・訪問の際、利用者宅で使用する光熱費等の費用はご利用者の負担とします。 

 

○ケアコール機は事業所から貸し出します。通信にかかる通信料（電話代）は、利用者負担となります。 

○ケアコール端末機の故障・紛失・水没 

・ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、利用者の故意又は過失に起因するものに関しては利

用者負担となります。それ以外の故障や電池の交換については、事業者の負担となります。 
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５．利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

その他の費用の請求及び支払い方法について 

① 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

請求方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びそ

の他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ご

との合計金額により請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１

０日までに利用者あてにお届け（郵送）します。 
 

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

支払い方法等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用

者控えと内容を照合のうえ、請求月の１５日までに、下

記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によら

ず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますよう

お願いします。（医療費控除の還付請求の際に必要となる

ことがあります。） 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理由が

ないにもかかわらず、支払い期日から３ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内に支払い

が無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 
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 デイサービスセンター ドマーニ 

 

■ドマーニがめざすデイサービスの姿 

・日常生活の自立＝生活機能の維持・向上を目指した本物の介護サービスを提供します。 

・デイサービスとは、単なる高齢者向けの保養所ではなく、自宅の延長線上にある、もう１つの自宅。 

・デイサービスで獲得した日常生活における家事動作や身辺動作を自宅に持ち帰っていただくために、可

能な限り自宅での暮らしを再現したプログラムを中心にサービスを提供します。 

・しかし、ご利用者はあくまでも楽しく日常生活を過ごしていただくだけで、知らず知らずあらゆる機能

を使っている、そういう仕掛けをいっぱい用意しております。 

・介護サービスとは、単なるお世話ではなく、日常生活行為力を維持・向上させる専門サービスなので

す。 

 

■サービス内容 

<サービスの概要> 

① 基本生活介護サービス 

ご契約者の食事、排泄等の介助、送迎、レクリエーション等を行います。 

② 入浴サービス 

入浴または清拭を行います。寝たきりの方でも、機械浴槽を利用して入浴していただけます。 

③ 機能訓練サービス（予防通所介護サービスの方を除く） 

機能訓練指導員等により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又は

その減退を防止するための訓練を行います。 

 

■サービス時間 

・基本的に、９：３０～１６：００の５時間以上７時間未満のサービス時間を実施いたします。 
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■デイサービスの料金 

■ 利用料、その他の費用の額 

（１）通所介護の利用料 

 ア 基本利用料 

   サービスを利用した場合の費用は、介護報酬の単位に10円の単価を乗じたものです。 

利用者負担額は、その費用の１割または２割の額です。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

 【通所介護費（通常規模型）】 

１回当たりの 

所要時間 

介護度 基本単位 

３時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３８０単位 

要介護２ ４３６単位 

要介護３ ４９３単位 

要介護４ ５４８単位 

要介護５ ６０５単位 

５時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５７２単位 

要介護２ ６７６単位 

要介護３ ７８０単位 

要介護４ ８８４単位 

要介護５ ９８８単位 

  

 イ 減算 

   事業所と同一建物に居住する、または通う場合の減算 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用

する者に通所介護を行う場合 
１日につき ９４単位 

 事業所が送迎を行わない場合 片道につき ４７単位 

 

 ロ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 要件 加算単位 

延長加算 
所要時間が９時間以上１０時間未満の場合 １日につき ５０単位 

所要時間が１０時間以上１１時間未満場合 １日につき １００単位 

入浴介助加算 利用者の入浴介助を行った場合 １日につき ５０単位 

サービス提供 

体制強化加算Ⅰイ 
加算の体制・人材要件を満たす場合 

１回につき １８単位 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキ

ャリアパス要件と定量的要件を満たす場合 

１月につき 基本利用料の

４．０％ 
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（２）介護予防通所介護の利用料 

 ア 基本利用料 

   サービスを利用した場合の費用は、介護報酬の単位に10円の単価を乗じたものです。 

利用者負担額は、その費用の１割または２割の額です。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

区分 基本利用料 

要支援１  １月につき １６４７単位 

要支援２  １月につき ３３７７単位 

 

 

 イ 減算 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物

から利用する者に通所介護を行う場合 

要支援１ １月につき ３７６単位 

要支援２ １月につき ７５２単位 

 事業所が送迎を行わない場合 片道につき ４７単位 

 

 

 ロ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

  

加算の種類 要件 利用料 

サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

加算の体制・人材要

件を満たす場合 

要支援１ 
１月につき  ４８単位 

要支援２ １月につき  ９６単位 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

介護職員の賃金の改善等を実施し、

加算のキャリアパス要件と定量的要

件を満たす場合 

１月につき 

  基本利用料の４．０％ 

 

（３）その他の費用 

送 迎 費 通常の事業所の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、送迎に要する費用の実費をご負担

していただきます。 

通常の事業の実施地域を越えた地点から、１キロメートル当たり５０

円(税別)となります。 

食  費 

（おやつ代含む） 

１日につき ７００円(税別) 

お む つ 代 １枚につき 実費 

日 常 生 活 費 利用者の希望により提供する日常生活上必要な費用として、実費をご

負担していだきます。 
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■利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

  ② 請求書は、利用月の翌月１０日までに利用者あてにお届けします。 

 

（２）支払い方法等 

  ① 請求月の１５日までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。 

   ・事業者が指定する口座への振り込み 

   ・利用者が指定する口座からの自動振替 

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください（医療費控除の

還付請求の際に必要となることがあります。）。 

 

 アクセス 

 

 

 

■所在地 

〒790-0036 愛媛県松山市小栗二丁目 3番 5号 

 

1．電車（伊予鉄郡中線 土橋駅から バスで 5分 降車後 2分 ) 

2．バス（伊予鉄バス 愛媛朝日テレビ前 から徒歩 2分) 
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会社概要 

事業主体概要 

事業主体名   株式会社 サンリベラル 

代表取締役   星山 春夫 

事業所     〒791-0122  愛媛県松山市末町 56-1 

電話番号    089-914-0277 

設立年月日   平成 15年 7月 10日 

資本金     1,000万円 

 

運営母体 

会社名     リアリティー インベストメンツ（REALTY INVESTMENTS）  

住所      ONE DANIEL BURNHAM COURT SUITE 205C SANFRANCISCO,CALIFORNIA 94109,U.S.A  

資本金     4,500,000,000円 

従業員数    約 1000名 

事業内容    不動産売買・仲介・管理、 ホテル、ゴルフ場等  

関連会社    約２０社（カリフォルニア州・アリゾナ州・ネバダ州 他）  

 

 介護付有料老人ホーム サンリベラル道後(バックアップ施設) 

施設概要 

施設名     有料老人ホーム サンリベラル道後 

特定施設入所者生活介護事業者の指定  平成 15年 11月 11日指定 愛媛県３８７０１０３６８０号  

その他指定事業    ・居宅介護支援事業者  ・短期入所生活介護事業者  

施設目的・方針    高齢者の日常生活は充実し、水準の高い、健康的、文化的な生活を目指す 

施設長名       星山 恵子  

開設日       平成 15年 11月 10日  

所在地・電話番号  〒791-0122  愛媛県松山市末町 56-1  TEL: 089-914-0277  

交通        伊予鉄バス 末町バス停前  

敷地概要      ２，９７５．６１㎡ 事業主体所有  

施設の規模・概要  

構造       鉄筋コンクリート造地上７階建て  

居室数      ９０室【内訳】一般居室 ６１室 短期居室 １２室 介護居室１２室 ２人用居室５室  

居室面積 一般居室（21.60㎡・30.96㎡）短期居室（21.60㎡） 介護居室（21.60㎡・30.96㎡） 

２人用居室（61.92㎡）  


