ホームヘルプサービスひまわりの園
重 要 事 項 説 明 書
あなた様に対する居宅サービスまたは介護予防サービスの提供開始にあたり、当事業者があなた様
に説明すべき事項は次のとおりです。

１ ご利用事業所の概要
事業所の名称
事業の種類
新潟県知事の事業者指定年月日

事業所の所在地

ホームヘルプサービスひまわりの園
指定訪問介護・指定介護予防訪問介護
平成１２年３月１５日

指定番号

１５７１３００３６５

〒９５９－０２４２ 新潟県燕市吉田大保町２５番地１５号

管理者名

荒川 秀子

電話番号

０２５６－９４－７４９０

FAX 番号

０２５６－９２－０７５０

法人の名称

社会福祉法人 吉田福祉会

２ 法人概要

法人の所在地

〒９５９－０２１４ 新潟県燕市吉田法花堂７４０番地

法人種別

社会福祉法人

代表者名

理事長 細貝 好美

電話番号

０２５６－９２－３３３９（代）

３ 事業の目的と運営の方針
(１) 事業の目的
ホームヘルプサービスひまわりの園において行う訪問介護の事業及び介護予防訪問介護の事業の適
切な運営を確保するため、人員、設備、運営に関する事項を定め、要介護者に対しては適切な訪問介
護サービスを、要支援者に対しては適切な介護予防訪問介護を提供することを目的とします。
(２) 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の運営の方針
① 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、要支援状態の維持
もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができ
るよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助又は支援を行います。
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② 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った訪問介護サービス及
び介護予防訪問介護サービスの提供に努めます。
③ 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護、他の居宅サー
ビス事業者又は介護予防サービス事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
者との密接な連携に努めます。
④ 訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業は､同一の事業所において一体的に運営いたします。

４ 提供するサービスの内容
あなた様に提供するサービスの内容は、訪問介護または介護予防訪問介護です。訪問介護または介
護予防訪問介護とは、あなた様のお宅に伺い、身体の介護や家事のお手伝いを行うサービスです。
具体的には、次にあげる業務を行います。
【業務の概要】
身体介護とは、身体に直接触れて行う支援または援助です。
○起床介助 ○就寝介助 ○排泄介助 ○衣服の着脱 ○整容介助 ○身体の清拭・洗髪
○入浴介助 ○食事介助 ○体位交換 ○服薬介助 ○通院等介助
生活援助とは、家事等に関する支援または援助です。
○調理 ○洗濯 ○住居の掃除、整理整頓 ○買い物 ○薬の受け取り

あなた様に提供するサービス
業務の内容

提供の有無

サービス内容

訪問介護または
介護予防訪問介護
（身体介護）
訪問介護または
介護予防訪問介護
（生活援助）
早朝の提供
夜間の提供
深夜の提供

【業務取り扱い方針】
あなた様の心身の状況やご家庭の環境を踏まえ、居宅介護支援事業者の作成する居宅サービス計画、
または介護予防支援事業者の作成する介護予防サービス計画と、わたしたちの作成する訪問介護計画
または介護予防訪問介護計画に従い、家庭においてできるだけ自立した生活が送れるよう、サービス
を提供します。
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５ 担当のサービス提供責任者
あなた様を担当する
主な担当訪問介護員

サービス提供責任者

氏名

資格

氏名

資格

氏名

資格

氏名

資格

安達 幸子

資格

介護福祉士

連絡先 ０２５６－９４－７４９０

携帯 ０８０－５２２１－５０２６

６ 職員体制（主たる職員）
業者の職種

員 数

常勤換算後の人員

事業者の指定基準

保有資格

管理者

１名

１名

1 名 社会福祉士

サービス提供責任者

１名

１名

１名 介護福祉士

３名以上

２．５名以上

訪問介護員

２．５名以上

介護福祉士
２級ヘルパー等

７ 営業日および営業時間
営業日

月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日及び年末年始（１２月３１日から１月
３日）を除く。

営業時間

午前８時３０分から午後５時３０分までとする。ただし、これ以外の時間帯に
ついてはケアプランによりサービスを提供いたします。

サービス提供時間

午前７時から午後９時までとする。

上記による以外電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制をとります。

８ 通常の事業の実施地域

燕市（旧吉田町）
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９ 利用料金（平成２１年４月１日現在）
本事業所が提供する指定訪問介護の利用料金は次表のとおりになります。

（１） 基本料金 この料金は介護保険の法定利用料に基づく金額です。

① 訪問介護

※注 ( )内は自己負担分です。
身体介護中心

所
要
時
間

生活援助中心

３０分未満

２，５４０円(２５４円)

３０分以上１時間未満

４，０２０円(４０２円)

２，２９０円(２２９円)

１時間以上

５，８４０円(５８４円)＊１

２，９１０円(２９１円)

これ以上３０分ごとに

＊１＋８３０円(８３円)

２人を要する派遣については、所定の基本料金の２倍の額とします。

● 加算料金
・夜間帯加算 （午後６時から午後１０時）

基本料金に２５％を加算します。

・早朝帯加算 （午前６時から午前８時）

基本料金に２５％を加算します。

・深夜帯加算 （午後１０時から午前６時）

基本料金に５０％を加算します。

・特定事業所加算 （Ⅰ）

基本料金に２０％を加算します。

特定事業所加算 （Ⅱ）

基本料金に１０％を加算します。

特定事業所加算 （Ⅲ）

基本料金に１０％を加算します。

但し、特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)は、いずれか一つのみを算定とします。

・初回加算＝新規に訪問介護計画を作成し、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提
供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問し
た場合、１月につき２，０００円(２００円)を加算します。

・緊急時訪問介護加算＝あなた様やご家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケア
マネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又
はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合、１回に
つき１，０００円(１００円)を加算します。

・通常の事業実施地域(旧吉田町)を越えてサービスを提供する場合、基本料金に５％を加算し
ます。
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● 減算料金
・３級ホームヘルパーの資格を持っている者がサービスを提供した場合は、基本料金の３０％
を減算します。

② 介護予防訪問介護（要支援１、２に認定された方）

※注 ( )内は自己負担分です。

訪問頻度

料金

週に 1 回程度の訪問

１ヶ月につき

１２，３４０円(１，２３４円)

週に 2 回程度の訪問

1 ヶ月につき

２４，６８０円(２，４６８円)

週 3 回程度以上の訪問（要支援２のみ） 1 ヶ月につき

４０，１００円(４，０１０円)

● 加算料金
・初回加算＝新規に訪問介護計画を作成し、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提
供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問し
た場合、１月につき２，０００円(２００円)を加算します。

・通常の事業実施地域(旧吉田町)を越えてサービスを提供する場合、基本料金に５％を加算し
ます。

● 減算料金
・３級ホームヘルパーの資格を持っている者がサービスを提供した場合は、基本料金の２０％
を差し引きます。

（２） 保険対象外費用として、別途ご負担いただく場合があります。
食材料などを購入したときの代金
実費については、全額あなた様のご負担になります。

（３） 利用料金の支払いは、現金、銀行口座振り込み、または預金口座振替により、指定期日までにお
支払いください。
（４） 社会福祉法人等による利用者負担減免対象者については、社会福祉法人等利用者負担減免確認書
を確認のうえ、減免を実施いたします。
（５） 利用者負担金について詳しくご確認したいときは、管理責任者、サービス提供責任者または、担
当の介護支援専門員までご連絡ください。
（６） 予定外のサービスを受けた場合は、その部分について、全額ご負担いただく可能性があります。
予定外のサービスを受ける希望がある場合は、あらかじめ担当の介護支援専門員、サービス提供責
任者または、担当訪問介護員にご相談ください。
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１０ 利用の中止
あなた様が、このサービスの利用をやめたい場合は、７日前までに次の連絡先までご連絡ください。
（連 絡 先） ホームヘルプサービスひまわりの園
（電 話 番 号） ０２５６－９４－７４９０ （携 帯）０８０－５５２１－５０２６
（サービス提供責任者）

安達 幸子

１１ サービスの利用にあたって、あなた様にご留意いただくこと
(１) あなた様がヘルパーの交替を希望する場合は、できる限り対応しますので、サービス提供責任者
までご連絡ください。
(２) ヘルパーは次の業務は実施できないので、ご了解願います。
・医療行為及び医療補助行為

・年金など金銭の取り扱い ・本人以外の部屋の掃除など、家

族のための家事など ・庭の草むしりなど、ヘルパーが援助しなくても普段の暮らしに差し支
えないもの ・大掃除など、普段はやらないような家事など
(３) ヘルパーに対し、贈り物、飲食物の提供はお断りいたします。
(４) 体調の変化などでサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに
担当の居宅介護支援事業者（電話番号
当事業所の担当者

）または

（電話番号

０２５６－９４－７４９０

）までご連絡ください。

（携帯

０８０－５２２１－５０２６ ）

１２ 苦情等がある場合
提供した介護サービスに利用者からの苦情に敏速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける相
談窓口を設置しております。
また、利用者からの苦情に関して市町村・国保連が行う調査に協力し、これからの指導助言を受けた
場合にはこれに従って必要な改善を行います。

当施設内苦情申立窓口

苦情受付担当者 安達 幸子
海藤 穂理
ご 利 用 時 間 午前８時３０分から午後５時３０分
ご 利 用 方 法 電 話
０２５６（９４）７４９０（代）
意見箱
事務室前に設置
面 接
相談室等
苦情解決責任者 荒川 秀子
第三者委員
泉谷 善二 燕市吉田浜首町 ９３－２７１５
小林 正
新潟市巻甲
７２－４４３４
滝澤 泉
燕市吉田旭町
９２－６１３８

燕市役所燕庁舎
健康福祉部福祉課
介護保険係

平日（月～金） 午前８時３０分から午後５時３０分
電話 ０２５６－６３－４１３１（代）

新潟県国民健康保険
団体連合会

平日（月～金） 午前８時３０分から午後５時１５分
電話 ０２５－２８５－３０７２（代）
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１３ 緊急時における対応方法
介護職員等は、訪問介護及び介護予防訪問介護の提供中、利用者の病状に急変等が生じた場合は、速や
かに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を行なうこととします。
主治医に対する連絡が困難な場合は、救急搬送等の措置を講じます。
介護職員等は前項の措置を講じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告するものとします。

１４ 事故発生時の対応方法
社会福祉法人吉田福祉会「業務マニュアル」に従って、速やかに管理責任者に報告し対応します。また、
保険者への連絡が必要な場合も速やかに対応します。
事業所の責任により生じた損害についてはその損害を賠償します。ただし、その損害の発生について利
用者の故意または重大な過失が認められる場合には事業者の賠償を減じる場合があります。
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サービスの提供に先立って、上記のとおり重要事項について説明します。

平成

年

月

日
事業者
所 在 地

新潟県燕市吉田大保町２５番地１５号

事 業 者 名 ホームへルプサービスひまわりの園
代表者名 社 会 福 祉 法 人 吉 田 福 祉 会
理事長

細貝

好美

印

私は、上記の重要事項について説明を受け、同意しました。また、この文書が契約書の別紙（一部）
となることについても同意します。
上記契約の証として、本契約書を 2 部作成し、利用者および事業者、記名・押印の上、それぞれ
１部ずつを保有します。

（利用者） ご住所

お名前

印

（利用者の代理人） ご住所

お名前

ご関係
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印

