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「指定居宅サービス」重要事項説明書

～  地域密着型通所介護  ～

介護予防型サービスを含む

（地域密着型通所介護・介護予防型サービス 以下「地域密着型通所介護等」という。

社会福祉法人 洛南福祉会

 元 源  

当事業所はご契約者に対して地域密着型通所介護サービス等を提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

１．事業者

（１）法人名 社会福祉法人 洛南福祉会

（２）法人所在地 京都市伏見区向島上林町１６

（３）電話番号 075-622-8687 
（４）FAX番号 075-622-8835 
（５）代表者氏名 理事長 長田 修

（６）設立年月 平成 10年 4月 1日

当事業所は介護保険の指定を受けています。

地域密着型通所介護・介護予防型サービス

（指定事業者番号 ２６７０９１７２５７）

◇◆目次◆◇
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※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「事業対象者」「要支援」「要

介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも

サービスの利用は可能です。
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２．事業所の概要

（１）事業所の種類 指定通所介護事業所  平成 ２８年 ２月 １日指定

          ※指定地域密着型通所介護事業所 平成 ２８年 ４月 １日変更

指定介護予防通所介護事業所 平成 ２８年 ２月 １日指定

           介護予防型サービス     平成 ２９年 ４月 １日指定

指定事業者番号  （２６７０９１７２５７）

（２）事業所の目的  事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、ご契約者が有する能

力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご契約

者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご契約者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として、ご契約

者に対し、サービスを提供します。

（３）事業所の名称 元 源

（４）事業所の所在地 京都市伏見区横大路鍬ノ本 9-1 
（５）電話番号 075-632-9527 
（６）FAX 番号 075-632-9513 
（７）事業所長（管理者）氏名

       石川 理恵子

（８）当事業所の運営方針 ○法人理念 「共に生き、笑顔で支えあうくらしづくり」

               ・地域に根ざし、地域と共に生きる施設づくり

               ・ご利用者が自己決定できる暮らしづくり

１．事業所において提供する地域密着型通所介護等は、介護保険法並びに関係す

る厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

２．ご契約者の人格を尊重し、常にご契約者の立場に立ったサービスの提供に努

めるとともに、ご契約者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に地域密

着型通所介護計画を作成することにより、ご契約者が必要とする適切なサー

ビスを提供する。

３．ご契約者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かり

やすく説明する。

４．適切な介護技術をもってサービスを提供する。

５．常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

６．居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った地域密着型通

所介護等を提供する。

（９）開設（サービス開始）年月日

平成 ２８年 ２月 １日

（10）通常の事業（送迎）の実施地域 

   伏見区［横大路学区、久我学区、久我の杜、羽束師学区、淀学区、淀南学区、

納所学区、向島学区、向島南学区、向島藤の木学区、向島二ノ丸学区、

向島二ノ丸北学区、下鳥羽学区］
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（11）営業日及び営業時間 

 介護予防型デイサービス 

地域密着型通所介護 

営業日 月～金（祝日営業）※年始１/１休み 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 月～金  ・  ９:００～１２:３０ 

     ・ １３:００～１７:００ 

利用定員（介護予防

型サービス含む） 
午前 16 名・午後 16名／日 

（12）建物の構造  木造平屋金属瓦葺 1階建

（13）延べ面積   ２０２．７６㎡

３．職員の配置状況

 当事業所では、ご契約者に対して地域密着型通所介護等を提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種

介護予防型デイサービス

地域密着型通所介護

職員配置 指定基準

１．管理者 兼務１名 １名

２．生活相談員 兼務２名 ２名

３．看護職員（機能訓練指導員兼務） 非常勤４名 １名

４．介護職員 専従３名、兼務１名 １名

＜主な職種の勤務態勢＞

職種 地域密着型通所介護等

１．

生活相談員
勤務時間：８：３０～１７：３０

２．

介護職員

勤務時間：８：３０～１７：３０

☆原則として職員１名あたり利用者５名のお世話をします。

３．

看護職員

勤務時間：８：３０～１７：３０

☆上記時間内にて必要時間の勤務となります。

４．当事業所が提供するサービスと利用料金

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

○地域密着型通所介護及び介護予防型デイサービス

また、サービスについて、

（１）利用料金が介護保険から給付される場合

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
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（１）介護保険の給付の対象となるサービス

 以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常７～９割)が介護保険から給付されま
す。

＜サービスの概要＞

① 入浴

・入浴または清拭を行います。車椅子の方でも機械浴槽を使用して入浴することができ

ます。

②排泄

・ご契約者の状況に応じて適切な排せつの介助を行います。

※食事（但し、食材料費は別途いただきます。１食：４３３円）

・当事業所では、食事提供事業者と提携しておりご注文をいただいた弁当を送迎の際に

お持ち帰りいただくといった方法を取っております。

・原則としてご希望者のみの選択制となっております。細やかな対応に関しては食品衛

生上対応しておりませんのでご了承ください。

＜サービス利用料金＞

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。

○地域密着型通所介護 （１日あたり）

１．ご契約者の要支援度とサービス

の利用料金

要介護度

１

5,339円

要介護度

２

6,008円

要介護度

３

6,688円

要介護度

４

7,356円

要介護度

５

8,046円
２．うち、介護保険から給付される

金額
4,805円 5,407円 6,019円 6,620円 7,241円

３．サービス利用に係る

自己負担額（１－２）

１割負担 534円 601円 669円 736円 805円
２割負担 1,068円 1,202円 1,338円 1,472円 1,610円

３割負担 1,602円 1,803円 2,007円 2,207円 2,414円

※その他、入浴介助加算（約 53円／回）
サービス提供体制強化加算Ⅰイ（約 19円／回）サービス提供体制強化加算Ⅰロ（約 13円／回）
サービス提供体制強化加算Ⅱ （約 7円／回） 
「介護職員処遇改善加算」（合計単位数に×5.9％）を含んだ料金です。
「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」（合計単位数に×1.2％）を含んだ料金です。
○介護予防型サービス

1割負担 2割負担 3割負担
入浴あり 入浴なし 入浴あり 入浴なし 入浴あり 入浴なし

月額

(包括)
報酬

週1回 1,934円 1,709円 3,867円 3,417円 5,800円 5,126円
週2回
以上

3,959円 3,512円 7,917円 7,023円 11,876円 10,534円

１回当

たり

報酬

週1回 506円 455円 1,012円 909円 1,518円 1,364円
週2回
以上

599円 548円 1,198円 1,095円 1,797円 1,643円
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※送迎加算は上記の基本報酬に含む。

加算について

加 算 1割負担 2割負担 3割負担
サービス提供体

制強化加算Ⅰイ

要支援１ 約 76円／月 約 152円／月 約 228円／月
要支援２ 約 151円／月 約 302円／月 約 453円／月

サービス提供体

制強化加算Ⅰロ

要支援１ 約 51円／月 約 102円／月 約 153円／月
要支援２ 約 101円／月 約 202円／月 約 303円／月

サービス提供体

制強化加算Ⅱ

要支援１ 約 25円／月 約 50円／月 約 75円／月
要支援２ 約 51円／月 約 102円／月 約 153円／月

※ 「介護職員処遇改善加算」（合計単位数に×5.9％）を含んだ料金です。
  「介護職員特定処遇改善加算Ⅰ」（合計単位数に×1.2％）を含んだ料金です。
☆加算については月により変動する事があり、それに伴い料金が変更する場合があります。

☆ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていな

い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う

ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

＜サービスの概要と利用料金＞

日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただく

ことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

内容 地域密着型通所介護等

実施区域外

への送迎

実施地域を越えた地点から

片道 １キロメートルあたり ５００円

喫茶代
１杯につき         １００円

チケット 1セット（11枚）１，０００円
複写物の交付 １枚につき          １０円

オムツ代

（１枚につき）

紙オムツ          １７０円

尿取りパット         ４０円

（３）利用料金のお支払方法

前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月単位のお支払いになります。

月初めに先月分の請求を致しますので、１ヶ月以内にお支払い下さい。

＜取消料＞

当日（午前の部の方）８：３０、(午後の部の方)１２:００までに申し出があった場合
→無料

当日（午前の部の方）８：３０、(午後の部の方)１２:００までに申し出がなかった場合
→６００円
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５．苦情の受付について

（１）当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

① 苦情受付窓口（担当者）  生活相談員  石川 理恵子

② 受付時間     月～金  ８：３０～１７：３０

③ 苦情受け付け箱 施設内に意見箱を設置しております。

（２）行政機関その他苦情受付機関

  ①健康福祉部健康長寿推進課

    所在地  京都市伏見区鷹匠町３９番地の２

    電話番号 075（611）1101 
    受付時間 9：00～17：00 

②京都府国民健康保険団体連合会

    所在地  京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 620 COCON烏丸内
    電話番号 075（354）9090 
    受付時間 9：00～17：00 

６．緊急時の対応について

（１）緊急時の対応

当事業所は、地域密着型通所介護サービス等の提供時にご契約者に病状の急変

が生じた場合、その他必要な場合は速やかに家族並びに主治医又はあらかじめ

定められた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとします。

（２）事故発生時の対応

当事業所は、地域密着型通所介護サービス等の提供により事故が発生した場合

には速やかに市町村、ご契約者の家族、当該ご契約者に関わる介護支援事業所

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。

（３）非常災害対策

当事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに非常災害に備

えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。

７．サービスの利用に当たっての留意事項

   当事業所の利用に当たっての利用者の留意事項は次の通りとする。

（１） サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示することとする。

（２） 事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用することとし、これに反し

た利用により破損等が生じた場合は、必要に応じて修理費用等の実費弁償を行
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うものとする。

（３） 決められた場所以外での喫煙は行わないこととする。

（４） 他の利用者の迷惑になる行為は行わないこととする。

（５） 金銭等の管理は各自で行うこととする。

（６） 事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動は行わないこ

ととする。

８．個人情報の保護

（１）事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関す   

る法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める

ものとする。

（２） 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供

以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、

利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を

用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文章により得るものとする。

９．運営推進会議

（１） 事業所の運営する地域密着型通所介護等を地域に開かれたサービスとして、利

用者、利用者家族、地域住民及び地域包括支援センターの職員に対し、単に運

営上の報告を行うだけではなく、事業所が地域との関係を構築していくうえで、

利用者が地域に溶け込み、また地域住民が事業所及び利用者を理解することで、

共に暮らせる関係を構築し、サービスの質の確保を図ることを目的として、運

営推進会議を設置する。

（２） 運営推進会議の構成員は、利用者又は利用者の家族、地域住民の代表者及び地

域包括支援センターの職員とする。

（３） 運営推進会議の開催はおおむね６箇月に１回以上とする。

（４） 事業の活動状況を運営推進会議で報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、

助言などを聴くこととする。
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私は、本書面に基づいて事業者からサービス提供及び利用料の徴収についての説明を受

け、指定居宅サービスの提供開始と希望するサービスにかかる利用料金の徴収及び、入院

時等に、ご契約者に関する情報を関係機関に提供することに同意しました。また、サービ

ス担当者会議等において私並びに家族の個人情報を用いることに同意します。 

令和  年  月  日 

          契 約 者   住所 

                  氏名                印 

          署名代行人   住所 

                  氏名                印 

          身元引受人   住所 

                  氏名                印 

指定居宅サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

元 源（地域密着型通所介護等） 

説明者 職 名          氏 名 

     生活相談員                 印 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第８条及び第 125 条の規

定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 


