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堺市第一号の NPO 法人として設立当初は、外出サポートのみを運営する団体でしたが、
地域の高齢化とニーズに伴い、介護サービスにとどまらず、本部に訪問看護ステーションを
開設、続いて訪問看護ステーションサテライト高石を開設、障がい福祉サービスの専門性を
高めるために、せかんど三国ヶ丘を開設致しました。
今後も、介護保険事業所に求められるコンプライアンスと質の高いサービス探求を使命
に掲げ、地域に信頼される総合介護サービス事業所を目指してスタッフ一同精進して参り
ますので、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
せかんどの理念
真心のこもったプロの介護サービスと自立を視野においた適切なサポートで、ご利用者と
ご家族の満足度を追求します。
“せかんど”は実践で培ったスキルと笑顔そして元気をお届けします。
せかんどの使命（ミッション）
利用者が望んでいるニーズを常に考え「せかんど」らしい事業を運営継続することにより
地域に貢献する。
法人沿革
1998 年 任意団体 せかんど 設立 「外出サポートサービス」開始
1999 年 特定非営利活動法人 せかんど 認証
2000 年 介護保険事業 居宅介護支援・訪問介護・通所介護・訪問入浴介護

開設

2003 年 障がい福祉サービス事業 開設
2003 年 NPO 法人 せかんどケアセンター高石 開設 〔居宅介護支援・訪問介護〕
2007 年 NPO 法人 せかんどデイサービス高石 開設 〔認知症対応型通所介護〕
2007 年 国土交通大臣認定

移送サービスネットワーク・泉州 事務所開設

2009 年 せかんど訪問看護ステーション 開設 〔介護・医療・障がい・労災適用〕
2012 年 特定非営利活動法人 せかんど 三国ヶ丘

開設

2012 年 せかんど訪問看護ステーション サテライト高石 開設
2013 年 せかんど 通い茶屋 開設 〔地域密着型通所介護〕
2014 年 コミュニティカフェ 開設
2017 年 地域密着型通所介護へ移行
2018 年 総合事業へ移行
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法人概要
法 人 名 称

特定非営利活動法人 せかんど

設

平成 11 年 6 月 15 日（大阪府指令男女協第 2-25）

立

事業所所在地
□

法人本部 特定非営利活動法人 せかんど
〒590-0142 大阪府堺市南区檜尾 3093-7
TEL：072-260-1294 FAX：072-260-1295

□ NPO 法人

せかんど ケアセンター高石

〒592-0004 大阪府高石市高師浜 1-8-52
TEL：072-267-7771 FAX：072-267-7772
□

NPO 法人

せかんど デイサービス高石

〒592-0004 大阪府高石市高師浜 1-8-51
TEL：072-267-7778 FAX：072-267-7775

□ 特定非営利活動法人 せかんど 三国ヶ丘
〒591-8037
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 2 丁 47 番地

DWELL 三国 101

TEL：072-202-1294 FAX：072-202-1295
□ せかんど

通い茶屋

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町 2 丁目 3-35
TEL：0725-55-1294 FAX：0725-55-1290

法人組織体制
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□

堺本部

事業所番号：2770101422

介護保険サービスを利用するにはまず、何をすればいいのか分からない・・・
この地域にどのようなサービスがあるのか分からない・・・
「ご利用者様本位の介護・福祉を考える“せかんど”のケアマネジャーならご利用者様と
ご家族様の満足を追求できる」という想いが溢れるサービスです。

“せかんど

ケアマネジメントのアピールポイント”

経験豊富で社会資源の情報を良く知るケアマネジャーが常駐しております。
ご利用者様とご家族様の想いを尊重し、個々のニーズに応じたサービスを検討します。
まずは、介護保険認定の申請代行からケアプランの作成・定期的に評価見直しを行います。
是非ご相談ください！ 全力を尽くしてご期待にお応えいたします！
地域にある在宅サービス・訪問看護ステーションからの看護師及び理学療法士の訪問、
デイサービスの利用、高齢者マンション等施設への入所などをコーディネートします。

車椅子・ベッドのレンタル・手すりの取り付け・浴室・住宅改修の相談も賜ります。

〔所在地・案内図〕
お問合せ先：居宅介護支援事業部
◇堺 本 部 〒590-0142（本部）堺市南区桧尾 3093-7
TEL：072-260-1294 FAX：072-260-1295
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□
□
□

堺本部
高 石 市
三国ヶ丘

事業所番号：2770101422
事業所番号：2775300433
事業所番号：2776501138

「介護が必要となった高齢者の方を住み慣れたご自宅で必要な介護をサポートしながら、
介護疲れの家族の方には、少しでもリフレッシュできる時間を持って頂きたい」
そして、
「機能回復を目指してご利用者様とチームで共に考え、自立支援に寄り添いたい」
という想いが溢れるサービスです。

“せかんど

訪問介護のアピールポイント”

2000 年開設以来、介護人材の育成と安定化に全力を注いで参りました。
3 名のサービス提供責任者と常勤 3 名のサブがチームを組み、担当させて頂くご利用者様の
安心・安全・満足度の向上と共に更なる安定した職員の定着率を掲げて活動しております。
また、ご利用者様の日常を知るスタッフが体調の“変化”を感じ取るスキルを大切に考え、
併設する訪問看護ステーションとの連携により、感じた変化の相談から適切なアドバイス
を得るチームケア体制で重篤となる事を未然に防ぎたいと考えております。
是非ご相談ください！ 全力を尽くしてご期待にお応えいたします！

〔所在地・案内図〕
お問合せ先：訪問介護事業部
◇堺 本 部 〒590-0142（本部）堺市南区桧尾 3093-7
TEL：072-260-1294 FAX：072-260-1295
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地域密着型通所介護・介護予防通所サービス

デイサービス（堺事業所）〝本家

せかんど″

堺市南区檜尾 3093-7
話し相手がほしいなぁ･･･
1 人で食事をしても美味しくないなぁ･･･
1 日の生活にメリハリがなく、楽しみにするものがなくなったなぁ…
毎日の家族介護で、息抜きする時間が欲しいなぁ･･･

定員 15 名の介護保険創設と共に歩んできた老舗のデイサービスです。
「地域に根ざした、手作りの憩いの場を提供することで
ひとときでも〝心にやすらぎ・身体に和らぎ″を感じてもらいたい」
という〝せかんど″の想いにより、このサービスがあります。

【カジュアルリハビリ】定期的に身体測定実施・評価を行っています。
転倒予防のための棒体操
大阪府立大学「内藤先生」指導による
リハビリテーションを行っています。
他、セラバンドを使った機能訓練や
楽しい歌体操も毎日実施しています。

【各種イベント】季節を感じて頂けるように、スタッフが一生懸命毎月イベントの企画、運営をして
皆さんに、楽しく過ごしていただいています。
【入浴サービス】
お風呂は個浴で職員が必ず見守りや介助を
行うので、安心安全です。
お湯は、毎回交換し清潔にお使い頂いています。

そうめん流し

桂

坊枝さんによる落語

通い茶屋も同様に行っています

【各種レクリエーション】皆さんに喜んで頂けるようなレクリエーションを考えています。

072-260-1294
まずは、お気軽にお電話ください。
見学や体験利用を随時行っています。
送迎もしますので安心してください。

カラオケ

絵手紙
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地域密着型通所介護・介護予防通所サービス

デイサービス（和泉事業所）〝せかんど通い茶屋″
和泉市伏屋町 2 丁目 3-35
最近、家から出る機会が少なくなってきたなぁ…
老人デイサービスには、まだ少し抵抗があるなぁ…
お洒落な雰囲気のデイサービスがあればなぁ…

通い茶屋は、定員 10 名でカフェの雰囲気を
醸し出したデイサービスです。
オリジナルブレンド珈琲や紅茶、ミックスジュースを
飲みながら語り合い「お洒落をして外出しよう！」と思える気持ちを
呼び戻す。そんな“せかんど”の想いにより、このサービスがあります。
☆ メニュー ☆
【カジュアルリハビリ】健康体操や地道での歩行訓練に力をいれています。
【各種イベント】毎月手作企画を実施

セラバンドを使用した筋力 UP 運動

歩行訓練
三線

【

生活機能向上グループ活動

】

「以前は、お風呂の掃除や庭の手入れが出来ていたのに…」
「最近なんとなく不安で億劫で…」という方に
生活相談員が聴き取りしてチームで検討し、デイサービス内で一緒にお掃除、調理、庭の手入れ等の練習を
行い、自信を呼び戻し、再び出来るようになることを目指しています。

072-260-1294
まずは、

お気軽にお電話ください。
見学や体験利用を随時行っています。
送迎もしますので安心してください。

【各種レクリエーション】縫い物や書道、脳トレ、歌謡、充実したプログラムをご用意しています。

書初め

お財布作り

貼り絵

最新導入！彦根カロム（おはじきボードゲーム）
・ワードスナイパー・脳トレ随時更新中
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□ 堺本部・サテライト高石 事業所番号：2766490060
□ 訪問看護ステーションコード（健康保険法指定）
「要介護状態になっても可能な限り自宅で療養生活を支援し、安心した生活を送って
頂きたい」という想いが溢れるサービスです。
❤看護師が定期的に訪問して主治医の指示の基で適切な医療処置を提供します。
❤理学療法士等が訪問して主治医の指示の基で適切なリハビリを提供します。
❤訪問看護計画に基づき、訪問看護・訪問リハビリを提供します。

《訪問看護》

《訪問リハビリ》

◆

病状・障がいの観察

◆

理学・作業療法士によるリハビリ

◆

清拭・洗髪等による清潔の保持

◆

運動機能の維持・回復

◆

食事及び排泄等日常生活の世話

◆

日常生活動作訓練

◆

床ずれの予防・処置

◆

自主トレーニングの指導

◆

ターミナルケア

◆

ご家族様への介助方法指導

◆

認知症患者の看護

◆

ご家族様が出来るリハビリ指導

◆

療養生活や介護方法の指導

◆

福祉用具のアドバイス

◆

カテーテル等の管理

◆

医師の指示による医療処置

“せかんど

訪問看護ステーションのアピールポイント”

経験豊富で優しい看護師・理学療法士が主治医の指示の基、住み慣れた自宅で安心して日常
生活を送るのに心強い味方だと実感して頂けるように全力で頑張ります。
〔所在地・案内図〕
お問合せ先：訪問看護事業部
◇堺 本 部 〒590-0142（本部）堺市南区桧尾 3093-7
TEL：072-260-1294 FAX：072-260-1295
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□ 堺本部 事業所番号：2770101422 (介護保険制度）
□ 堺市訪問入浴サービス事業（堺市障害者支援課委託）
「入浴することで、ひと時の“やすらぎ”と専門スタッフの入浴サービスで安心感を提供
したい」という想いが溢れるサービスです。

分割式特殊浴槽をご自宅へ搬入 組立時
（幅 75 ㎝×長さ 2ｍ）

“せかんど

訪問入浴介護のアピールポイント”

経験豊富で元気なスタッフがご利用者様に合わせた安全・安心・快適な入浴スタイルを充分
に検討して、ご満足頂けるお風呂を実感して頂けるように全力で頑張ります。
入浴後は、ぐっすりと快適な眠りについて頂けると想います。

入浴の効能
❤清 潔 保 持…皮膚の痒み、床ずれの改善・解消が期待できます。
❤リラックス効果…筋肉がほぐれ、血行が良くなり入浴後の安眠が期待できます。
❤介 護 負 担 軽 減…ご家族様の身体的・精神的な介護負担の軽減が期待できます。
ご用意頂くのは、着替えとオムツ・入浴後のお好みの水分補給のみです。
タオル・・シャンプー等はすべて持参します。
※ 髭剃りをご希望の方は、ご本人様専用をご用意ねがいます。
※ 住環境により、屋内外の水道から給水させて頂きます。
※ 入浴中にシーツ交換も行います。
※ 必ずごあいさつ含め事前訪問にて安心して入浴して頂けるよう確認をします。
※ 主治医の入浴可否指示書が必要となります。
〔所在地・案内図〕
お問合せ先：訪問入浴介護事業部
◇堺 本 部 〒590-0142（本部）堺市南区桧尾 3093-7
TEL：072-260-1294 FAX：072-260-1295
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□ 三国ヶ丘

□ 堺本部

訪問介護
居宅介護・重度訪問介護
移動支援
計画相談支援・地域移行・地域定着
障がい児相談支援
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
移動支援（堺市）
移動支援（和泉市）

事業所番号：2776501138
事業所番号：2716500778
事業所番号：2766540435
事業所番号：2736500071
事業所番号：2776500049
事業所番号：2716400144
事業所番号：2766440081
事業所番号：2760540217

「障がいをお持ちの方が、住み慣れた地域で当たり前の生活を行うお手伝いを支援し、
常に“笑顔”で日々の生活が送れるように」という想いが溢れるサービスです。

“せかんど

障がい福祉サービスのアピールポイント”

介護人材の育成と安定化に全力を注いで参りました。
担当させて頂くご利用者様の安心・安全・満足度の向上と共に更なる安定した職員の定着率
を掲げて活動しております。
また、ご利用者様の日常を知るスタッフが体調の“変化”を感じ取るスキルを大切に考え、
法人内の訪問看護ステーションとの連携により、感じた変化の相談から適切なアドバイス
を得るチームケア体制で重篤となる事を未然に防ぎたいと考えております。
是非ご相談ください！ 全力を尽くしてご期待にお応えいたします！
〔所在地・案内図〕
お問合せ先：訪問介護事業部
◇三国ヶ丘 〒590-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町 2-47 DWELL 三国 101
TEL：072-202-1294 FAX：072-202-1295
◆（介護保険制度：訪問介護・介護予防訪問型サービス）
◆（障がい福祉サービス：居宅介護・重度訪問介護・移動支援・計画相談支援・地域移行
・地域定着・障がい児相談支援）
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〔法人本部〕
〔事業内容〕 居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・地域密着型通所介護・障がい福祉サービス
訪問入浴介護・介護予防訪問サービス・通所サービス

TEL：072-260-1294
〔せかんど ケアセンター高石〕
〔せかんど デイサービス高石〕
〔事業内容〕 訪問介護・訪問看護・認知症対応型通所介護・介護予防訪問サービス・認知症カフェ

ケアセンター高石

TEL：072-267-7771

デイサービス高石

TEL：072-267-

7778
〔せかんど
三国ヶ丘〕
〔事業内容〕 訪問介護・障がい福祉サービス全般・相談支援事業・介護予防訪問サービス

TEL：072-202-1294
〔せかんど 通い茶屋〕
〔事業内容〕 地域密着型通所介護・介護予防通所サービス

TEL：0725-55-1294

特定非営利活動法人 せかんど
TEL：072-260-1294

FAX：072-260-1295

〒590-0142 大阪府堺市檜尾 3093-7
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