
デイサービスセンターマーシイヒル(令和３年４月１日現在) 

１．運営の方針 

事業所の管理者および従業者は、利用者がその居宅において可能な限り自立した生活を営む事ができるように努めます。サービス提供を通して、利用

者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持、ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減に努めます。 

２．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話番号 ０４７－３４８－８７８７   担  当  相談員 千葉 久美子  ＊ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

３．デイサービスセンターマーシイヒルの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

 

 

 

 

 

（２）営業時間 

 

 

 

４．サービス内容（サービス提供時間 午前 ９時２０分～午後 ４時３５分） 

・送迎･･･家の玄関前までの送迎をいたします。 ・食事･･･利用者の咀嚼、嚥下機能および消化機能に合わせた食事形態で提供いたします。 

・入浴･･･ＡＤＬ(日常生活動作)に応じて一般浴、または特浴となります。 ・生活相談･･･相談員が随時ご相談に応じます。 

・機能訓練･･･機能訓練士によるリハビリ（対象者のみ）や、介護職員による生活リハビリを行います。 

５．利用料金 

介護保険から給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（料金表）の１割又は2割及び3割です。ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利 

用は全額自己負担となります。 

（１）基本料金・加算   

＊「通所介護」                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「通所介護」・「介護予防・日常生活支援総合事業」共通料金 

 ア． 食材費（おやつ代含む） 一日あたり    ７５７円     イ． その他、おむつ代、特別な行事にかかる費用等は自己負担となります。 

６．サービスの利用方法 

  各サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい、居宅介護支援事業者等に依頼されていない場合は、お電話でお申 

し込み下さい。ご利用の曜日を決定した後に、契約を締結いたします。 

７．サービス内容に関する苦情 

  当事業所ご利用者相談・苦情担当  マーシイヒルお客様相談係り  相談員 清水 隼人  電話 ０４７（３４８）８７８７ 

事 業 「通所介護」・「介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）」 

所 在 地 松戸市根木内６７７番地の２ 

介 護 保 険 指 定 番 号 千葉県 第１２７１２００５２７号 

サービスを提供する地域 柏市・松戸市・流山市 

月～土（祝日振替休日含む） 午前８時３０分～午後５時３０分 

休業日 日曜日、１２月３１日～１月３日 

《基本料金》 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額  1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

要介護１ 685 円/日 1,369 円/日 2,054 円/日 要介護４ 1,064 円/日 2,128 円/日 3,192 円/日 

要介護２ 808 円/日 1,616 円/日 2,424 円/日 要介護５ 1,194 円/日 2,387 円/日 3,580 円/日 

要介護３ 937 円/日 1,873 円/日 2,809 円/日     

《加算料金》 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額  1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

入浴介助加算 42 円/日 84 円/日 126 円/日 口腔・栄養スクリーニング（Ⅰ） 21 円/日 42 円/日 63 円/日 

生活機能向上連携加算Ⅱ 209 円/月 418 円/月 627 円/月 口腔・栄養スクリーニング（Ⅱ） 6 円/日 11 円/日 16 円/日 

個別機能訓練加算算定の場合 105 円/月 209 円/月 314 円/月 口腔機能向上加算（Ⅰ） 157 円/日 314 円/日 471 円/日 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 32 円/月 63 円/月 94 円/月 口腔機能向上加算（Ⅱ） 168 円/日 335 円/日 502 円/日 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 63 円/月 126 円/月 189 円/月 サービス体制強化加算（Ⅰ） 23 円/日 46 円/日 69 円/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 59 円/日 117 円/日 176 円/日 サービス体制強化加算（Ⅱ） 19 円/日 38 円/日 57 円/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 89 円/日 178 円/日 267 円/日 サービス提供体制加算（Ⅲ） 7 円/日 13 円/日 19 円/日 

個別機能訓練加算(Ⅱ) 21 円/月 42 円/月 63 円/月 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 基本単位数＋加算単位数に 5.9%を乗じた単位数 

科学的介護推進体制加算 42 円/月 84 円/月 126 円/月 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 基本単位数＋加算単位数に 1.0%を乗じた単位数 

認知症加算 63 円/日 126 円/日 189 円/日 感染症・災害を理由とし利用者数

が一定以上減少した場合 

 

基本報酬の 3％を加算 若年性認知症利用者受入加算 63 円/日 126 円/日 189 円/日 

《基本料金》 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額  1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

要支援１・週 1 回利用（総合事業） 1,748 円/月 3,495 円/月 5,242 円/月 要支援２・週 2 回利用（総合事業） 3,583 円/月 7,165 円/月 10,747 円/月 

《加算料金》 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額  1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

生活機能向上グループ活動加算 105 円/月 209 円/月 314 円/月 サービス体制強化 支援 1 92 円/月 184 円/月 275 円/月 

運動機能向上加算 236 円/月 471 円/月 706 円/月 加算（Ⅰ） 支援 2 184 円/月 368 円/月 552 円/月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 209 円/月 418 円/月 627 円/月 サービス体制強化 

     加算（Ⅱ） 

支援 1 76 円/月 151 円/月 226 円/月 

運動機能向上加算算定の場合 105 円/月 209 円/月 314 円/月 支援 2 151 円/月 301 円/月 452 円/月 

口腔機能向上加算 157 円/月 314 円/月 471 円/月 サービス体制強化 

     加算（Ⅲ） 

支援 1 25 円/月 50 円/月 75 円/月 

若年性認知症受入加算 251 円/月 502 円/月 753 円/月 支援 2 51 円/月 101 円/月 151 円/月 

科学的介護推進体制加算 42 円/月 84 円/月 126 円/月 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数に 5.9%を乗じた単位数 

 介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 総単位数に 1.0%を乗じた単位数 


