
地域密着型サービス（伊奈町指定）
（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所

【介護保険事業所番号 １１９１３０００４３】

猫と過ごせる介護施設
いつまでも、住み慣れたご自宅で！
いつまでも馴染みな人と！
1つの場所で色々なサービス



小規模多機能ホームとは？

泊り＋通い＋訪問
すまいる伊奈

従来からの利用方法では、サービスの種類ごとに各事業所との契約が必要でし
たが、すまいる伊奈では「通い」「泊り」「訪問」の全てを、顔馴染みの職員
が提供します。サービスを自由に組み合わせられるので、“あなたに合った介
護”を提供することができます。

すまいる伊奈では、外出イベントを多く実施して
います。
散歩に外食など、様々なイベントを企画いたしま
すので、是非楽しみにしてください。
また、外部のボランティアの方々をお招きし、
様々な催し物も行っています。

イベント例
・お寿司を食べに行こう！
・牧場で動物と触れ合おう! 等

また、すまいる伊奈では３匹の猫たちと過ごすことができます。



通いサービス

９：００～１６：３０（延長・短縮利用できます）

上記時間内のご利用は送迎いたします。
時間外でもご家族送迎にてご利用いただけます。
※22:00以降のご利用の場合1泊分の居室料をいただきます。

泊りサービス

１６：３０～９：００(延長・短縮利用できます）

通いサービスからの急な宿泊にも対応いたします。
また、ご予約無しの宿泊にも対応できるように
常時１,２部屋の空きを確保しています。

訪問サービス

随時対応

今までの介護保険の訪問サービスでは対応できなかった、
安否確認、服薬介助等必要なサービスを提供いたします。
何が必要で、どの様なサービス内容を提供できるの
か、親身になって考えさせていただきます。

通いサービスでは簡単なリハビリも行っ
ております。酸素ボックスを設置してお
り、認知症予防、疲労回復など、ご好評
をいただいております。



このような方にお勧めです

①どのようなサービスを使ったらよいかまだ分からない
訪問介護、施設入所、デイサービスなど、たくさんある
介護サービスの中で、ご本人にあったサービスを探している方。
小規模多機能は「通い」「泊り」「訪問」の複合サービスをバ
ランスよく提供させていただきます。

②できるだけ在宅で暮らしたい
その想いにお応えする為にすまいる伊奈は作られました。
在宅に居ながら施設のような365日24時間の切れ目ないサー
ビスを受けることができ、できる限り在宅で生活を送る
ことができるよう、きめ細やかなサービスをご提供いたします。

③毎月の利用料金が不安
1ヵ月あたりの利用料が定額なので、毎月の介護費用が膨らみ
過ぎません。

④将来的に施設入居を検討している
「すぐに施設へ入居する必要はないが、状況の変化には
対応できる備えをしておきたい。」すまいる伊奈を利用しなが
ら、特別養護老人ホームなどの介護保険施設への入所待ちをす
ることも可能です。
状況の変化が突然に生じても、すまいる伊奈であれば365日24時
間臨機応変に対応できます。



事業所概要

区分 地域密着型小規模多機能型居宅介護（伊奈町指定）
名称 小規模多機能ホーム すまいる伊奈
所在地 埼玉県北足立郡伊奈町羽貫１０５９‐１
運営主体 ｍｙ企画株式会社

（１）（介護予防）小規模多機能居宅介護事業者の指定番号およびサービス提供地域

（２）同事業所の職員配置

（３）営業時間
☆営業日 ・ 365日
☆営業時間 日中（通い） 9：00～16：30

夜間（短期宿泊） 16：30～翌9：00
訪問 24時間

事業所名 小規模多機能ホーム すまいる伊奈

管理者 齋藤 心一

開設年月日 平成29年4月1日

介護保険指定番号 1191300043

住所 埼玉県北足立郡伊奈町羽貫１０５９‐１

電話番号・ＦＡＸ番号
電話 ０４８‐７１７－０７２０
ＦＡＸ ０４８‐７１６－６２７５

メールアドレス
smile-ina@ab.auone-net.jp

交通の便 埼玉新都市交通 ニューシャトル「羽貫駅」下車徒歩１０分

サービス提供地域 伊 奈 町

資格 常勤 非常勤

管理者 介護福祉士 1名

介護支援計画者 介護支援専門員 1名

看護職員 看護師 1名

介護職員
介護福祉士 2名

ヘルパー2級 1名 1名



事業所の配置図
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名 称 数 面積 名称 数

ホール １ ５９．３３㎡ 事務室 １

居室 ９
９．５７㎡

～１０．３３㎡
倉庫 3

厨房 1 １６．３㎡ トイレ 4

脱衣所 １ １４．０７㎡

浴室 １ ９．２５㎡

応接室 １ １０．３３㎡



ご利用例

在宅（家族）生活に合わせたサービス
■ご家族の仕事に合わせたサービス
事業所周辺に居住の方であり、主たる介護者がフルタイム勤務
（7：00～19：00）の為、通常のデイサービス利用は困難であっ
た。朝はご家族送迎にて7：30頃来所され、帰りもご家族様のお
迎えにて19：40頃退所。このサービスを利用して「昼食」「夕
食」を提供し、ご家族の生活リズムを支援することができた。
■ご家族の急な予定にも対応可能
通所サービスからの変更。変更の理由は、主たる介護者の娘さん
の仕事が長引いてしまうなど急な「泊り」が可能なサービスであ
り、以前のショートステイは、予約が困難であった。安心して
「泊り」が利用でき、その後も急な「泊まり」を利用することが
出来ている。

退院後のご利用
■退院後のトータルサポート
回復期病院の入院中、在宅復帰に向け準備していたが、主たる介
護者が仕事をされており在宅生活に不安がある。通院介助も困難
な為、トータル的なサポートが可能なサービスとして利用。「通
い」「泊まり」「訪問」の組み合わせにより、安心した在宅生活
を支援しています。
■在宅復帰のリハビリ
退院が可能になってもすぐに在宅での暮らしには不安がある。そ
こで連続の泊まりを利用し、在宅への復帰を支援する。泊まり生
活の中、その方に必要な福祉用具・改修など提案し、在宅復帰の
支援体制を構築した。また、泊まりを継続しながら昼間は自宅で
過ごすことも可能です。

地域密着なじみの関係でサポート
■高齢者夫婦生活をトータルサポート
高齢者夫婦（共に認知症あり）の生活、これまでにいろいろな
サービスを勧められても理解が困難であったが「通い」「泊ま
り」「訪問」に加え「ケアマネ」も同じ事業所の職員が対応する
ことで「安心感」が整い、ご夫婦の生活を支援することができた。
■小規模多機能だからこそできる
通いはいつも顔なじみ（登録29名）1日18名までの個別対応です。
すべて顔なじみのスタッフが対応しますから、認知症の方の混乱
が少ない。小規模多機能だからできるサービスがたくさんある。



小規模多機能ホーム
すまいる伊奈
埼玉県北足立郡伊奈町羽貫

１０５９‐１
☎０４８‐７１７－０７２０
📠０４８‐７１６－６２７５
📧smile-ina@ab.auone-net.jp
ホームページ

https://www.smile-ina.com/
羽貫駅から徒歩１０分

お問い合わせ



ご利用料金

※その他、利用者に
提供する食費及び宿
泊にかかる費用等は
別途頂戴いたします。

〇1割負担の方

〇2割負担の方

〇3割負担の方

その他、利用者の状況により加算されるサービス

加算項目 単位数
利用者負担額

(基準額)

1.利用者の要介護度とサービス
利用料金
1単位×10.33円・・・伊奈町

要支援1
3,438

要支援2
6,948

要介護1
10,423

要介護2
15,318

要介護3
22,283

要介護4
24,593

要介護5
27,117

35,514円 71,772円 107,669円 158,234円 230,183円 254,045円 280,118円

1.利用者の要介護度とサービス
利用料金
1単位×10.33円・・・伊奈町

要支援1
3,438

要支援2
6,948

要介護1
10,423

要介護2
15,318

要介護3
22,283

228,640円 252,106円

3.サービス利用に係る自己負担
額

3,552円 7,178円 10,767円 15,824円 23,019円 25,405円 28,012円

2.うち、介護保険から給付され
る金額

31,962円 64,594円 96,902円 142,410円 207,164円

要介護4
24,593

要介護5
27,117

35,514円 71,772円 107,669円 158,234円 230,183円 254,045円 280,118円

1.利用者の要介護度とサービス
利用料金
1単位×10.33円・・・伊奈町

要支援1
3,438

要支援2
6,948

要介護1
10,423

要介護2
15,318

要介護3
22,283

203,236円 224,094円

3.サービス利用に係る自己負担
額

7,103円 14,355円 21,534円 31,6467円 46,037円 50,809円 56,024円

2.うち、介護保険から給付され
る金額

28,411円 57,417円 86,135円 126,587円 184,146円

要介護4
24,593

要介護5
27,117

35,514円 71,772円 107,669円 158,234円 230,183円 254,045円 280,118円

177,831円 196,082円

3.サービス利用に係る自己負担
額

10,655円 21,532円 32,301円 47,471円 69,055円 76,214円 84,036円

2.うち、介護保険から給付され
る金額

24,859円 50,240円 75,368円 110,763円 161,128円

内容

初期加算
登録日から30日以内の期間。
入院後の再利用も同様 30 31円/日

認知症加算

※要介護
のみ

（Ⅰ）日常生活に支障をきたす
おそれのある症状又は行動があ
る利用者

800 826円/月

（Ⅱ）要介護2の利用者で周囲の
者による日常生活に対する助言
を必要とする利用者

480 495円/月

総合マネ
ジメント
体制強化
加算

個別サービス計画について、利
用者の心身の状況や家族を取り
巻く環境の変化を踏まえ、介護
職員や看護職員等により随時適
切に見直しを行っていること。
地域における活動への参加の機
会が確保されていること。

1,000 1,033円/月

500 516円/月

看護職員
配置加算
※要介護
のみ

（Ⅰ）常勤の看護師を1名以上配
置している場合 900 929円/月

（Ⅱ）常勤の准看護師を1名以上
配置している場合 700 723円/月

（Ⅲ）看護職員を常勤換算法で1
名以上確保している場合


