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  令和   年   月   日 

 

特別養護老人ホーム篠栗荘 重要事項説明書 

 

                                社会福祉法人    信 愛 会 

                                特別養護老人ホーム  篠栗荘 

 

 

 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供され

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。 

 

※ 当施設の入所は、原則として要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。 
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※ 付属文書 1～6  

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（福岡県指定 第 4037900062号） 
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施設経営法人内容 

（１）法 人 名        社会福祉法人  信 愛 会 

（２）法人所在地       福岡県糟屋郡篠栗町津波黒４５０－１ 

（３）電話番号         ０９２－９４７－３４８０ 

（４）代 表 者        理事長  栁  義明 

（５）設立年月         昭和５６年１２月 １日 

２．ご利用施設について 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設 

平成 12年 4月 1日指定 福岡県 第 4037900062号 

 

（２）施設の目的      

社会福祉法人信愛会が実施する指定介護老人福祉施設事業は、要介護者等利用者の心身の状

況により、又は、家族の疾病、若しくは利用者の家族の身体的及び精神的は負担の軽減を図

るために、長期的に居宅において日常生活を営むに支障がある者を対象に、本人や家族の意

向等を基本に利用者が快適に、安心して利用できるような適正な運営を確保するために人員

及び管理運営に関する事項を定め、適正な入所生活介護を提供することを目的とする。 

 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム  篠 栗 荘 

（４）施設の所在地  福岡県糟屋郡篠栗町津波黒４５０－１ 

（５）電話番号      ０９２－９４７－３４８０ 

（６）施設長      栁  竜 一 

 

（７）当施設の運営方針  

通常居宅において生活している要介護の利用者及びその家族等が疾病、若しくは利用者の家

族の身体的及び精神的は負担の軽減を図るために、長期的に居宅において日常生活を営むの

に支障がある者を対象に、長期的に入所して頂き、介護・給食・リハビリテーション等サー

ビス提供する。 

 

（８）開設年月      昭和５７年４月１日 

 

（９）入所定員           ５０人 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は個室です。      

但し、居室の配置・居室場所の選択につきましては、ご利用者の心身状況や居室の空き状況

によりご希望に沿えない場合もあります。 
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居室・設備の種類 室 数 備  考 

個室（1人部屋） ６０室 従来型個室（１２.１８㎡） 

合  計 ６０室 うち１０床は併設のショートステイ分 

食 堂 ２室  

機能訓練室 １室 [主な設置機器] 平行棒、滑車等 

浴 室 ５室 特殊浴・リフト浴（２）・一般浴（２） 

医務室 １室  

静養室 １室  

※前記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施

設・設備です。 

☆居室の変更：ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する

場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとし

ます｡ 

☆ 居室に関する特記事項：トイレは１階に７ヶ所、２階に９ヶ所設置、その他必要に応じてポー      

タブルトイレを使用します。 

４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設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 常勤換算 指定基準 

１． 施 設 長  1名 

２． 介護職員  16名 

３． 生活相談員  1名 

４． 看護職員  2名 

５． 機能訓練指導員（看護職員兼務）  1名 

６． 介護支援専門員  1名 

７． 医師（嘱託医）  1名 

８． 管理栄養士  1名 

   

※ 常勤換算：職員それぞれ週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における 

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。 
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<主な職種の基本的な勤務体制> 

職   種 勤 務 体 制 

１． 医  師 毎週火・金曜日 午後 

２． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早出： 7：00～16：00  2名 

日勤： 9：30～18：30  2名 

遅出： 11：30～20：00  2名 

夜勤： 16：45～ 9：45  3名 

３． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝：  8：00～17：00  1名 

日中：  9：00～18：00   1名 

４． 機能訓練指導員（看護職員兼務） 月曜から土曜日   

５． 生活相談員 9：00～18：00  1名 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）利用料金が介護保険から給付されるサービス 

（２）利用料金の全額をご利用者にご負担頂くサービス 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービスについて（契約書第 3条参照） 

以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。 

 ① 食  事 

・ 当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況

および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご利用者の自立支援の為、離床して食堂にて食事して頂くことを原則としています。 

  （食事時間帯） 朝食：7：45～8：45  昼食：11：45～13：00  夕食：17：30～18：30 

 ② 入  浴 

・ 入浴又は清拭を週 2回程行います。（健康状態や季節を考慮します。） 

・ 身体の状況に応じて、特殊浴、リフト浴、一般浴が選択できます。 

 ③ 排  泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④ 機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

※個別機能訓練加算はありません。 

 ⑤ 健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 
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 ⑥ その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 ⑦ サービス提供に関する諸記録の取り扱いについて 

  ・介護老人福祉施設サービスに関する諸記録については、適正に取り扱います。 

  ・保管については、福岡県介護サービス事業等の人員・設備及び運営の基準等に関する条例に 

従い、５年間とします。（国の基準は２年間） 

    

（２）サービス利用料金（１日あたり）（契約書第 6条参照） 

・・・別記［サービス利用料金］による 

別記の料金表によって、ご利用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）と食事に係る標準自己負担額の合計金額が請求されます。 

（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２０日まで

に以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料

金は、利用日数に基づいて日割り計算した金額とします。） 

・口座からの自動振替 

  ご利用できる金融機関：福岡銀行の利用者個人名義口座（入所時預り口座） 

 

 ※原則として、預り口座からの振替ですが、 

指定口座への振込みの場合 

      福岡銀行 篠栗支店 普通預金 63311 （福）信愛会 篠栗荘 

 

（４）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療

を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するもので

はありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 ①協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 井上会 篠栗病院 

所 在 地 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲 94 092-947-0711 

診 療 科 内科、外科、整形外科、循環器科、皮膚科、耳鼻科他 

 ②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医療法人 中庸会 井上歯科医院 

所 在 地 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東 3-3-41 092-939-0438 

医療機関の名称 医療法人 宝歯会 筑紫野スマイル歯科医院 

所 在 地 筑紫野市明寺 434-1 092-918-3380 
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6．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由が

ない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに

至った場合には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。  

（契約書第 14条参照） 

 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合） 

② 事業者が解散、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービス提供が不可能になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 15、16、17条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者からあるいは、当施設からの退所を申し出ることができ

ます。その場合には、退所を希望する日の 7日前までに解約届出をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施

設サービスを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情

が認められる場合 

⑥ 他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第 17条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

② ご契約者によるサービス利用料金の支払いが 6 か月以上遅延し、相当期間を定

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他

の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこ

となどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご利用者が連続して 3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場

合もしくは入院した場合 

⑤ ご利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に

入院した場合 
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   利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第 19条参照） 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※利用者が病院又は診療所に入院している期間において、短期入所生活介護の利用者のため 

   居室を使用させて頂く事がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

   その際の居室内の私物の管理には十分に注意を払います。 

   短期入所生活介護の利用者に居室を使用させて頂いている間の居室使用料は頂きません。 

 

 

 

 

 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 18条参照） 

   ご利用者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の

状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対

して速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

７．残置物引取等（代理人について）（契約書第 21条参照） 

  契約締結にあたり、代理人を定めて頂きます。契約が終了した後、当施設に残された預り金品

や残置物をご利用者自身が引取れない場合に代理人に引取って頂きます。もし引き取りが難し

く、施設に処分を依頼する場合には、処分の為の費用を別途請求させて頂きます。      

入所契約締結時に代理人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは可能です

が、代理人に関しては、別途定める「代理人引受書」によりご利用者が自らの意思を表明する

ことが困難な場合に、サービスに関する判断も行って頂きます。 

 

6日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。 

但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。 

    １日あたり  246円 

 

①検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 

3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。但し、

入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備

が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただ

く場合があります。この場合、入院期間中の居室使用料のみのご請求となります。 

 

②７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場

合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 
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8．苦情相談の受付について（契約書第 23条参照） 

（１） 当施設における苦情相談の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

尚、苦情相談・ご意見箱を事務室入口に設置しております。 

 

 ○苦情相談窓口（各担当職者）施設電話 092-947-3480 Fax 092-947-3568 

           解決責任者  栁  竜一  （施 設 長） 

           受付担当者  坂之下 秀平 （生活相談員） 

    第三者委員  岡 節子（篠栗町社会福祉協議会理事・当法人監事） 

    ○受付時間   9：30～16：00 

 

（２）行政機関、その他苦情相談機関の紹介 

篠栗町役場 福 祉 課 

介護保険担当 

 

所在地  福岡県糟屋郡篠栗町篠栗 4855-5 

電話番号 092－947－1111 Fax 092-947-7977 

受付時間 8：30～17：00 

福岡県国民健康保険団体

連合会 

所在地  福岡市博多区吉塚本町１３番４７号 

電話番号 092-642-7800（代表） Fax 092-642-7859 

受付時間 9：00～17：00 

福岡県運営適正化委員会 

 

所在地  福岡県春日市原町３丁目１番地７ 

電話番号 092-915-3511（代表）Fax 092-915-3512 

受付時間 10:00～17：00 

福岡県広域連合粕屋支部 

 

所在地  福岡県糟屋郡久山町大字久原 3168－１ 

電話番号 092-652-3111（代表）Fax 092-652-3106 

受付時間 9:00～17：00 

 

9．事故発生時の対応について（契約書第 24条参照） 

ご利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族および、自治

体等に連絡するとともに、必要な措置を講じ、記録します。 

賠償すべき事故につきましては、損害保険加入会社 あいおいニッセイ同和損保（株）に相談の上、

適正に対応致します。 
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10．個人情報の利用目的について 

社会福祉法人信愛会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する 

「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１，施設内部での利用目的 

 ① 施設が利用者等に提供する介護サービス 

   ② 介護保険事務 

   ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

     ・ 入退所等の管理 

     ・ 会計、経理 

     ・ 介護事故、緊急時等の報告 

・ 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２，他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

   ① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

     ・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所等との連

携（サービス担当者会議等)、照会への回答 

     ・ その他の業務委託 

     ・ 利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

     ・ 家族等への心身の状況説明 

   ② 介護保険事務のうち 

     ・ 保険事務の委託（－部委託を含む） 

     ・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

     ・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

   ・ 厚生労働省科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）への情報提出 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 【上記以外の利用目的】 

１，施設内部での利用に係る利用目的 

   ① 施設の管理運営業務のうち次のもの 

    ・ 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

    ・ 施設等において行われる学生等の実習への協力 

・ 施設において行われる事例研究等 

２，他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

   ① 施設の管理運営業務のうち 

・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人

情報を取り扱うことはいたしません。
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11．個人情報の使用及び提供について（契約書第 9条参照） 

 

個人情報の使用及び提供に係る同意書 

以下に定める条件のとおり、社会福祉法人 信愛会が、私および代理人、家族の個人情報を下記の

利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

  介護サービス提供に必要な期間及び入所期間に準じます。 

 

２．利用目的 

    （１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

    （２）利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために

実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

    （３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その

他社会福祉団体等との連絡調整のため 

    （４）利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要

のある場合 

    （５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

    （６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

  （７）介護保険事務に関するもの 

    （８）その他サービス提供で必要な場合 

    （９）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

３．使用条件 

    （１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第

三者に漏らさない。 

    （２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示

する。 
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12. 施設における栄養ケアマネジメントについて 

 

栄養ケア･マネジメトサービスの同意書 

  当施設においては、低栄養の予防と栄養状態の改善を図り、疾病等悪化の阻止を通して生活の質

(Quality of Life, ＱＯＬ)の向上に寄与することを目標とするものであります。 

管理栄養士･栄養士は、施設ケアマネジメントの一環として､栄養ケア･マネジメントをおこなって

いきます。 

それらの栄養ケア･マネジメトサービスの内容については、ご利用者様の意向や同意を得ながら、

方針と手順を明らかにし､管理栄養士による療養食を含む食事の内容･形態に関する助言､栄養アセ

スメント､栄養ケア計画､フォローアップ､モニタリング･評価､代替食品の提案、栄養相談､他の専門

職との連絡･協議等の各業務について責任をもって行っていきます。 

このようなサービスは､経口摂取を行う利用者に限定されることなく､経管栄養･経腸栄養等の栄

養補給法を受ける利用者についても､その生活の質の改善を考慮し､徐々に経ロ摂取へ移行するため

のケアを実施することに及ぶものであります。 

利用者様がその方らしさを維持され､自己実現されるよう生活支援を行ってまいりますので、ご理

解・ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

管理栄養士名  浦川 めぐみ  印  

 

当施設における食事サービスのご案内 

 食事の時間帯   朝 7：45～8：45  昼 11：45～13：00   夕 17：30～18：30 

 食事の場所  食 堂（基本的には食堂ですが、ご希望によりお部屋等での食事も承ります） 

 食事の内容 

                 朝 食  主食（御飯・軟飯・お粥・お粥ミキサーからお選び下さい） 

             汁物（味噌汁・スープ） 

              副菜 １品 

              漬物 

             飲み物（牛乳・ヤクルトからお選びください） 

    昼 食   主食（御飯・軟飯・お粥・お粥ミキサーからお選びください） 

              汁物（味噌汁又は清汁など） 

              主菜（お肉料理又はお魚料理） 

              副菜（野菜を中心とした料理）１～２品 

       夕 食   主食（御飯・軟飯・お粥・お粥ミキサーからお選びください） 

              汁物（味噌汁又は清汁など） 

              主菜（お肉料理又はお魚料理） 

              副菜（野菜を中心とした料理）１～２品         
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※季節にあった食材をもとに、料理を提供していきます。 

  材料や調理方法にて、苦手なものや嫌いなものがある場合は、ご遠慮なくご相談下さい。ご相談

にのります。 

※療養食を提供させて頂く方は、食事内容が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

ご不明な点や要望等がありましたら、管理栄養士にご相談ください。 

 

13. 緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続きについて 

当施設では、原則として身体拘束は行いません。但し、生命・身体の保護の目的で、緊急やむを得

ない場合「身体拘束防止・対応マニュアル」に沿った手順で行います。 

① 身体拘束防止委員会による検討 

② ご家族等への説明・同意 

③ 拘束の有効性の再検討 

④ 経過記録の保管 

 

14. 非常災害対策について 

当施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、災害に備えて定期的に避難救出等

の必要な訓練を行わなくてはなりません。当施設においても「篠栗荘消防計画」に沿って各種訓練

（避難誘導・通報・消火等）を、各項目毎年 2回以上（計 6回以上）行います。 

又、別途定めるＢＣＰ（事業継続計画）により、大規模な災害や感染症が発生した場合でも出来る

限り事業が継続できる様に尽力します。 
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この重要事項説明書は、厚生省令第 39号（平成 11年 3月 31日）第 4条の規定に基づき、入所申込

者又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。 

 

＜重要事項説明書 付属文書＞ 

 

１．施設の概要 

 

（１）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上 2階建て 

（２）建物の延べ床面積      2,723.01㎡（予定） 

（３）その他の事業 

    当施設では、他に次の事業を実施しています。 

   [短期入所生活介護]平成１２年３月 10日指定 福岡県 4073900062号   定員 10名 

   [通所介護]    平成１２年４月 １日指定 福岡県 4073900104号   定員 25名 

   [居宅介護支援事業]平成１２年１月 １日指定 福岡県 4073900054号 

（４）施設の周辺環境 

   周辺には九州大学演習林や、森林セラピー基地篠栗の森が広がります。森は広葉樹林で 

      四季折々の変化が楽しめます。また、篠栗町の文教地区近郊であり、地域の小・中学校、  

保育園、幼稚園、児童館等があります。 

   ２０１号線バイパスも側を通り、福岡インターチェンジや粕屋中部消防署、粕屋警察署 

   も比較的近い位置にあります。 

 

１． 職員の配置状況 

 

<配置職員の職種> 

 

  施 設 長… 施設の管理者・統括責任者。 

 

  介護職員… ご利用者の日常生活上の介護、健康保持のための助言等を行います。 

         3名の利用者に対して 1名の介護職員を配置しています。 

  生活相談員… ご利用者及びご契約者の生活・介護に関する相談に応じ、適宜生活支援を 

行います。 １名の生活相談員を配置しています。 

  看護職員… 主にご利用者の健康管理や療養上の管理を行いますが、日常生活上の介護、介助

等も行います。3名の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員… ご利用者の機能訓練を担当します。 

                      1名の機能訓練指導員を配置しています。 

 

  介護支援専門員… ご利用者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

           1名の介護支援専門員を配置。 
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  医 師… ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

        1名の非常勤医師を配置しています。（協力医療機関 篠栗病院） 

 

３． 契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施

設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成、及び

その変更は次の通り行います。 （契約書第 2条参照）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． サービス提供における事業者の義務（契約書第 8条、第 9条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の

うえ、ご利用者から聴取、確認しサービスを実施いたします。 

③ご利用者が受けている要介護認定有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定

更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間適正に保管すると共

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご利用者に対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、

記録を記載するなど適正な手続きにより、身体等を拘束する場合があります。 

※ 第 8 条参照・身体拘束防止について 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得

たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

※ 第 9 条参照 守秘義務について 

  ただし、ご利用者に緊急な医療上の連絡等必要性がある場合には、医療機関等

にご利用者の心身等の情報及び、ご家族の連絡先等提供することがあります。 

  また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書等にて

ご契約者の同意を得ます。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族

等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、３か月（※要介護認定有効期間）に１回、もしく

はご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを

確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、

施設サービス計画を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案

作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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５． 施設利用の留意事項 

   当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

入所にあたり、タンス等（チェスト程度は可）の大物及び危険物は持ち込みできません。 

（２）面 会 

 面会時間   9：00～19：00  

 ※来訪者は、その都度職員に届出、面会者カードに記載下さい。 

◎面会時の注意事項 

 ①玄関にて、手指洗浄と消毒をお願いいたします。 

 ②風邪やその他の感染症もしくはその疑いがある場合は、御面会をご遠慮下さい。 

  ※同居のご家族様が同様の症状にある場合も御面会をご遠慮下さい。 

③生物等の食品の持ち込みはご遠慮ください。 

※食中毒予防のためです。 

④お菓子やジュース等の差し入れにつきましては、お近くのスタッフ迄お声掛け下さい。 

※嚥下状態や体調により食事制限がある場合があります。あめ玉はご遠慮下さい。 

⑤外出・外泊や園庭の散歩を希望される場合は、お近くのスタッフ迄お声掛け下さい。 

※体調等の確認をしなければならない場合があります。 

⑥その他、介護・看護上、ご注意やご協力を頂いている事項につきましては、必ずお守りく

ださい。 

※以上の事項をお守り頂けず、事故等が発生いたしましても荘は責任を負いかねます。ま

た、最悪の場合、退所をして頂かなければならなくなりますので、ご了承下さい。 

※他のご家族、お知り合いの方へもご周知頂きますようお願い申し上げます。 

  ◎広域に渡り感染症が拡大している場合や拡大の危険性がある場合、又、施設内でのクラスタ

ー発生の危険性がある場合には、面会の停止や限定をさせて頂きますのでご理解下さい。 

（３）外出・外泊について（契約書第 22条参照） 

ご利用者の外出・外泊を希望される場合は、事前にお申し出下さい。 

  ◎広域に渡り感染症が拡大している場合や拡大の危険性がある場合、又、施設内でのクラスタ

ー発生の危険性がある場合には、面会の停止や限定をさせて頂きますのでご理解下さい。 

（４）食 事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重

要事項説明書 に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第 10条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の

代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合に

は、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、そ



篠栗荘 重要事項説明書                                 2021/12/01 

                                           

16/22 

の場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○ 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を

行うことはできません。 

 

（６）喫煙について 

  敷地内は全面禁煙とさせて頂きます。（ご利用者様、ご家族様等に拘わらず）  

 

６． 損害賠償について（契約書第 11条、第 12条参照） 

   当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速かにその

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合

があります。 
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別記［サービス利用料金］ 

（１）サービス利用料金（１日あたり）（契約書第 6条参照） 

次の料金表によって、ご利用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）と食事に係る標準自己負担額の合計金額が請求されます。 

（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

〔施設サービス費（従来型個室）〕（１日当たり）              

要介護度 サービス費総額 利用者負担額 

（１割負担） 

利用者負担額 

（２割負担） 

利用者負担額 

（３割負担） 

要介護１ ５,７３０円 ５７３円 １,１４６円 １,７１９円 

要介護２ ６,４１０円 ６４１円 １,２８２円 １,９２３円 

要介護３ ７,１２０円 ７１２円 １,４２４円 ２,１３６円 

要介護４ ７,８００円 ７８０円 １,５６０円 ２,３４０円 

要介護５ ８,４７０円 ８４７円 １,６９４円 ２,５４１円 

〔加算体制〕（１日当たり） 

加算項目 サービス費額 利用者負担額 

（１割負担） 

利用者負担額 

（2割負担） 

利用者負担額 

（３割負担） 

日常生活継続支援加算Ⅰ      

（注 1） 
３６０円 ３６円 ７２円 １０８円 

夜勤職員配置加算（注 2） ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

栄養ケアマネジメント強化加算     

（注 3） 
１１０円 １１円 ２２円 ３３円 

療養食加算（注 4）     

※１食当たり 
６０円 １８円 ３６円 ５４円 

初期加算（注 5） ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

看護体制加算（Ⅰ）イ（注 6） ６０円 ６円 １２円 １８円 

看護体制加算（Ⅱ）イ（注 7） １３０円 １３円 ２６円 ３９円 

入院・外泊費用（注 8） ２,４６０円 ２４６円 ４９２円 ７３８円 

看取り介護加算（死亡前 4～30日   

に１日当たり）（注９） 
１,４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円 

看取り介護加算（死亡前 2又は 

3日に１日当たり）（注１０） 
６,８００円 ６８０円 １,３６０円 ２,０４０円 

看取り介護加算(死亡日)   

(注 11) 
１２,８００円 １,２８０円 ２,５６０円 ３,８４０円 

科学的介護推進体制 
(注 12) 

５００円        

（１ヶ月当たり） 
５０円           

（1ヶ月当たり） 

１００円          

（1ヶ月当たり） 

１５０円          

（1ヶ月当たり） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ      

(注 13） 

利用単位数の 8.3％ 左記の１割 左記の２割 左記の３割 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

(注 14） 
利用単位数の 2.7％ 左記の１割 左記の２割 左記の３割 
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※注１：重度の方を受け入れている事に対する加算 

①介護職員に介護福祉士を６０％以上配置 

      ②胃瘻等の経管栄養や喀痰吸引が常時必要な方が入所者の１５％以上 

      ③１年以内の入所者の内、要介護４・５以上の方が７０％以上 

      ④１年以内の入所者の内、認知症自立度のランクがⅢ以上の方が６５％以上 

       ※上記の①を満たした上で、②③④のいずれか一つに該当する事              

  ※注２：夜勤時間帯に介護職員を常勤換算で３人以上配置（指定基準は２名） 

   ※注３：管理栄養士による栄養の管理を実施し、栄養ケアマネジメントを作成し、各入所者           

の状態に応じた栄養管理を計画的に行う場合に算定 

  ※注４：医師の発行する食事箋に基づき提供された治療食や特別な検査食を提供 

  ※注５：入所された日又は３０日を超える入院から退院された日から３０日間加算 

  ※注６：看護師を配置 

  ※注７：看護職員を４名以上配置（通常必要人数は３名） 

  ※注８：入院後６日間又は６日以内の外泊時に算定 

  ※注９：看取り介護対象利用者について、死亡前４～３０日に算定 

  ※注 10：看取り介護対象利用者について、死亡前２又は３日に算定 

  ※注 11：看取り介護対象利用者について、死亡日に算定 

   （注９、１０、１１については、対象の疾病等の条件があります） 

  ※注 12：サービス向上の為に厚生労働省の科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）を活用する

場合に算定（１ヶ月当たり５０単位を加算） 

  ※注 13：介護職員の処遇改善の為の加算。職員への研修の徹底やキャリアパス等への 

       一定以上の取り組みがある場合に加算 

  ※注 14：経験のある介護福祉士を中心とした介護職員等の処遇改善の為の加算 

 

☆その他の加算 

 上記の表以外の加算については職員配置及び加算適応時に加算する事があります。 

☆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、ご利用者の負担額を変

更します。 

 

※所得合計金額により負担割合が変更になる場合があります。（介護保険負担割合証に記載） 

 ①１割負担の方・・・本人の合計所得金額が１６０万円未満の方 

           同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が 

           単身で２８０万円未満、夫婦で３４６万円未満の方 

           ※年金収入のみ２８０万円未満に相当 
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 ②２割負担の方・・・本人の合計所得金額が１６０万円以上の方 

           同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が 

           単身で２８０万円以上、夫婦で３４６万円以上の方 

           ※年金収入のみ２８０万円以上の相当 

 ③３割負担の方（２０１８年８月から） 

本人の合計所得金額が２２０万円以上の方 

           同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が 

           単身で３４０万円以上、夫婦で４６３万円以上の方 

           ※年金収入のみ３４４万円以上に相当 

 ◎負担限度額割合はお住いの市町村の認定によりますので、介護保険の窓口でお確かめ下さい。 

 

（２）居住費及び食費（１日当たり）（契約書第 6条参照） 

 

〔居住費（居室料及び光熱水費）〕（１日当たり） 

利用者負担段階 従来型個室 入院・外泊７日目からの居室使用料 

第１段階 ４６０円 ３６８円 

第２段階 ５６０円 ４４８円 

第３段階① ９６０円 ４６８円 

第３段階② ９６０円 ４６８円 

第４段階 １,２９０円 １,０３２円 

※入院・外泊７日目からの居室使用料については、ショートステイに利用させて頂く場合は 

 頂きません 

 

〔食費〕（１日当たり） 

利用者負担段階 食   費 

第１段階 ５２０円 

第２段階 ６１０円 

第３段階① ８７０円 

第３段階② １,５８０円 

第４段階 １,６００円 

※内訳は、朝食３００円・昼食６６０円・夕食６４０円（経管栄養の方は別途管理となります） 

 

※負担限度額認定の要件について 

利用者負担段階 収入等の要件 資産要件 

第１段階 ・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税である老令福祉年金 

受給者 

預貯金等の合計が、 

・単身で 1000万円以下 

・夫婦で 2000万円以下 

第２段階 ・世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の  

合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金

収入金額の合計が８０万円超１２０万円以下 

 

預貯金等の合計が、 

・単身で 650万円以下 

・夫婦で 1650万円以下 
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第３段階① ・世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の  

合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金

収入金額の合計が８０万円超１２０万円以下 

預貯金等の合計が、 

・単身で 550万円以下 

・夫婦で 1550万円以下 

第３段階② ・世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の 

 合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金 

 収入金額の合計が１２０万円超 

預貯金等の合計が、 

・単身で 500万円以下 

・夫婦で 1500万円以下 

第４段階 ・上記以外の方  

 

※上記に加え、下記の要件についても勘案されます。 

 ①世帯分離している配偶者の所得を勘案し、同一世帯とみなす。 

 ②預貯金等については預貯金、有価証券、金・銀、投資信託、現金が含まれる。 

※負担限度額認定はお住まいの市町村の認定によりますので、介護保険の窓口でお確かめ  

  下さい。 

 

（３）介護保険の給付対象とならないサービスについて（契約書第 4条参照）以下のサービスは、

利用料金の全額がご利用者の実費負担となります。 

 1 理髪・美容 

  月に１回の理容業者の訪問による理容サービスをご利用した場合。 

  利用料金：移動理容業者の価格実費 

 2 預り金品の管理 

預り金品管理サービスをご利用した場合。 

内容詳細は、次の通り。 

○管理する金銭形態：施設の指定金融機関（福岡銀行）のご利用者本人名義の預金口座 

○お預かりするもの：上記預金通帳とその届出印、身体障害者手帳、医療保険証、介護保険証            

○保管管理者：施設長 （担当職員：事務職員及び生活相談員） 

○出納方法（出納手続の概要）  

・預り金口座の出納が必要な場合（利用者負担金の引落・日用品等の購入・利用者のお小遣い

など）、担当職員は届出書を保管管理者へ提出します。 

・保管管理者は届出の内容を確認し、預金の出納処理を担当職員へ指示します。 

・保管管理者は出入の都度、出納処理の記録を確認、定期的にご契約者へ報告します。 

※事務手数料料金：１か月当たり 200円（利用者負担金の振替手数料 52円、郵送料、他事務

手続き等に掛る費用） 

 3 レクレーション・クラブ活動  

ご利用者のご希望により、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料費等発生した場合、実費をいただきます。 

4 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利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者に負担頂くことが適

当であるものについては実費負担いただきます。（おむつ代、通常の洗濯代につきましては、 

介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません） 
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     （オムツ代、通常の洗濯代については、介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要は                                                                          5 契約書第 20条に定める明渡し精算 所定の料金 

   ご利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から 

   現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金   

ご利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

料 金 ５００円 ５００円 ５００円 ５００円 ５００円 

 

 ※残っている全ての荷物の引き取り及び処分は原則としてご家族・代理人にお願いします。 

  もし、事情があり引き取り及び処分が難しく、施設側に処分を依頼される場合は、処分費用を 

  請求させて頂きますのでご了承下さい。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

指定介護老人福祉施設  篠 栗 荘 

説明者名  生活相談員  坂之下 秀平  印 

 

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、「指定介護福祉施設サ

ービスの提供」の開始及び、「個人情報の使用及び提供」・「栄養ケア･マネジメトサ

ービス」について同意しました。 

 

家 族（関係：       ） ご署名              印 

 

代理人（関係：       ） ご署名              印 

 

 

 

 

 

付則 

1. 平成 17年 10月 28日 一部改正（個人情報の使用及び提供に係る同意書）の追加 

2. 平成 18年 02月 01日 個人情報及び栄養ケアマネジメントの同意の追加 

3. 平成 18年 03月 01日 残置物引取等（代理人について）及び、緊急やむを得ない身体拘束 

             の手続き、非常災害対策についてなどの追記 

4. 平成 18年 04月 01日 介護報酬改訂による単価改正 

5. 平成 20年 04月 01日 生活相談員の氏名変更  

6. 平成 21年 04月 01日 介護報酬改訂による単価改定及び追加、 
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苦情相談機関の Fax 番号を追加  

7.  平成 22年 06月 01日 従来型個室利用についての利用料を追加 

8.  平成 23年 06月 12日 施設移転に伴う変更事項や追加事項の改訂 

9.   平成 24年 02月 01日 福岡県社会福祉協議会を福岡県運営適正化委員会へ名称変更 

             電話番号とＦＡＸ番号を変更 

10.  平成 24年 04月 01日 介護報酬改定に伴う料金表の改定 

             負担限度額認定要件の変更 

             苦情受付機関の連絡先、受付時間の変更 

             事務手数料内容の改訂 

             家族署名捺印欄の追加 

11．平成 24年 11月 01日 口腔機能維持管理体制加算及び看取り加算の追加と料金表の変更 

12．平成 26年 04月 01日 サービス提供に関する諸記録の保管について追加 

重要事項説明者氏名の変更（生活相談員の変更による） 

料金表の変更（消費税導入による介護報酬改定による） 

13. 平成 27年 01月 01日 料金表の変更（看護体制強化加算（Ⅱ）イの追加による） 

14. 平成 27年 04月 01日 料金表の変更（介護報酬改定による） 

15. 平成 27年 04月 01日 管理栄養士の変更 

16. 平成 27年 05月 01日 日常生活継続支援加算Ⅰの追加とそれに伴うサービス提供強化加算Ⅰ 

             の廃止 

             看護体制加算（Ⅱ）イの廃止 

17. 平成 27年 07月 01日 看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イの追加 

18. 平成 27年 08月 01日 平成 27年 8月 1日施行の「一定以上所得者の負担割合の見直し」に 

             伴う改定について             

19. 平成 28年 11月 01日 篠栗町福祉課連絡先変更 

20. 平成 29年 04月 01日 料金表の変更（処遇改善加算改定による） 

21. 平成 30年 10月 01日 料金表の改定（介護報酬改定による） 

22. 平成 31年 04月 01日 食費の改定による料金表の改定 

23. 令和元年 10月 01日  料金表の改定（介護報酬の改定による）    

24. 令和３年 04月 01日  ＢＣＰ（事業継続計画）に関する説明の追加 

 料金表の改定（介護報酬の改定による） 

25. 令和３年 08月 01日  料金表の改定（負担限度額変更による） 

26. 令和３年 12月 01日  施設利用の注意事項の追記（感染症対応について） 

             料金表の改定（荷物引き取りについて） 

              


