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新規・体験等お問い合わせ



※車イスでご利用の方は、バス
タオルは２枚の準備をお願いい
たします。

※２～３枚多めに準備をお願い
いたします。

※２～3枚多めに準備をお願い
いたします。

※かかとのある靴を準備お願い
いたします。

□

□

□

□

□

□

□

□

バスタオル

フェイスタオル

着替え

リハビリパンツ・パット・オムツ等

マスク

中履き

昼食薬

1　紛失防止のため、所持品すべてに氏名をご記入ください。

2　介護保険証等確認させていただくことがございます。

3　ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

利用前に次の物をカバン等に入れ、ご持参ください。

【ご利用時に必要なもの】

【デイサービスとは】

ご自宅から事業所へ通っていただき、健康チェック・食

事・入浴等のサービスを通じて、生活の質の向上と、心身の

活性化を図ります。

ご利用の際は、ご自宅から事業所まで送迎いたします。車

イスの方や、歩行に不安のある方でも職員が付き添い、送迎

いたします。



10:00

10:30

11:00
入浴

11:30

12:00

9:30

レクリエーションプログラム（日替）
・カラオケ
・作品づくり（月2回程度）
・ばんちょうオリジナル体操
・マージャン・将棋

14:00

14:30

15:00
おやつ前嚥下体操

おやつ

施設到着・バイタルチェック

9:00
送迎

個別機能訓練（Ⅰ）

PT・柔整・Nsによる

個別脳トレ
プログラム

・塗  り 絵
・計算問題

　・漢字クイズ
など様々

12:30

13:00

お昼休憩（臥床タイム）

13:30

昼食　プラザホテルメニューのご提供

15:30
くつろぎタイム（職員参加　談笑・お茶）

帰宅準備
16:00

送迎

【1日のスケジュール】



ばんちょうマスコット

ばんちょ君

【施設内のご案内】 スタッフ

様々な特技をもつスタッフ集団♫

ご利用心よりお待ちしております。

様々な特技を持ったスタッフがいます。

年齢層20代から７０代までのスタッフが互いに尊重し、

協力しあいながらサービス提供を行っています。

今年から新人スタッフも２名入っています。よろしくお願

いいたします。



好きなことができるのが、ばんちょう！

【施設内のご案内】 趣味活動

ばんちょうでは、利用者様の趣味にあわせて、

麻雀・将棋・カラオケ・作品作りなどたくさんの

趣味活動を準備しております。

もし、ばんちょうで広めたいゲーム、趣味活動

などございましたら、道具等もこちらで準備いた

します。

最近では、不定期ですがネイルケア等美容系に

力を入れています。

１人でも、大勢でも、楽しみ方自由♫



ばんちょうマスコット

ばんちょ君

【施設内のご案内】 浴室

大きな窓より日の光が入り、常に明るい大浴

場。また、歩くのが不安な方には、座ったまま

入れる機械浴も準備してお待ちしております。

脱衣室には、裸になった後でもトイレに行け

るよう、身障トイレ完備しています。

機械浴も完備



【施設内のご案内】 機能訓練器具類

マシントレーニングや歩行練習器具

専門の機能訓練士（理学療法士、柔道整復師）が利用者様

の状態に合わせたリハビリ内容を設定させていただきます。

物理療法器具も各種用意！



ばんちょうマスコット

ばんちょ君

【施設内のご案内】 環境等

要望よりできたばんちょう図書館

常時マスクなので玄関にスタッフ紹介掲示

利用者様の声か

ら、改善させてい

ただいています。

ばんちょう図書

館、玄関にスタッ

フ紹介を掲示した

り、よりよい環境

を随時更新中です。

また、ばんちょ

う通信にて、毎月

DS内での様子を

ご家族様にも報告

します。



※現在、コロナウイルス感染予防対
策にて、外出機能訓練は限定的な企
画となっています。
DS内で楽しみながら機能向上してい
ただけるよう、ばんちょうオリジナ
ルカルタやテラスでの体操等実施し
ています。

【DSばんちょうの特徴①：中心街に立地】

八戸市の中心街にあるデイサービス！

三社大祭、美術館、デパート物産展等を楽しむ外出

機能訓練ができる！

歩行訓練も実際の街をテクテク♫。実際の場面に即

した訓練で歩行能力向上(^ ^♪i 



介護予防と健康寿命

マシントレーニング設備

①ローイング（腕）

②アブダクター（足）

③レッグエクステンション（足）

④レッグプレス（足）

をそろえております。主に下肢の

トレーニングを重視。マシンによ

り、使っていない筋肉を動かし再

活性化を目的に実施しています。
ま

中心街でマシントレーニングができますよ！

まだまだ介護のお世話にはなりたくない人は、

ぜひマシントレーニングをおすすめ！

健康寿命延ばし、楽しい人生をおくる

お手伝いをさせていただきます！

【特徴②：マシントレーニング設備完備】

ウェイト（負荷）は、理学療

法士が評価し、その時の体調

に合わせて無理なく安心です。
さ



おいしく食べてもらいたいから

健康は口から食べることから

プラザホテルメニューを昼食に提供しています。

マンネリしないよう、毎日和・洋・中とおいしい

ごはんです。i

ごはんは、器でもおいしさが変わってきます。

おいしく食べてもらいたいので、陶器を使用していま

す。

見ておいしい、食べておいしい、ばんちょうは！と

言われるように準備しお待ちしております。

【特徴③：昼食がプラザホテルメニュー】

ばんちょう栄養士・調理

員により、全粥から極き

ざみ等様々な食形態に対

応しています。



それ以外にもマスクの全員着用や適宜アルコール消毒等実施しております。

デイサービスセンターばんちょうでは、以下の感染対策を行い、

　良域な環境を展開中です。

玄関前にスタンド式消毒と検温センサーで安心！

最新式空気清浄機で室内環境バッチリ！

加湿器付き空気清浄機４台設置！加湿もOK!

【特徴④：コロナ感染対策で良域展開】



総合事業のサービス提供時間に9：00～16：15も追加♫
令和３年８月１日より実施しました。

　今まで介護度の更新により、利用時間も変わってしまいご不便をかけてお
りました。これからは心配ありません。１日利用もあります。

（現行の半日利用（総合事業）も対応しております。そちらもよろしくお願いいたします。）

【特徴⑤：総合事業 半日・終日選択契約】



①　市役所前バス停より　　　・・・徒歩２分
②　中心街三日町バス停より　・・・徒歩５分
③　JR本八戸駅より　　　　  ・・・徒歩１０分

アクセスマップ

SGグループ理念

私たちSGグループは、ホスピタル精神（おもてなし）を

もち、医療・福祉・保健を通じて地域社会の人々の幸せに貢

献します。

患者・利用者・ご家族様に喜ばれ感謝される素晴らしいホ

スピタル環境づくりとホスピタリティある仕事を徹底してお

こないます。

八戸ポータル

ミュージアム

はっち
さくら野様

市役所

商工会議所

①

②

←

至
本
八
戸
駅

国道340号線

デイサービスセンター

ばんちょう



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１/週一回利用

要支援２/週二回利用

オムツ代（使用者のみ、一枚当たり） リハパン、オムツ等 100円/枚

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の1.2％の額

昼食代 食費 600円/食

科学的介護推進体制加算 40円/月

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の5.9％の額

【介護職員処遇改善加算】

※介護職員処遇改善加算は支給限度額管理の対象外です。

項目 金額

その他保険給付外のサービス利用料（通所介護・介護予防・日常生活総合事業共通）

運動器機能向上加算 225円/月

項目 品目 利用料

サービス提供体制加算Ⅱ
７２円/月

１４４円/月

送迎減算 ⁻47円/片道

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

【八戸市　介護予防・日常生活支援総合事業の場合】
一ヶ月当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/月）

項目 要支援１/週一回利用 要支援２/週二回利用

介護予防 1,672円/月 3,428円/月

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ 56円/日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20円/月

入浴介助加算（Ⅰ） 40円/日

中重度者ケア体制加算 45円/日

サービス提供体制加算（Ⅱ） 18円/日

科学的介護推進体制加算 40円/月

一日当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/回）

項目

通常規模型通所介護費<7～8時間> 655円/日 773円/日 896円/日 1,018円/日 1,142円/日

令和３年10月1日現在

ご利用にあたりまして、下表に示したサービス内容に応じた利用料金となります。
また、介護保険外サービスを利用された場合は、保険給付外サービス利用料がかかります。

【通所介護の場合】

【ご利用料金】



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１/週一回利用

要支援２/週二回利用

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の5.9％の額

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の1.2％の額

その他保険給付外のサービス利用料（通所介護・介護予防・日常生活総合事業共通）

項目 品目 利用料

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

【介護職員処遇改善加算】
※介護職員処遇改善加算は支給限度額管理の対象外です。

項目 金額

サービス提供体制加算Ⅱ
144円/月

288円/月

科学的介護推進体制加算 80円/月

運動器機能向上加算 450円/月

科学的介護推進体制加算 80円/月

送迎減算 ⁻47円/片道

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

サービス提供体制加算（Ⅱ） 36円/日

介護予防 3,344円/月 6,856円/月

項目 要支援１/週一回利用 要支援２/週二回利用

【八戸市　介護予防・日常生活支援総合事業の場合】
一ヶ月当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/月）

入浴介助加算（Ⅰ） 80円/日

中重度者ケア体制加算 90円/日

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ 112円/日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 40円/月

昼食代 食費 600円/食

オムツ代（使用者のみ、一枚当たり） リハパン、オムツ等 100円/枚

令和３年10月1日現在

ご利用にあたりまして、下表に示したサービス内容に応じた利用料金となります。
また、介護保険外サービスを利用された場合は、保険給付外サービス利用料がかかります。

【通所介護の場合】
一日当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/回）

項目

通常規模型通所介護費<7～8時間> 1,310円/日 1,546円/日 1,792円/日 2,036円/日 2,284円/日

【ご利用料金】２割負担の方



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１/週一回利用

要支援２/週二回利用

その他保険給付外のサービス利用料（通所介護・介護予防・日常生活総合事業共通）

オムツ代（使用者のみ、一枚当たり） リハパン、オムツ等 100円/枚

科学的介護推進体制加算 120円/月

昼食代 食費 600円/食

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の5.9％の額

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

【介護職員処遇改善加算】

※介護職員処遇改善加算は支給限度額管理の対象外です。

項目 金額

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険適用自己負担額合計の1.2％の額

675円/月

品目 利用料

運動器機能向上加算

項目

サービス提供体制加算Ⅱ
216円/月

432円/月

送迎減算

介護職員等ベースアップ等支援加算

5,016円/月

【八戸市　介護予防・日常生活支援総合事業の場合】
一ヶ月当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/月）

項目 要支援１/週一回利用 要支援２/週二回利用

⁻47円/片道

介護保険適用自己負担額合計の1.1％の額

10,284円/月介護予防

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ 168円/日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 60円/月

入浴介助加算（Ⅰ） 120円/日

中重度者ケア体制加算 135円/日

サービス提供体制加算（Ⅱ） 54円/日

科学的介護推進体制加算 120円/月

【通所介護の場合】
一日当たりの基本料金表（サービス利用にかかる自己負担額/回）

項目

2,688円/日 3,054円/日 3,426円/日通常規模型通所介護費<7～8時間> 1,965円/日 2,319円/日

令和３年10月1日現在

ご利用にあたりまして、下表に示したサービス内容に応じた利用料金となります。
また、介護保険外サービスを利用された場合は、保険給付外サービス利用料がかかります。

【ご利用料金】３割負担の方








