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社会福祉法人 翠光園 

翠光園デイサービスセンター 

 



指定通所介護重要事項説明書  

 

 当事業所は介護保険の指定を受けています。（熊本県指定第４３７３１００３５５）  

当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

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。  

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「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。  

 

事業者 

 (1) 法人名 社会福祉法人 翠光園 

 (2) 法人所在地 熊本県球磨郡あさぎり町深田東４１０番地 

 (3) 電話番号  ０９６６－４５－０２７４ 

 (4) 代表者氏名  理事長 永田恭子 

 (5) 設立年月日 昭和３５年１２月２４日 

 

事業所の概要 

 (1) 事業所の種類 指定通所介護事業所・平成１２年３月３１日指定 

           熊本県４３７３１００３５５号 

 (2) 事業所の目的 指定通所介護は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、その有

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支援することを目

的として、ご契約者に通所介護サービスを提供します。 

 (3) 施設の名称 翠光園デイサービスセンター 

 (4) 施設の所在地 熊本県球磨郡深田村東４１０番地 

 (5) 電話番号 ０９６６－４５－０２７４ 

 (6) 事業所所長（管理者）氏名 増田祐子 

 (7) 当事業所の運営方針  

   利用者の皆様の心身の状況に適した介護を適切に提供し、楽しく安らかな時間を過ごして

いただくとともに、ご家族の介護負担の軽減を図ります。 

 (8) 開設年月日 平成３年３月１日 

 (9) 営業日及び営業時間 

   営業日：月曜日～日曜日   営業時間：午前８時～午後５時３０分 

   営業しない日：１２月３１日～１月３日 

 (10)利用定員  ３５名 

 

 

３．職員の配置状況 

  当事業所では、ご契約者に対して指定通所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     常勤換算 指定基準  

   １．事業所長（管理者）  １名 １名  

   ２．介護職員       ８名 ５名  

   ３．生活相談員      １名 １名  

   ４．看護婦        ２名 １名  

   ５．機能訓練指導員    １名 １名  

   ６．栄養士        １名 １名  

 ※ 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常勤職員の

所定勤務時間数で除した数です。 

  （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 

     （５時間×８名÷４０時間＝１名） 

 

〈主な職員の勤務体制〉 

    職  種             勤  務  体  制  

 

 

  

 １．生活相談員     勤務時間：午前８時～午後５時３０分 

☆ 原則として１名の生活相談員が勤務します。 

 

 ２．介護職員     勤務時間：午前８時～午後５時３０分 

              ☆ 原則として５名の介護職員が勤務します。  

   ３．看護職員     勤務時間：午前８時～午後５時３０分  

              ☆ 原則として１名の看護職員が勤務します。  

   ４．機能訓練指導員  勤務時間：午前８時～午後５時３０分  

              ☆ 原則として１名の機能訓練指導員が勤務します。  

 

５．当事業者が提供するサービスと利用料金 

  当事業者では、ご契約者に対して、以下のサービスを提供します。 

(1) 介護保険の給付対象となるサービス 

 以下のサービスについては、料金の大部分（通常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 

   ・入浴又は清拭を行います。寝たきり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 

   ・ご契約者の排泄の介助を行います。 

 ③ 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、日常生活をおくるのに必

要な機能回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

  〈サービス利用料金（１回あたり）〉（契約書第７条参照） 

    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

付額を除いた額（自己負担額）をお支払いください。（上記サービスの利用料金は、ご契

約者の要介護度に応じて異なります。） 



○ 通所予防介護事業 

   共通的サービス（基本報酬） ： 日常生活上の支援等（送迎、入浴を含む） 

              要支援１     ２，０９９円／月 

              要支援２     ４，２０５円／月 

選択サービス ：   運動器機能向上加算  ２２５円／月 

   サービス体制強化加算Ⅱ 

              要支援１        ２４円／月 

              要支援２        ４８円／月 

   事業所評価加算               １２０円／月 

   介護処遇改善加算Ⅰ      上記金額に対し ＋１．９％ 

 

○ 通所介護事業 

   通常規模型通所介護費（所要時間５時間以上７時間未満） 

    １回の利用料金 

 基本料金 

 
機能訓練Ⅰ 体制加算Ⅱ 入浴 合 計 

要介護１ ６０２円 

４２円 ６円 ５０円 

   ７００円 

要介護２   ７０８円    ８０６円 

要介護３  ８１４円    ９１２円 

要介護４  ９２０円  １，０１８円 

要介護５ １０２６円  １，１２４円 

           介護処遇改善加算Ⅰ        上記金額に対し ＋１．９％ 

 

☆ ご契約者がい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一旦お

支払いいただきます。 

    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（契約書第５条、第７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。 

 〈サービスの概要と利用料金〉 

   ① 食事 

   ・当事業所では、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及び嗜

好を考慮した食事を提供します。 



・ 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

ています。 

   （食事時間） 

     昼食  午後１１時４５分～ 

    食費：５００円 

 

 ② 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いただくことができま

す。 

    利用料金：材料等の実費をいただきます。 

  ③ 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。 

  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ご負担いただきます。 

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、相当な額に変更すること

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。 

 

(3) 利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

  前記(1)、(2)の料金・費用は、次のとおりお支払いください。 

① サービス利用終了時に、その都度お支払いください。 

② １ヶ月ごとに計算しご請求し、翌月２０日までに金融機関口座からの引き落とし。 

 

(4) 利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

  ・利用予定日の前にご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もし

くは新たなサービスの利用を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。 

  ・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働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提示して協議します。 

 

８．苦情の受付について 

 (1) 当事業所における苦情の受付（契約書第２２条参照） 

   当事業所における苦情やご相談は、以下の専門窓口で受け付けます。  

   ○ 苦情受付窓口  担当者    相談員  岡 田 博 幸 

             責任者    管理者  増 田 祐 子 

                        第三者委員  評議員  浜田正治 田山耕一 

   ○ 受付時間    毎週月曜日～土曜日  午前８時３０分～午後５時まで 

    又、苦情受付ボックスをデイセンターに設置しています。 



 (2) 行政機関その他苦情受付機関 

   あさぎり町役場         所在地  熊本県球磨郡あさぎり町免田東１１９９番地  

   介護保険担当課      電話番号 ０９６６－４５－１１１１  

                受付時間 午前８時３０分～ 午後５時１５分  

   熊本県福祉サービス運営    所在地  熊本市南千反畑３番７号  

   適正化委員会       熊本県総合福祉センター内  

                電話番号 ０９６－３２４－５４７１  

                受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分  

   国民健康保険団体連合会   所在地  熊本市健軍１丁目１８-７  

   介護保険課             熊本県国保連分館  

                     介護サービス苦情（相談）窓口  

                電話番号 ０９６－３６５－０３２９  

                受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分  

 

 

 

  平成  年  月  日 

 

 

  指定通所介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

 行いました。 

 

       指定通所介護  翠光園デイサービスセンター 

 

       説明者職名  相談員 氏 名 岡 田 博 幸    

 

 

  私は、書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護 

サービスの提供開始に同意します。 

 
       利用者住所 熊本県球磨郡あさぎり町           

 
       氏 名                       印 

  

 

利用者の家族 住所 熊本県球磨郡あさぎり町       

 

       利用者の家族 氏名                 印 

   


