家 ごと 丸ごと生活支援
ガイドブック

家ごと丸ごと生活支援 って なに？

ポイント 2
オプションサービスを使えば 病院受診の付き添い や 金銭管理 が可能です。
遠方やお忙しいご家族に代わっての対応、また独り暮らしや老々介護の場合でも

介護保険だけでは担えない日常のお困りごとに柔軟に対応できる

生活支援 サービスです。

安心して暮らすことのできるサービスがあります。（Ｐ.7-8 )

住み慣れた自宅で出来る限り長く生活がしたい。
そんな当たり前を定期的な訪問で実現できる、保険外（インフォーマル）サービスです。

ポイント 3

自分らしく生活できる手段の１つ。それが「家ごと丸ごと生活支援」です。

週あたりのサービス時間と訪問回数を設定して、定期的にご利用していただく、月額のサービス です。
※

単発のご利用サービスは取り扱っておりません

ポイント 1
保険外の実費型サービスなので、その人らしさを実現できる様々なサービスをご提供できます。
1 回あたりのサービス時間
❖

介護保険のヘルパーさんではできないサービスができる（Ｐ.４）

❖

入院中の自宅の管理やペットのお世話ができる（Ｐ.５）

❖

預貯金の出し入れや振込み、各種行政手続きの代行ができる

❖

実際に自分で見て買い物がしたい場合にも付き添いができる

❖

その時に必要な支援に臨機応変に対応ができる

家ごと丸ごと生活支援

ご利用頻度

：

：

30 分

もしくは

60 分

１週間に１～５回まで

４つのサービスの柱

基本
サービス

オプション
サービス
Ｐ.7-8

Ｐ.5-6

1

ご紹介
サービス

人生の
最期まで

Ｐ.9

Ｐ.10

お手伝い

2

ご本人だけでなく、その方を支えるご家族やケアマネジャー様、地域の方々、管理人さんまで。

こんなお困りごとはありませんか？
私たち「家ごと丸ごと生活支援」が解決します！！

その方に関わる全ての方が困っていること、心配していることはたくさんあります。
ただ、身内だからこそ介入できないこと、逆に身内ではないから介入できないこと。
そんな様々なお困りごとに真摯に柔軟に対応し、解決策を一緒に考えます。

お困りごと

お困りごと ご家族Ｖｅｒ．

ケアマネジャー様Ｖｅｒ．

✓

両親のことが気になるが、 仕事や家庭が忙しく会いに行けない

✓

限度額がいっぱいでこれ以上サービスが組めない

✓

県外にいるため両親が困ったときにすぐに行くことができない

✓

小規模多機能サービスを利用しているので、

✓

病院受診

✓

生活支援のヘルパーさんが必要な状況だが、 同居家族がいるためサービスが組めない

✓

介護から離れて少しゆっくりする時間が欲しい

✓

ご本人は必要と感じていないが、 介護保険では解決できない身の回りの問題が多い

✓

本人が一緒に楽しく働けるようなお手伝いをしてほしい

✓

病院受診の手段がなく、

✓

自宅での生活が不安で施設を検討しているが、 両親入所となると 40

✓

身寄りがなく、 何かあった時にケアマネジャーとして不安な要素が多い

✓

同居しているが、 仕事が忙しいので身の回りのことを手伝ってほしい

✓

生活をするうえで不燃物や粗大ごみの処理をする必要があるが、 手段がない

✓

月に 1 回の訪問では把握できない日常生活の様子を定期的な訪問をする中で教えてほしい

✓

外出支援をしてほしい

お困りごと

や

入院時 には仕事を休まないといけない

万円以上

になる

ご本人Ｖｅｒ．

✓

頼みたいことはあるけれど、 みんな忙しそうでお願いしづらい

✓

頼みたいことはあるけれど、 介護保険では解決しないといわれた

✓

施設に入所すると月に 1 人で 15 万円以上かかるが、 自宅で出来る限り生活したい

✓

病院受診や入院の手続きで困っている

✓

掃除ができなくて困っているが、 同居家族がいるので

✓

ペットの世話 を手伝ってほしい

✓

買い物に行きたいが一人では不安なので付き添ってほしい

✓

運転免許証を返納したので買い物などの外出が難しくなった

✓

預貯金の引き出し や 各種書類の手続き ができなくなった

✓

老々介護なので、 一緒に介護を手伝ってほしい

介護保険のヘルパーさんが頼めない

お困りごと

これ以上サービスが組めない

定期受診や必要な服薬が行えていない

地域の方々 ・ 介護保険サービス提供者様Ｖｅｒ．

✓

介護認定はないが、 身の回りのことができなくなってきているようなので支援してあげてほしい

✓

サービス介入時に、 介護保険ではできないことを頼まれる
（お金の入金 ・ ペットの世話 ・ 庭の管理 ・ 窓ふきなど）
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✓

水分管理 ・ 安否確認 ・ 空調管理などを頻繁にしてあげてほしい

✓

外出時の付き添いをしてあげてほしい
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基本サービス

介護保険では解決しない、日常生活のお困りごとに柔軟に対応します。
娘・息子になり変わって生活全般をお手伝い！お客様それぞれに必要なサービスをお届けし、
お困りごとの解決方法まで一緒に考え、コーディネートいたします。

赤字部分は、介護保険のヘルパーさんでは行いにくい内容 です。
また、ペットや同居家族の依頼 についても柔軟に対応させていただきます。
掃除代行

「家ごと丸ごと生活支援」では、こんなサービスも基本料金の中に含まれています。

家事代行

外出支援

・掃除機

・洗い物

一緒に見て買い物がしたい！

そんなご希望にも対応します。

・浴室・浴槽の掃除

・衣替え

サービス提供時間内であれば、

買い物への付き添いや送り迎えも可能

・洗面台掃除

・布団干し

・台所周りの掃除

・模様替え

・窓ふき・サッシ掃除

・裾上げ

・トイレ掃除

・アイロン

・換気扇掃除

・新聞まとめ・回収

・冷蔵庫の整理（賞味期限切れのチェック）

・ゴミ出し

・冷蔵庫の掃除

・分別作業

・床拭き

・洗濯物干し

・仏壇の掃除

・大物の洗濯

・お花の入れ替え

・収納

・階段掃除

・調理

買い物代行は、 サービス提供時間外に実施 します。

・ペットの関連掃除

・食事セッティング

飲料水など重たいものの買い物や、 ホームセンターでの大物の物品や電球や電池などの買い物。

入院中の支援
もし、 入院になっても安心してください！

訪問先を入院先に代えての訪問や不在中のご自宅の管理 など、 入院中のお世話も対応可能です。
・ 自宅の掃除や空気の入れ替え

・ 入院時のお金の支払いや引き落としの手伝い

・ ペットのお世話

・ 自宅の郵便物の確認

買い物支援

文房具やお花の買い物まで、 様々なご要望に対応いたします。

生活支援

見守りサービス

・郵便物の確認

・水分管理

・回覧板の手配

・空調管理

・ペットの散歩・お世話

・服薬確認

・庭の水やり

・食生活の確認

・草抜き

・体重測定

・除草剤

・入浴の見守り

※

日用品 ・ 生鮮食品 ・ 大物物品 ： 代行費 500 円

連携した支援
LINE やメール、 電話を活用して最低月に 1 回はご家族やケアマネジャー様にご様子を報告します。
ご本人だけでなく、 その方を支えるご家族やサービス関係者の方々も含めて
支援 ・ 連携をさせていただきます。

・家庭菜園の手伝い

各種手続き同行

・電球の交換
・灯油の入れ替え

上記以外のサービスにも

・重たいものの運搬

ご相談の上柔軟に対応させていただきますので、

・預貯金の出し入れ

お気軽にお問い合わせくださいませ！

・行政 / 金融機関の書類手続き

郵送物はきたけれど、 対応の仕方がわからない！ そんな場合もご安心ください。
郵便局 ・ 銀行 ・ コンビニエンスストアでの支払いや本人確認が必要な行政手続きなど

サービス提供時間内であれば同行 ・ 送り迎えが可能です。
また、 各種手続きに必要な準備物のコーディネート、 各機関への問い合わせも一緒にお手伝いできます。
※

・美容院・病院・タクシーなどの各種予約
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「手続き代行」 としてサービス提供時間以外でのお手伝いも可能です。 （P.8 参照）
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オプションサービス

ご本人様とその方を支えるご家族様のお手伝いができるよう、
オプションサービスをご用意。
ご自身だけでは対応が難しく、あきらめていたことも必要に応じて
追加サービスをご利用ください。いざという時もご安心ください。

病院受診の付き添い

金銭管理

送り迎えから院内の付き添いまで対応が可能

です。

院内の移動が不安、ご家族の付き添いが難しい、急な受診で家族の都合がつかない場合など ,
お気軽にご連絡ください。

1 か月にどのくらいお金を使っているのか管理したい。 そんなとき、 弊社が責任をもって金銭管理を行います。
様々な状況に応じて方法は柔軟に対応させていただきますので、 ぜひご相談ください。
パターン

パターン

パターン

※送り迎えのみの対応は致しかねます。

口座開設

受診時の付き添い

お薬の受け取り

ご家族や担当ケアマネジャー様とも連携を図り、
確認・伝達事項の取りまとめと報告をします。

お薬の受け取りを行います。
服薬変更などがあれば、ご家族・
担当ケアマネジャーへご連絡いたします。

ご本人の収支管理

現金お預かり

お客様名義の口座を開設していただき、

現金をお預かりし、

弊社が収支の管理をさせていただきます。

収支の管理をさせていただきます。

収支の管理のみを行います。

実施事項

その他

①

レシート ・ 領収書を管理し、 スクラップブックに貼り付け

②

出納帳を作成し、 収支の管理を行います。

③

月に一回ご家族 ・ ご本人様に報告します。

オプションサービス

ちょっと困ったときに誰かに手伝ってほしい。 そんなときに対応できるサービスをご用意しています。

次回予約日の調整

ご家族の予定もふまえて予約日を調整し、
必要に応じて担当ケアマネジャー様にも
ご連絡いたします。

料金形態
発着起点をご自宅とし、30 分ごとに料金がかかります

行政書類代行

委任状を活用し、 行政書類の発行

支払い代行

各種お支払いを郵便局 ・ 銀行 ・ コンビニエンスストアでお支払い

訪問理美容

ご自宅に訪問し、 カットや洗髪ができます

お墓の清掃

草抜きやお花のお供えなど、 ご報告も踏まえて実施します

クリーニング代行
処方箋受け取り

クリーニングの注文と引き取りを行います
処方箋の受け取りを行います

携帯のプラン変更をしてほしい

その他ご要望も承ります

銀行に両替に行ってほしい

など
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よりよく生きることはより良く天寿を全うすること。

電化製品の故障や不具合、水回りの問題などご自宅のお困りごとが

ご紹介サービス

解決できる外部業者様をご紹介します。見積もりだけでも大丈夫！

人生の最後までお手伝い

没後に生じる作業に対応します。

ご本人様・ご家族様と相談し、皆様が納得する形でコーディネートいたします。

紹介料は発生いたしません 。

自宅での終末期ケアのアドバイスに加え、

何かあった時のために、 相談だけしてみたい。 そんなご要望にもお答えします。

今まで気になっていたけれど、 手を付けていなかったお庭の草刈りや倉庫の片付け。
急に壊れてしまった家電の手配。 どんなことでもご相談ください！

草刈り ・ 剪定

配食サービス

家屋修繕

家電購入 ・ 修理

保険外サービスとして、 最期までお手伝いさせていただきます。

網戸・壁・屋根・水回りなど

眼鏡の購入 ・ 修理

遺品整理

医師 ・ 看護師
専門職員への連絡

没後の手続き案内

葬儀業者の手配

清掃
家屋 ・ 土地などの

溝・壁・屋根・水回りなど

不動産売却手配

不用品の整理 ・ 廃棄

ホームセキュリティー

その他必要な
サービスの手配

福祉整理・断捨離・生前整理など

各自治体が取り組まれている生活支援サービスを活用させていただいてのご提案
その地域ごとに活用できる支援はたくさんあります。
「家ごと丸ごとでしかできないこと」 と 「地域の支援体制の活用で解決できること」
を踏まえ、 お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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事例
・ 庭の草木の剪定や倉庫の大掛かりな清掃についてシルバー人材センター様をご紹介。
見積もりの立ち合いや、 日程調整、 当日の立ち合いを実施させていただきました。
・ ゴミの回収について地域の支援体制を活用したコーディネートの実施しました。

10

Q＆A

皆様からよくいただく質問内容を抜粋！
基本的なことから具体的なことまで Q＆A でまとめました。

Q.1 単発での利用はできますか。

Q.11 病院受診の付き添いについて料金の計算方法を教えてください。

A. 致しかねます。

A. 通常の延長支援と変わらず、ご自宅を起点・終着としてかかった時間を 30 分ごとに計算します。

Q.2 不燃物の処理はお願いできますか。
A.

一般的なご家庭で出る量であれば基本サービス内で対応可能です。

自宅

生活支援を目的としたサービスのため、医療行為や直接身体に触れるサービスは致しかねます。

自宅

病院

トータル時間：１時間 50 分

Q.3 できないことはありますか。
A.

事業所

事業所

30 分延長料金 ×４＝ご利用料金

自宅から病院までの時間：10 分

※運賃はかかりません
※福祉車輛のご用意はないため、軽四自動車での移動となります

院内付き添い時間：1 時間 30 分

Q.4 訪問時間は何時から何時までですか。
A.

8 時 30 分〜 17 時 30 分までです。

Q.13 段ボールや新聞紙、ペットボトル、牛乳パックなどは回収してくださいますか。
A. 一般的な家庭から出る量であれば無料で回収いたします。

Q.5 早朝・夜間対応・緊急時対応は可能ですか。
A.

基本的には行っておりません。ただし、ご紹介サービスとしてご提案させていただくことは可能です。

Q.14 ショートステイや入院の際の料金はどうなりますか。

Q.6 準備するものはありますか。
A.

お掃除道具や調理器具はご自宅の物を使用させていただきます。
こちらからご提案させていただき、買い物代行させていただくことも可能です。

A. ひと月を 4 週とした上での一か月の利用日数を計算し、お休み分の料金を
減算させていただきます。
ただし、それ以外の都合でのお休みは月額料金設定ですので、全額発生いたします。
振替対応を行っておりますので、ご相談ください。

Q.7 ペットの散歩は可能ですか。
A.

古紙をまとめる作業や運搬は思った以上に大変ですので、ぜひお申し付けください。

可能です。

Q.8 生活保護の方でも利用ができますか。
A.

基本的には可能です。

Q.9 要介護や要支援でなくても利用ができますか。
A.

年齢や介護度に関係なく、基本的には全ての方が利用できるサービスとなっておりますので、
ご本人様だけでなく、その方を支えるご家族にもご利用していただけます。

Q.10 車に乗車すると運送料はかかりますか。
A.

かかりません。車の使用の有無に関わらず料金は変動しません。
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お申し込み手順のご案内

まずはお気軽にお問い合わせください

tel 0863-33-0037

私たちの使命

〜持続可能な生活支援の実現に向けて〜

株式会社アール・ケアはこれまで介護保険の中で多くのサービスを提供してきました。

サービス内容説明やお困りごとをお伺いします。
また、パンフレットの郵送のみも可能です。

その中で多く耳にしたのは
「頼みたいことはあるけれど、介護保険では解決しない。」
「介護保険に関係のないことで困っている。」
「遠くにいる息子や娘の負担になっている。」
「施設に入ることなく自宅で生活したい。」
といったご意見でした。

プランのご提案

2040 年には、85 歳以上の高齢者人口が急増。介護は必要なくても生活のちょっとした困りごとを

お困りごとをお伺いした上で、

抱える方が増え、家族の形も時代と共に変化します。

最適なプランをご提案させていただきます。

お一人暮らしや老々介護世帯が急増し、医療や介護サービス以外にもご自宅での生活を継続するための
日常的な生活支援を必要とする方々の増加が見込まれます。

そんな日本の将来を見据えて、また皆様のお困りごとを解決すべくを誕生したのが「家ごと丸ごと生活支援」
お客様お一人お一人のニーズや生活スタイルに合ったきめ細やかで多様なサービスを選択でき、

ご契約

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことを実現できるサービスです。

月額の定額サービスになりますので、
サービス内容などを再度ご説明し、ご契約いたします。
「ご本人、そしてご家族も安心できるサービスとして、娘・息子になり変わって生活全般を支える」
公的介護保険だけでは解決できないお困りごとに対応し、
「安心して快適な生活」を私たちが実現します。

2 週間（4 回分）の無料お試し利用ができます
「どんなサービスなのか使ってみないとわからない」「試してみて考えたい」
そんな皆様の声から無料でのお試し利用が生まれました。
ぜひご活用ください！

家ごと丸ごと生活支援
〒706-0134
岡山県玉野市東高崎 25−34
（営業時間：月〜金 /8:30 〜 17:30)
TEL：0863−33−0037
FAX：0863−33−0038

対応エリア
玉野市・南区全域

/

北区・中区・東区一部
※ご相談に応じて上記エリア以外も検討させていただきます
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料金表

NEW

R4.11~

定期 プラン
一世帯当たりのお値段！

生活支援全般

生活状況チェック

月額

サイクル

1 回あたりの訪問時間

週1回

30 分

60 分

15,000 円

20,000 円

( 税込み 16,500 円）

( 税込み 22,000 円）

25,000 円

週２回

45,000 円

( 税込み 27,500 円）

週３回

35,000 円

週４回

45,000 円

週５回

55,000 円

( 税込み 49,500 円）

65,000 円

( 税込み 38,500 円）

( 税込み 71,500 円）

85,000 円

( 税込み 49,500 円）

( 税込み 93,500 円）

105,000 円

( 税込み 60,500 円）

( 税込み 115,500 円）

※月 4 週の訪問回数を基本とし、休業日・祝日により基本回数を満たさない場合は、振替訪問を行います。

オプションプラン
プラスα利用

（定期プランご利用の方限定）

定期訪問とは別に、必要な時に必要なだけサービスをプラス！
TICKET

30 分単位で利用可能

※使用期限はありませんが、返金は致しかねます。

3 時間チケット

６時間チケット

30 分あたり 2,500 円

30 分あたり 2,000 円

￥15,000

￥24,000

( 税込み 16,500 円）

✔

付き添い（銀行や病院）

✔

入院中手続き

✔

( 税込み 26,400 円）

その他 , 時間のかかる支援

など

定期的な訪問とオプションプランを活用して、日ごろの支援から , ちょっと時間が必要な支援まで対応します。
事前予約で 30 分単位から利用可能！それぞれのお困りごとに応じてご活用ください。
※時間チケットのご利用は、事前の予約が必要です。営業時間外はご利用いただけません。

その他、オプションプランもございますので、詳細はお問い合わせください。

