（ 様式 －Ｏ Ｋ － ７２ ２４ － ２）
居宅介護支援重要事項説明書
１

事 業所 の概 要
事

業

所

名

大 月富 士見 苑指 定居 宅介護 支援 事業 所

所

在

地

山梨 県大 月市 大月 町真木 ４６ ６０ 番地

連

絡

先

Ｔ ＥＬ
Ｆ ＡＸ

事業者指定番号

１９ ７１ ４０ ００ ２１

管

代 永

理

者

名

サ －ビ ス提 供地 域
２

０ ５５ ４－ ２ ３－ ０２ ９４
０ ５５ ４－ ２３－ １８ ２４

浩 士

（ 通常 の実 施地 域）

大 月市 、都 留市

事 業所 の職 員体 制等
職
管

種
理

者

介 護支 援専 門員

業

務

内

容

人

員

事 業所 の従 事者 の管 理及 び業 務管 理

１名

（常 勤）

居 宅介 護支 援業 務

２名

（常 勤）

※（ 内 、 １ 名 は 管 理 者 と 兼 務 ）
３

営 業（ サ ー ビス 提供） 時間
月 曜日 から 金曜 日の午 前８ 時３ ０分 ～午 後５時 ３０ 分ま で
※国 民の 祝日 及び１ ２月 ２９ 日～ １月 ３日ま では 休業 致し ます 。
※緊 急の 場合 は時間 外で も相 談業 務を 行ない ます 。

４

利 用料 金
① 利 用料
居 宅介 護支 援業務 に関 して は、 原則 として ご利 用者 の負 担は ござい ませ ん。
※保 険料 の滞納 等が ある 場合 は、 一旦料 金を 支払 って いた だく場 合が ござ いま す。
② 交 通費
通 常の 実施 地域の ご利 用者 につ いて は負担 はご ざい ませ ん。
通 常の 実施 地域以 外の ご利 用者 につ いては 、要 した 交通 費の 実費を 頂き ます 。な お、 自動車 を使
用 した 場合 の交 通費 は、次 の額 を頂 きま す。
通常 の事 業地域 を超 える 片道 １０ キロメ －ト ル未 満の 場合
１ ５０ 円
通常 の事 業地域 を超 える 片道 １０ キロメ －ト ルを 超え る場 合
１キ ロメ －トル につ き １５ 円を 加算

５

運 営方 針
① 事 業所 の介 護支 援 専門 員は 、要 介護 者の心 身の 状況 や、 その 置かれ てい る環 境等 をふ まえ要 介護
者 の選 択に 基づ き、 適切な 保健 医療 サー ビス 及び福 祉サ ービ スが 多様 な事業 者か ら総 合的 、効 率的
に 提供 され 、要 介護 者が有 する 能力 に応 じ自 立した 日常 生活 を営 む事 ができ るよ う援 助を 行な いま
す。
② 指 定居 宅介 護支援 等の 提供 に当 たっ ては、 要介 護者 の意 思及 び人格 を尊 重し 、常 に利 用者の 立場
に 立ち 公正 中立 に行 います 。
③ 事 業の 運営 に当た って は、 関係 市町 村、 在 宅介 護支 援セ ンタ ー、地 域包 括支 援セ ンタ ー、他 の居
宅 介護 支援 事業 者、 介護保 険施 設等 との 連携 に努め ます 。

６

提 供す るサ ービ スの主 な内 容
① ご 利用 者の 居宅を 訪問 し、 ご利 用者 やご家 族に 面接 して 情報 を収集 し、 解決 すべ き問 題を把 握し
ま す。
② 居 宅周 辺地 域にお ける 居宅 サー ビス 事業者 が実 施し てい るサ ービス の内 容、 利用 料等 の情報 を適
正 にご 利用 者や ご家 族に提 供し 、ご 利用 者に サービ スの 選択 を求 めま す。
な お、 ご利 用者 及びご 家族 は、 複数 の居 宅サー ビス 事業 者の 紹介 を求め るこ とが でき ます 。

③ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するうえでの留意点など
を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成致します。
なお、ご利用者及びご家族は、居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅サービス事業者
の選定理由の説明を受けることができます。
④ 居 宅サ ービ ス計画 の原 案に 位置 付け た指定 サー ビス 等に つい て、保 険給 付の 対象 とな るサー ビス
と 対象 とな らな いサ ービス （自 己負 担） を区 分して 、そ れぞ れ種 類、 内容、 利用 料等 をご 利用 者や
そ のご 家族 に説 明し 、その 意見 を伺 いま す。
⑤ 居 宅サ ービ ス計画 の原 案は 、ご 利用 者やそ のご 家 族 と協 議し たうえ で、 必要 があ れば 変更を 行い
ご 利用 者か ら文 書に よる同 意を 得た 後、 交付 致しま す。
⑥ 居 宅サ ービ ス計画 の目 標に 沿っ てサ ービス が提 供さ れる よう 居宅サ ービ ス事 業者 等と の連絡 調整
を 行い ます 。
⑦ ご 利用 者が 介護保 険施 設へ の入 院又 は入所 を希 望し た場 合に は、利 用者 に介 護保 険施 設の紹 介そ
の 他の 支援 を行 いま す。
⑧ 少 なく とも １月に １回 ご利 用者 宅を 訪問し 、ご 利用 者に 面接 してサ ービ スの 実施 状況 の把握 を行
い 、少 なく とも １月 に１回 その 記録 を行 いま す。
⑨ ご 利用 者の 状態に つい て再 評価 を行 い、ご 利用 者の 申し 出に より又 は状 態の 変化 等に 応じて 居宅
サ ービ ス計 画の 変更 等を行 いま す。
⑩ ケ アプ ラン の作成 時（ 又は 変更 時） やサー ビス の利 用時 に必 要な場 合は 、ご 利用 者の 同意を 得た
う えで 、関 連す る医 療機関 やご 利用 者の 主治 医との 連携 を図 りま す。
⑪ ご 利用 者が 居宅サ ービ ス計 画の 変更 を希望 した 場合 又は 事業 者が居 宅サ ービ スの 変更 が必要 と判
断 した 場合 には 、ご 利用者 の意 見を 尊重 して 、合意 のう え、 居宅 サー ビスの 変更 を行 いま す。
⑫ ご 利用 者の 意思を 踏ま え、 要介 護認 定の申 請に 必要 な協 力を 行いま す。
⑬ ご 利用 者の 要介護 認定 有効 期間 満了 の３０ 日前 には 要介 護認 定の更 新申 請に 必要 な協 力を行 いま
す 。
７

相 談・ 苦情 窓口
① 当事 業所 相談 ・苦 情担当 （月 ～金 曜日 ・ 8時 30～ 5時30分、 時間 外は 携帯 に連 絡く ださ い）
当 事業 所の 居宅 介護 支援に 関す るご 相談 ・苦 情及び 居宅 サー ビス 計画 に基づ いて 提供 して いる サ
ービスについてのご相談・苦情があった場合は、速 やかに対応すると共にその内容を記録します。
苦 情・ 相談 連絡 先 大 月富 士見 苑指 定居 宅介護 支援 事業 所
℡ ０５５ ４－ ２３ －０ ２９ ４
苦 情・ 相談 担当 介護 支援 専門 員
嵯 峨和子 （ 緊急 時携 帯 ０９０ ３０ ０３ ９７ １５ ）
② その 他の 相談 ・苦 情窓口
当事 業所 以外 にも 下記の 相談 ・苦 情窓 口が ござい ます 。
介 護保 険全 般に 関する 問い 合わ せ（ 相談 ・苦情 ）
大月 市地 域 包 括支援 セン ター
０ ５５４ －２ ３－ ８０ ３４
都留 市地 域包 括支援 セン ター
０ ５５４ －４ ６－ ５１ １４
介護 保険 サー ビスに 関す る相 談 及 び苦 情の窓 口
山梨 県国 民健 康保険 団体 連合 会 介護 保険相 談窓 口 ０５ ５－ ２３３ －９ ２０ １
（開 設日 は毎週 水曜 日・ 午前 ９時 ～午後 ４時 ）

８

秘 密の 保持
サ －ビ スを 提供 する上 で知 り得 たご 利用 者及び その ご家 族に 関す る秘密 ・個 人情 報に つい ては、 ご利
用 者又 は第 三者 の生 命、身 体等 に危 険が ある 場合な ど正 当な 理由 があ る場合 を除 いて 、契 約期 間中及
び 契約 終了 後、 第三 者に漏 らす こと はご ざい ません 。
しか し、 あら かじ め文書 によ りご 利用 者及 びその ご家 族の 同意 を得 た場合 は、 前項 の規 定に かかわ らず 、
一 定の 条件 の下 で情 報を提 供し ます 。

９

損 害の 賠償
指 定居 宅介 護支 援事業 の提 供に あた って 、自ら の責 めに 帰す べき 事由に より ご利 用者 の生 命・身 体・
財 産に 損害 を及 ぼし た場合 には 、そ の損 害を 賠償致 しま す。

10

事 故等 緊急 時の 対応
指 定居 宅介 護支 援事業 の提 供時 にご 利用 者に事 故等 が発 生し た場 合、そ の他 必要 な場 合に は、速 やか
に ご利 用者 のご 家族 等に連 絡し 必要 な措 置を 講じる と共 に事 故の 状況 や採っ た措 置に つい て記 録しま
す。

11

法 人の 概要
名 称・ 法人 種別
代 表者 役職 ・氏名
法 人所 在地 ・電話 番号

社会 福祉 法人 平成 福祉 会
理事 長 相 馬 秀 守
山梨 県大 月市大 月町 真木 ４６ ６０ 番地
ＴＥ Ｌ ０５５ ４－ ２３ －０ ２９ ４

サ －ビ ス契 約の 締結に 当た り、 上記 によ り重要 事項 を説 明い たし ました 。
事 業者
山梨 県大 月市 大月 町真 木４ ６６ ０番地
社会 福祉 法人 平成 福祉 会
大月 富士 見苑指 定居 宅介 護支 援事 業所
説 明者

印

介護 支援 専門 員

印

サ －ビ ス契 約の 締結に 当た り、 上記 によ り重要 事項 の説 明を 受け 、その 内容 につ いて 同意 します 。

平

成

年

月

ご 利用 者

日

住所

氏名

(署 名者 ）

代 筆理 由

（ ご家 族代 表者 ）

㊞

本人

身体 的

・

・

代 筆 (者 )

精神 的

・

そ の他 (下記 に具 体的 に記 載 )

住所

氏名

㊞

