居宅介護支援重要事項説明書

社会福祉法人 悠生会

悠生園ケアプランセンター

悠生園ケアプランセンター重要事項説明書
１、事業所の概要
【法人】
法人名

社会福祉法人 悠生会

代表者氏名

理事長

所在地

福岡県大野城市中２丁目５番５号

電話番号

０９２－５０４－１０００

法人が行っている

特別養護老人ホーム 悠生園

他の事業

認知症対応型通所介護悠生園中デイサービスセンター

永沼 泰

悠生園デイサービスセンター 、 中央デイサービスセンター
中央ケアプランセンター

【事業所】
事業所名

悠生園ケアプランセンター

管理者

江口 直美

事業所の種類

指定居宅介護支援事業所

指定番号

福岡県指定 第４０７３２００１４１号

所在地

福岡県大野城市大城５丁目２８番１号

電話番号・ＦＡＸ

TEL：０９２－５０４－２５００ 、 FAX：０９２－５０４－５６０２

２、事業の目的と運営方針
(１) 事業の目的
要介護状態にあるご契約者やそのご家族からの相談に応じ、居宅サービス計画を作成すると共に
サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整やその他の便宜を図り、適切なサービスが提供
されるよう支援することを目的とします。

(２) 事業所の運営方針
・介護支援専門員等はご契約者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、ご契約者が可能な
限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、ご契約者の
立場にたって援助を行います。
・事業の実施にあたっては、ご契約者の意志及び人格を尊重し、ご契約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かつ効率的に提供されるよう
公正中立な立場でサービスを調整いたします。
・事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの綿密な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
・正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。
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３、事業実施地域及び営業時間
サービス提供地域

大野城市・春日市・太宰府市・福岡市博多区・那珂川町・筑紫野市

営業日・営業時間

月曜日～土曜日（８:３０～１７:３０）

休業日

日曜日、国民の祝日、１２月３１日～１月３日
※電話の転送等により２４時間受付が可能な状態としております。

４、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。
管 理 者

介護支援専門員

常 勤 （ 専 従 ）
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常 勤 （ 兼 務 ）

１

１

５、事業所が提供するサービスの内容と利用料金
(１) サービスの内容

≪居宅サービス計画の作成≫
ご契約者の心身の状況や置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス
及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供
されるよう配慮して、居宅サービス計画を作成します。

居宅サービス計画の作成の流れ

① 担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）を決定します。
② 自宅を訪問し、ご契約者・ご家族から相談内容を聞き取ります。（アセスメント）
③ 介護支援専門員は、ご契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、
サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案
（ケアプラン）を作成します。

④ 介護支援専門員はサービス事業者等に連絡・調整を図り、サービスの提供を
手配し、話し合いの場を設けます。
（サービス担当者会議）

⑤ サービスが開始されます。
⑥ 介護支援専門員は毎月の訪問により、適切にサービスが行われているかを
確認します。
（モニタリング）
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≪居宅サービス計画の変更≫
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の
変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を
変更します。

≪介護保険施設等への紹介≫
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又は介護
保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介を行います。

≪更新申請等手続きの代行≫
ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請を援助いたします。 また、ご契約者の
状態の変化等により認定の見直し（区分変更）が必要な場合は、主治医やサービス事業者等
と連携を図り必要な援助を行います。

(２) サービス利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて介護保険
からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約者の自己
負担はありません。 但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険から
サービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料
金の全額を一旦お支払いいただく事になります。

≪居宅介護支援費≫

※介護支援専門員一人当たりの取り扱い件数で算定します。
要介護 １・２

要介護 ３・４・５

居宅介護支援費（Ⅰ）

（１０４２ 単位／月）

（１３５３ 単位／月）

取扱件数が 40 件未満

１０，４２０ 円／月

１３，５３０ 円／月

（５２１ 単位／月）

（６７７ 単位／月）

５，２１０ 円／月

６，７７０ 円／月

居宅介護支援費（Ⅱ）
取扱件数が 40 件以上 60 件未満
（40 件以上 60 件未満の場合適用）

居宅介護支援費（Ⅲ)

（３１３ 単位／月）

取扱件数が 60 件以上

３，１３０ 円／月

（４０６単位／月）

４，０６０ 円／月

（60 件以上の場合のみ適用）
※

取扱件数については、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件数に
１/２を乗じて得た件数を含めて算定します。

※

平成２７年 4 月からの介護報酬改定で地域区分の見直しが行われました。事業所が所在
する大野城市は６級地の地域区分の為、１単位＝１０．６０円で計算されます。
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≪加算項目≫
加算額

算定条件

（３００ 単位／月）

新規に居宅介護サービス計画または介護予防サービス計画を

３，０６３ 円／月

作成した場合、また要介護状態区分が 2 段階以上変動した場合

入院時情報

（２００ 単位／月）

入院時に病院または診療所等を訪問して、医療機関の職員に必

連携加算（Ⅰ）

２，０４２ 円／月

要な情報を提供した場合

入院時情報

（１００ 単位／月）

入院時に病院等を訪問する以外の方法で、医療機関の職員に必

連携加算（Ⅱ）

１，０２１ 円／月

要な情報を提供した場合

退院・退所加算

（３００ 単位／月）

入院・入所中に、退院・退所後の生活支援に必要な情報を、病

３，０６３ 円／回

院等の専門職と面談し共有した場合

緊急時等居宅カン

（２００ 単位／月）

病院等の求めにより、職員と一緒にご契約者宅を訪問し、

ファレンス加算

２，０４２ 円／回

カンファレンスを開催しサービス等の調整を行った場合

小規模多機能型居宅

（３００ 単位／月）

居宅サービスから小規模多機能型居宅介護に行こうする際、利

介護事業所連携加算

３，０６３ 円／回

用者に関する必要な情報を提供した場合

複合型サービス

（３００ 単位／月）

複合型サービスの利用を開始する際に、利用者に関する必要な

事業所連携加算

３，０６３ 円／回

情報を提供した場合

初回加算

≪その他の費用≫
通常の事業実施地域以外の地域の居宅において行う指定居宅介護支援に要した交通費は、
あらかじめご契約者又はそのご家族に対して金額等の説明を行い、同意を得た上でその
実費をお支払いいだきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は下記の通りです。
事業所から、片道おおむね２キロメートル未満

１，０００円

事業所から、片道おおむね２キロメートル以上５キロメートル未満

１，５００円

事業所から、片道おおむね５キロメートル以上

２，０００円

６、サービスの利用に関する留意事項
（１）介護支援専門員の交替
①事業者の都合により、介護支援専門員を交替する場合
ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出で、介護支援専門員を交替する場合
当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情等の理由を明らかにして、介護支援
専門員の交替を申し出ることができます。
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７、苦情の受付について
（１）当事業所相談窓口
悠生園ケアプランセンター
苦情受付窓口（担当者）

管理者

江口直美

所在地

福岡県大野城市大城５丁目２８番１号

電話番号

０９２－５０４－２５００

受付時間等

毎週月曜日～土曜日

８：３０～１７：３０

（２）行政機関その他苦情受付機関
苦情受付窓口

所在地

電話番号

大野城市役所
大野城市曙町２丁目２番１号

０９２－５８０－１８６０

福岡市中央天神１丁目８番１号

０９２－７３３－５４５２

福岡市東区箱崎２丁目５４番２７号

０９２－６４５－１０６９

長寿支援課
福岡市役所
保険福祉局 介護保険課
東区保健福祉センター
福祉・介護保険課
博多区保健福祉センター

福岡市博多区駅前２丁目１９番２４号

福祉・介護保険課

大博センタービル

０９２－４１９－１０８１
中央区保健福祉センター
福岡市中央区大名２丁目５番３１号

０９２－７１８－１１０２

福岡市南区塩原３丁目２５番３号

０９２－５５９－５１２５

福岡市城南区鳥飼６丁目１番１号

０９２－８３３－４１０５

福岡市早良区百道２丁目１番１号

０９２－８３３－４３５５

福岡市西区内浜１丁目４番１号

０９２－８９５－７０６６

春日市原町３丁目１番５号

０９２－５８４－１１１１

太宰府市観世音寺１丁目１番１号

０９２－９２１－２１２１

筑紫郡那珂川町西隈１丁目１番１号

０９２－９５３－２２１１

筑紫野市二日市西１丁目１番１号

０９２－９２３－１１１１

福岡市博多区吉塚本町１３番４７号

０９２－６４２－７８５９

福祉・介護保険課
南区保健福祉センター
福祉・介護保険課
城南区保健福祉センター
福祉・介護保険課
早良区保健福祉センター
福祉・介護保険課
西区保健福祉センター
福祉・介護保険課
春日市役所 高齢課
太宰府市役所
健康福祉部 高齢支援課
那珂川町役場
健康福祉部 介護保険課
筑紫野市役所
健康福祉部 介護保険課
福岡県国民健康保険
団体連合会
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8 、事故発生時の対応及び賠償責任
（１） 事故等の緊急事態が発生した場合は、速やかに利用者及び家族、その他の関係者に
連絡を取り、必要な措置をとります。
（２） 利用者に対する居宅介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、
必要な賠償を行います。

9 、秘密の保持と個人情報保護について
事業所及び介護支援専門員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する個人情報
並びに秘密事項については、正当な理由なく第三者に漏らしません。
また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとします。

7

指定居宅介護支援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。
本書交付を証する為、本書を２通作成し、社会福祉法人悠生会と契約者（またはその代理人）は
記名捺印のうえ各１通を保管するものとします。

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、指定居宅介護支援サービスの提供開始に
同意しました。

平成

年

月

日

月

日

【契約者】
住所
氏名

印

【家族又は代理人】
住所
氏名

（続柄

） 印

平成

年

【居宅介護支援事業者】
住所

福岡県大野城市大城５丁目２８番１号

事業所名

社会福祉法人 悠生会

管理者

江口 直美

悠生園ケアプランセンター
印

説明者

印

※ この重要事項説明書は、厚生省令第３８号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき、
契約者またはその家族への重要事項説明の為に作成したものです。
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