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　当事業所ご契約者に対して小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や

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

「小規模多機能型居宅介護」重要事項説明書

（介護） 社会福祉法人　敬羨会

ほんまち家

当事業所は介護保険の指定を受けています。

（事業所番号　３４９１７０００２１）

※当サービス利用は、原則として要介護認定の結果「要介護1～5」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利用は可能です。
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事業者

法人名　　　　　　　社会福祉法人　敬　羨　会

法人所在地　　　　　広島県府中市木野山町箱田奥甲１５３８番地

電話番号　　　　　　０８４７－６８－２５８５

代表者名　　　　　　理事長　山　本　晃　二

設立年月　　　　　　１９９５年８月７日

事業所の概要

事業所の種類　　　　小規模多機能型居宅介護

　　　　　　　　　　２００７年３月１日　指定　指令府福第５８号

事業所の目的　　　　利用者の有する能力に応じ自立に向けた小規模多機能型居宅介護

　　　　　　　　　　サービスを提供する。
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　　　　※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における

早朝 ～

日中 ～

夜間 ～

日中 ～

事業所の名称　　　　小規模多機能型居宅介護事業所　ほんまち家

事業所の所在地　　　広島県府中市府中町７５９-１

電話番号                           0847-47-6266

事業所長（管理者）　名前　片山　佳恵

当事業所の運営方針　利用者の心身の状態に合った小規模多機能型介護サービスを的確に

　　　　　　　　　　行い、自立に向けた日常生活が営まれるようケア計画に基づき支援

　　　　　　　　　　をする。

開設年月　　　　　　２００７年３月１日

利用定員 (要支援含)    登録者２５人（１日当り　通い　１５人　・　泊まり　９人）

事業実施地域及び営業時間

事業の実施地域　　　府中市

営業日及び営業時間　　

営業日 年　中　無　休

受付時間 月～日 ８時３０分～１７時３０分

サービス提供時間 月～日 ９時００分～１６時００分

職員の配置状況

　当事業所では、ご契約者に対して小規模多機能型居宅介護サービス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 員　数

1、事業所長（管理者） 1

2、計画作成担当者 1

3、介護職員 5

4、看護職員 1

　　　　　常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。

　　　　　（例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、

　　　　　　　　１名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。

（主な職種の勤務体制）

職　種 勤　務　体　制

1、介護職員 勤務時間： 7:30 16:30

勤務時間： 9:00 18:00

勤務時間： 16:30 9:30

2、看護職員 勤務時間： 8:30 17:30

　　☆原則として１名の看護職員が勤務します。

☆土日は上記と異なります。
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⑵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。

⑴ 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）

　います。

（食事時間・泊まりの場合）

朝食 8：00～ 12：00～ 17：00～

②入浴

③排泄

④地域とのふれあい

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。

当事業所が提供するサービスについて

⑴利用料金が介護保険から給付される場合

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食事（但し、食材料費は別途いただきます。）

　ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

昼食 夕食

　入浴及び清拭を行います。機械浴槽を使用して入浴することができます。

　ご契約者の排泄の介助を行います。

　地域の行事に積極的に参加します。



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

1． ご契約者の要

8,000円 5,000円

7200円 4500円

800円 500円

☆上記加算について

→

→

→

→

☆総合マネジメント体制強化加算 →

要介護 4 要介護 5

271,170円
　　ビス利用料金

〈サービス利用料金（１ヶ月あたり）〉（契約書第６条参照）

　給付費額を除いた金額（自己負担額1割から3割）をお支払い下さい。

（下記サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。）

要介護 1 要介護 2 要介護 3

　　れる金額

　　介護度とサー
104,230円 153,180円 222,830円 245,930円

27,117円　　に係る自己負　

　　担額（１‐２）

2．うち、介護保

93,807円 137,862円 200,547円 221,337円 244,053円　　険から給付さ

サービス提供

体制強化加算（Ⅰ）イ

認知症加算

（Ⅰ）（Ⅱ）

看護職員配置加

算(1)

総合マネジメント

体制強化加算
初期加算

3．サービス利用

10,423円 15,318円 22,283円 24,593円

10000円

訪問体制強化加算

　　算サービス利 利用者の皆様対象者の皆様 利用者の皆様 利用者の皆様 利用開始日から 利用者の皆様

1． ご契約者の加

　　れる金額

　　用料金 6400円 9,000円 10000円 1日30円×30日

1000円

　　担額（１‐２）

10.20%

2．うち、介護保

5760円 8100円 9000円　　険から給付さ 8100円 9000円

3．サービス利用

640円 900円 1000円　　に係る自己負　 900円

☆サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 介護福祉士の総数　常勤換算で50％以上

☆認知症加算（Ⅰ） 主治医意見書の認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上

☆認知症加算（Ⅱ） 要介護Ⅱの人で主治医意見書の認知症高齢者日常生活

自立度Ⅱに該当する人

看護師が専従で1以上配置されている場合☆看護職員配置加算（Ⅰ）

1

居宅介護費の 居宅介護費の

1.50%

介護職員

処遇改善加算

介護職員

1

特定処遇改善加算

☆ご契約者がまだ要介護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。要介護認定を受けた後、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。

利用者の心身の状況・家族などを取り巻く環境の変化に

　応じ、随時ケアマネージャー、看護師、介護職員などが共同し計画の見直しを行う。

　地域での多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状況に

　応じて、地域の行事や活動などに積極的に参加する。
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☆１ヶ月に満たない期間のサービス開始時に関する利用料金は利用日数に基づいて計算し

　た金額とします。

介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照）

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。

☆ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（2）①参照）

☆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。

〈サービスの概要と利用料金〉

①食事の提供

　ご契約者に提供する食事にかかる費用です。

　料金：朝食　２４０円　昼食　６２０円（おやつを含む）夕食　５２０円

　　　（流動食は　１回あたり　２００円）

②宿泊サービス費

　ご契約者の希望により宿泊される場合の費用

　料金：１泊　５００円

③通常の事業実施区域（府中市地域）以外への送迎

　なし

④レクレーション、クラブ活動

　ご契約者の希望によりレクレーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。

　利用料金：材料代等実費を頂きます。

⑤複写物の交付

　ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

　とする場合には実費をご負担頂きます。

　１枚につき　１０円

⑥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頂くこと

　が適当であるものにかかる費用をご負担頂きます。

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当額に変更することが

　あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前

　までにご説明します。

利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照）

前期（1）、（2）の料金・費用は、窓口払い・金融機関振込み・指定口座引落し可能。

利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照）

〇利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通い、泊まり、訪問サービスの利用を中

　止又は変更、もしくは追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前

　日までに事業者に申し出てください。
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〇苦情受付窓口（担当者）

⑵

所在地

電話番号

受付時間

所在地

電話番号

受付時間

⒎

年 月 日

名　前

ビスの提供開始に同意にしました。

名　前

名　前

〇利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

　合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体

　調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無　料

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％

〇各サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希

　望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に掲示して

　協議します。

苦情の受付について（契約書第19条参照）

当事業所における苦情の受付は、面接、書面などにより苦情担当者が随時受付ます。なお

第三者委員に直接申し出ることもできます。苦情受付・報告・確認・話し合いを行ないます。

［職名］　　　　片山（管理者）　平川（介護職）

〇受付時間　　　毎週月曜日～日曜日（9：00～18：00）

また、苦情受付ボックスを事業所カウンターに設置しています。

行政機関その他苦情受付機関

8：30～17：15

府中市役所 広島県府中市府川町315

介護保険課 ０８４７－４０－０２２２

介護福祉係 8：30～17：15

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、小規模多機能型居宅介護サー

利用者住所 印

事業所内事故の対応について

　当事業所ご利用中に事業所内においての状態急変・事故等について、ほんまち家「緊急

時マニュアル」に基づき処置を行い、通院が必要な場合には直ちに緊急時協力医療機関へ

搬送いたします。また同時にご家族へもご連絡し、正確な情報提供に努めます。

小規模多機能型居宅介護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。

小規模多機能型居宅介護事業所ほんまち家

説明者職名 印

広島県国民健康保険団体 広島県広島市中区東白島19-49　国保会館

連合会 ０８２－５５４－０７７０

代筆者住所 印

（　家族／身元引受人／代理人　）


