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デイサービスセンター みどりのかぜ 

デイサービスセンターみどりのかぜデイサービスセンターみどりのかぜデイサービスセンターみどりのかぜデイサービスセンターみどりのかぜ重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書 

(通所介護通所介護通所介護通所介護) 

 
１．１．１．１．事業の目的及び運営の方針事業の目的及び運営の方針事業の目的及び運営の方針事業の目的及び運営の方針  

通所介護について、要介護状態にある方に対し、介護保険法で定める通所介護サ通所介護について、要介護状態にある方に対し、介護保険法で定める通所介護サ通所介護について、要介護状態にある方に対し、介護保険法で定める通所介護サ通所介護について、要介護状態にある方に対し、介護保険法で定める通所介護サ

ービスを提供し、必要に応じた機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能のービスを提供し、必要に応じた機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能のービスを提供し、必要に応じた機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能のービスを提供し、必要に応じた機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の

維持回復向上を図り、利用者が可能な限り居宅での自立した生活を営むことができ維持回復向上を図り、利用者が可能な限り居宅での自立した生活を営むことができ維持回復向上を図り、利用者が可能な限り居宅での自立した生活を営むことができ維持回復向上を図り、利用者が可能な限り居宅での自立した生活を営むことができ

るよう、又、扶養者るよう、又、扶養者るよう、又、扶養者るよう、又、扶養者(ご家族ご家族ご家族ご家族)の身体的・精神的負担軽減を図れるよう支援していくの身体的・精神的負担軽減を図れるよう支援していくの身体的・精神的負担軽減を図れるよう支援していくの身体的・精神的負担軽減を図れるよう支援していく

ことを目的とします。ことを目的とします。ことを目的とします。ことを目的とします。 

  
２．２．２．２．事業所概要事業所概要事業所概要事業所概要 

        ＊法人名称＊法人名称＊法人名称＊法人名称                ：：：：    医療法人医療法人医療法人医療法人    弘和会弘和会弘和会弘和会 

        ＊所在地＊所在地＊所在地＊所在地                    ：：：：    岡山県倉敷市福田町古新田岡山県倉敷市福田町古新田岡山県倉敷市福田町古新田岡山県倉敷市福田町古新田 813 番地の番地の番地の番地の 7 

        ＊電話番号＊電話番号＊電話番号＊電話番号                ：：：：    ０８６－４５０－０８６－４５０－０８６－４５０－０８６－４５０－２２２８２２２８２２２８２２２８ 

        ＊指定事業所番号＊指定事業所番号＊指定事業所番号＊指定事業所番号    ：：：：    ３３７０２０３７１７３３７０２０３７１７３３７０２０３７１７３３７０２０３７１７ 

        ＊事業所形態＊事業所形態＊事業所形態＊事業所形態            ：：：：    大大大大規模型規模型規模型規模型通所介護通所介護通所介護通所介護（Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）     

        ＊利用定員＊利用定員＊利用定員＊利用定員                ：：：：    59 名名名名         

        ＊サービス提供領域＊サービス提供領域＊サービス提供領域＊サービス提供領域：：：：    倉敷市倉敷市倉敷市倉敷市   

 
３．職員体制３．職員体制３．職員体制３．職員体制 

管理者 1人 常勤１人　※同事業所内、介護職員兼務

生活相談員 1人以上 常勤1人以上

看護職員 1人以上 非常勤1人以上 介護職員または機能訓練指導員と兼務

介護職員 1人以上 常勤１人以上、非常勤１人以上

機能訓練指導員 1人以上 非常勤1人以上　看護職員または介護職員と兼務

その他 1人以上 常勤1人　併設医療機関事務兼務
 

 

４．営業日及び営業時間４．営業日及び営業時間４．営業日及び営業時間４．営業日及び営業時間 
営業日営業日営業日営業日 月曜日～土曜日月曜日～土曜日月曜日～土曜日月曜日～土曜日    国民の祝日国民の祝日国民の祝日国民の祝日 

営業時間営業時間営業時間営業時間 8 時時時時 30 分～分～分～分～17 時時時時 30 分分分分 

サービス提供時間サービス提供時間サービス提供時間サービス提供時間 9 時時時時 30 分～分～分～分～16 時時時時 30 分分分分 

休業日休業日休業日休業日 日曜日、盆日曜日、盆日曜日、盆日曜日、盆    ８月１３日８月１３日８月１３日８月１３日 

                        年末・年始年末・年始年末・年始年末・年始    12 月月月月 29 日～日～日～日～1 月月月月 3 日日日日 

備考備考備考備考 台風や、災害時など、危険を生じる可能がある時は、弘和会理事長・管理者との協台風や、災害時など、危険を生じる可能がある時は、弘和会理事長・管理者との協台風や、災害時など、危険を生じる可能がある時は、弘和会理事長・管理者との協台風や、災害時など、危険を生じる可能がある時は、弘和会理事長・管理者との協

議により休業とする。議により休業とする。議により休業とする。議により休業とする。 

居宅サービス計画により、営業日及び営業時間以外でも、サービス提供を行う場合居宅サービス計画により、営業日及び営業時間以外でも、サービス提供を行う場合居宅サービス計画により、営業日及び営業時間以外でも、サービス提供を行う場合居宅サービス計画により、営業日及び営業時間以外でも、サービス提供を行う場合

があるものとする。があるものとする。があるものとする。があるものとする。 
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５．主なサービス内容５．主なサービス内容５．主なサービス内容５．主なサービス内容 

※介護保険法で定める通所介護※介護保険法で定める通所介護※介護保険法で定める通所介護※介護保険法で定める通所介護及び介護予防通所介護及び介護予防通所介護及び介護予防通所介護及び介護予防通所介護のサービス内容に限られます。のサービス内容に限られます。のサービス内容に限られます。のサービス内容に限られます。 

※ご利用者さま、サービス事業所に日帰りで※ご利用者さま、サービス事業所に日帰りで※ご利用者さま、サービス事業所に日帰りで※ご利用者さま、サービス事業所に日帰りで    以下のサービスを受けることが出来ます。以下のサービスを受けることが出来ます。以下のサービスを受けることが出来ます。以下のサービスを受けることが出来ます。 

 
①相談対応①相談対応①相談対応①相談対応        ：ご利用者様の通所介護に関する相談ご家族の方からの要望等の対応：ご利用者様の通所介護に関する相談ご家族の方からの要望等の対応：ご利用者様の通所介護に関する相談ご家族の方からの要望等の対応：ご利用者様の通所介護に関する相談ご家族の方からの要望等の対応 

②健康チェック：体温・血圧・脈拍の測定、一般状態のチェック②健康チェック：体温・血圧・脈拍の測定、一般状態のチェック②健康チェック：体温・血圧・脈拍の測定、一般状態のチェック②健康チェック：体温・血圧・脈拍の測定、一般状態のチェック 

③入浴③入浴③入浴③入浴                ：：：：入浴の介助・提供入浴の介助・提供入浴の介助・提供入浴の介助・提供 

④食事④食事④食事④食事                ：昼食の提供・介助：昼食の提供・介助：昼食の提供・介助：昼食の提供・介助 

⑤アクティビティー⑤アクティビティー⑤アクティビティー⑤アクティビティー    ：創作作業や、維持改善を目的としたレクレーション活動等。：創作作業や、維持改善を目的としたレクレーション活動等。：創作作業や、維持改善を目的としたレクレーション活動等。：創作作業や、維持改善を目的としたレクレーション活動等。 

⑥個別機能訓練⑥個別機能訓練⑥個別機能訓練⑥個別機能訓練    ：ご利用者さまお一人ずつの機能訓練：ご利用者さまお一人ずつの機能訓練：ご利用者さまお一人ずつの機能訓練：ご利用者さまお一人ずつの機能訓練。。。。 

⑦⑦⑦⑦送迎送迎送迎送迎                ：ご利用者さまの自宅からサービス事業所までの送迎。：ご利用者さまの自宅からサービス事業所までの送迎。：ご利用者さまの自宅からサービス事業所までの送迎。：ご利用者さまの自宅からサービス事業所までの送迎。 

⑧⑧⑧⑧その他その他その他その他            ：その他必要な日常生活動作の介助・支援：その他必要な日常生活動作の介助・支援：その他必要な日常生活動作の介助・支援：その他必要な日常生活動作の介助・支援 

  
６．サービス従事者６．サービス従事者６．サービス従事者６．サービス従事者 

            ①①①①    サービス従事者とは、ご利用者さまに通所介護サービスを提供する職員でサービス従事者とは、ご利用者さまに通所介護サービスを提供する職員でサービス従事者とは、ご利用者さまに通所介護サービスを提供する職員でサービス従事者とは、ご利用者さまに通所介護サービスを提供する職員で 

                    管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員が該当します。管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員が該当します。管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員が該当します。管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員が該当します。 

            ②②②②    デイサービスセンターみどりのかぜは、介護保険法に定められている人員の体デイサービスセンターみどりのかぜは、介護保険法に定められている人員の体デイサービスセンターみどりのかぜは、介護保険法に定められている人員の体デイサービスセンターみどりのかぜは、介護保険法に定められている人員の体

制を整備し、ご利用者さまに快適に過ごして頂けるよう通所介護を提供します。制を整備し、ご利用者さまに快適に過ごして頂けるよう通所介護を提供します。制を整備し、ご利用者さまに快適に過ごして頂けるよう通所介護を提供します。制を整備し、ご利用者さまに快適に過ごして頂けるよう通所介護を提供します。   

 
７．サービス利用にあったての留意事項７．サービス利用にあったての留意事項７．サービス利用にあったての留意事項７．サービス利用にあったての留意事項 

            当事業所当事業所当事業所当事業所は、指定通所介護の提供に際して、ご利用者さま及びそのご家族に対し、は、指定通所介護の提供に際して、ご利用者さま及びそのご家族に対し、は、指定通所介護の提供に際して、ご利用者さま及びそのご家族に対し、は、指定通所介護の提供に際して、ご利用者さま及びそのご家族に対し、 

            事前にサービス内容を事前にサービス内容を事前にサービス内容を事前にサービス内容を明記明記明記明記し、し、し、し、説明説明説明説明するするするするもももものとする。のとする。のとする。のとする。         

当事業所職員が当事業所職員が当事業所職員が当事業所職員がサービスを提供するにあたって、居宅サービスサービスを提供するにあたって、居宅サービスサービスを提供するにあたって、居宅サービスサービスを提供するにあたって、居宅サービス計画計画計画計画にににに基づ基づ基づ基づき、利用き、利用き、利用き、利用

者・扶養者（ご家族）の者・扶養者（ご家族）の者・扶養者（ご家族）の者・扶養者（ご家族）の希希希希望を望を望を望を十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮し、利用者に関る主し、利用者に関る主し、利用者に関る主し、利用者に関る主治治治治医及び理医及び理医及び理医及び理学学学学療法療法療法療法士士士士、、、、

作業療法作業療法作業療法作業療法士士士士等の関等の関等の関等の関係係係係機関や当機関や当機関や当機関や当事業所事業所事業所事業所の他の他の他の他専専専専ら通所介護の提供にあたる看護ら通所介護の提供にあたる看護ら通所介護の提供にあたる看護ら通所介護の提供にあたる看護師師師師、生活、生活、生活、生活

相談員及び介護職員の相談員及び介護職員の相談員及び介護職員の相談員及び介護職員の協議協議協議協議によって通所介護によって通所介護によって通所介護によって通所介護計画計画計画計画を作を作を作を作成成成成し、し、し、し、同同同同意を頂いた上で通所意を頂いた上で通所意を頂いた上で通所意を頂いた上で通所

介護介護介護介護計画計画計画計画にににに基づ基づ基づ基づきサービスを提供いたします。きサービスを提供いたします。きサービスを提供いたします。きサービスを提供いたします。 

 
８．ご利用者さま８．ご利用者さま８．ご利用者さま８．ご利用者さまへへへへの留意事項の留意事項の留意事項の留意事項 

            利用者は、他の利用が適利用者は、他の利用が適利用者は、他の利用が適利用者は、他の利用が適切切切切なサービスの提供を受けるなサービスの提供を受けるなサービスの提供を受けるなサービスの提供を受ける為為為為のののの権権権権利・機会等を利・機会等を利・機会等を利・機会等を侵害侵害侵害侵害してしてしてして

はなりまはなりまはなりまはなりませんせんせんせん。（。（。（。（宗教宗教宗教宗教のののの勧誘勧誘勧誘勧誘行行行行為為為為、利用者間での、利用者間での、利用者間での、利用者間での物品物品物品物品のののの販売販売販売販売及び及び及び及び斡旋斡旋斡旋斡旋行行行行為為為為など・・）など・・）など・・）など・・） 

利用者は、事業所の利用者は、事業所の利用者は、事業所の利用者は、事業所の設設設設備、備備、備備、備備、備品品品品のののの使使使使用にあたっては、用にあたっては、用にあたっては、用にあたっては、本本本本来の用法に従い来の用法に従い来の用法に従い来の用法に従い使使使使用するこ用するこ用するこ用するこ

ととし、これにととし、これにととし、これにととし、これに反反反反したしたしたした使使使使用により事業所に用により事業所に用により事業所に用により事業所に損害損害損害損害が生じたが生じたが生じたが生じた場合場合場合場合は、は、は、は、賠償賠償賠償賠償するするするするもももものとすのとすのとすのとす

る。る。る。る。 

  
９９９９．．．．事事事事故発故発故発故発生時の対応生時の対応生時の対応生時の対応  

１）１）１）１）利用者に対する指定通所介護の提供により事利用者に対する指定通所介護の提供により事利用者に対する指定通所介護の提供により事利用者に対する指定通所介護の提供により事故故故故がががが発発発発生した生した生した生した場合場合場合場合は、市町は、市町は、市町は、市町村村村村、利用、利用、利用、利用

者の家族、利用者に者の家族、利用者に者の家族、利用者に者の家族、利用者に係係係係る居宅介護支援事業者等にる居宅介護支援事業者等にる居宅介護支援事業者等にる居宅介護支援事業者等に連絡連絡連絡連絡を行うととを行うととを行うととを行うととももももに、必要なに、必要なに、必要なに、必要な措措措措

置置置置をををを講講講講じます。じます。じます。じます。 

２）当事業所は前項の事２）当事業所は前項の事２）当事業所は前項の事２）当事業所は前項の事故故故故の状の状の状の状況況況況、及び事、及び事、及び事、及び事故故故故に際してに際してに際してに際して採採採採ったったったった処置処置処置処置についてについてについてについて記録記録記録記録し、保し、保し、保し、保 

管する管する管する管するもももものとします。のとします。のとします。のとします。 

３３３３））））当事業所は、通所介護サービスの提供に当事業所は、通所介護サービスの提供に当事業所は、通所介護サービスの提供に当事業所は、通所介護サービスの提供に伴伴伴伴って、事業所のって、事業所のって、事業所のって、事業所の責責責責めに帰すめに帰すめに帰すめに帰すべべべべき事き事き事き事由由由由にににに

よりご利用者さま又はそのご家族の介護者の生よりご利用者さま又はそのご家族の介護者の生よりご利用者さま又はそのご家族の介護者の生よりご利用者さま又はそのご家族の介護者の生命命命命、身体、、身体、、身体、、身体、財産財産財産財産及び、名及び、名及び、名及び、名誉誉誉誉にににに損害損害損害損害

を及を及を及を及ぼぼぼぼしたしたしたした場合場合場合場合には相当には相当には相当には相当範囲範囲範囲範囲内においてその内においてその内においてその内においてその損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償します。します。します。します。 



- 3 - 

デイサービスセンター みどりのかぜ 

４４４４））））ご利用者さま又はそのご家族の介護者は、ご利用者又はそのご家族の介護者のご利用者さま又はそのご家族の介護者は、ご利用者又はそのご家族の介護者のご利用者さま又はそのご家族の介護者は、ご利用者又はそのご家族の介護者のご利用者さま又はそのご家族の介護者は、ご利用者又はそのご家族の介護者の責責責責

めに帰するめに帰するめに帰するめに帰するべべべべき事き事き事き事由由由由により、当事業所の生により、当事業所の生により、当事業所の生により、当事業所の生命命命命、身体、、身体、、身体、、身体、財産財産財産財産、及び名、及び名、及び名、及び名誉誉誉誉にににに損害損害損害損害を及を及を及を及

ぼぼぼぼしたしたしたした場合場合場合場合には、相当には、相当には、相当には、相当範囲範囲範囲範囲内においてその内においてその内においてその内においてその損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを請求請求請求請求されるされるされるされる場合場合場合場合があります。があります。があります。があります。 

 
10．．．．緊急緊急緊急緊急時の対応方法時の対応方法時の対応方法時の対応方法 

サービス提供サービス提供サービス提供サービス提供中中中中に、利用者にに、利用者にに、利用者にに、利用者に病病病病状の状の状の状の急変急変急変急変が生じたが生じたが生じたが生じた場合場合場合場合その他必要なその他必要なその他必要なその他必要な場合場合場合場合は、は、は、は、速速速速やかやかやかやか

に主に主に主に主治治治治医の医医の医医の医医の医師へ師へ師へ師へのののの連絡連絡連絡連絡を行う等の必要なを行う等の必要なを行う等の必要なを行う等の必要な措置措置措置措置をををを講講講講じるととじるととじるととじるととももももに、利用者が予め指に、利用者が予め指に、利用者が予め指に、利用者が予め指

定する定する定する定する連絡先連絡先連絡先連絡先ににににも連絡も連絡も連絡も連絡します。します。します。します。 

 
11．利用．利用．利用．利用料金料金料金料金 

                ①①①①    基本料金基本料金基本料金基本料金のののの金額金額金額金額は、介護保険法で定める通所介護サービスのは、介護保険法で定める通所介護サービスのは、介護保険法で定める通所介護サービスのは、介護保険法で定める通所介護サービスの基本基本基本基本となるとなるとなるとなる 

                        報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価であり、地域によりであり、地域によりであり、地域によりであり、地域により異異異異なります。なります。なります。なります。 

                ②②②②    デイサービスセンターみどりのかぜでは、デイサービスセンターみどりのかぜでは、デイサービスセンターみどりのかぜでは、デイサービスセンターみどりのかぜでは、 

                                        倉敷市倉敷市倉敷市倉敷市                        １１１１単位単位単位単位・・・・・・１０．０・・・・・・１０．０・・・・・・１０．０・・・・・・１０．０円円円円です。です。です。です。 

 
大大大大規模型通所介護規模型通所介護規模型通所介護規模型通所介護（Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）        （以下の（以下の（以下の（以下の表示額表示額表示額表示額は、一日は、一日は、一日は、一日単位単位単位単位の利用の利用の利用の利用報酬金額報酬金額報酬金額報酬金額です。）です。）です。）です。） 

 
            所要時間所要時間所要時間所要時間 3 時間以上時間以上時間以上時間以上 5 時間時間時間時間未満未満未満未満 

要介護要介護要介護要介護区分区分区分区分 基本料金基本料金基本料金基本料金 自自自自己己己己負担負担負担負担額額額額 ＋＋＋＋該当該当該当該当加算額加算額加算額加算額 

要介護１要介護１要介護１要介護１ ３３３３,７４７４７４７４００００円円円円 ３７４３７４３７４３７４円円円円  

要介護２要介護２要介護２要介護２ ４４４４,２２２２９９９９００００円円円円 ４２４２４２４２９９９９円円円円  

要介護３要介護３要介護３要介護３ ４４４４,８５８５８５８５００００円円円円 ４８５４８５４８５４８５円円円円  

要介護４要介護４要介護４要介護４ ５５５５,３３３３９９９９００００円円円円 ５３５３５３５３９９９９円円円円  

要介護５要介護５要介護５要介護５ ５５５５,９９９９５５５５００００円円円円 ５５５５９９９９５５５５円円円円  

                 
所要時間所要時間所要時間所要時間 5 時間以上時間以上時間以上時間以上 7 時間時間時間時間未満未満未満未満  

要介護要介護要介護要介護区分区分区分区分 基本料金基本料金基本料金基本料金 自自自自己己己己負担負担負担負担額額額額 ＋＋＋＋該当該当該当該当加算額加算額加算額加算額 

要介護１要介護１要介護１要介護１ ５５５５,６２０６２０６２０６２０円円円円 ５６２５６２５６２５６２円円円円  

要介護２要介護２要介護２要介護２ ６６６６,６５６５６５６５００００円円円円 ６６５６６５６６５６６５円円円円  

要介護３要介護３要介護３要介護３ ７７７７,６７６７６７６７００００円円円円 ７６７７６７７６７７６７円円円円  

要介護４要介護４要介護４要介護４ ８８８８,６６６６９９９９００００円円円円 ８６８６８６８６９９９９円円円円  

要介護５要介護５要介護５要介護５ ９９９９,７１７１７１７１００００円円円円 ９９９９７１７１７１７１円円円円  

 
      所要時間所要時間所要時間所要時間 7 時間以上時間以上時間以上時間以上 9 時間時間時間時間未満未満未満未満 

要介護要介護要介護要介護区分区分区分区分 基本料金基本料金基本料金基本料金 自自自自己己己己負担負担負担負担額額額額 ＋＋＋＋該当該当該当該当加算額加算額加算額加算額 

要介護１要介護１要介護１要介護１ ６６６６,４５４５４５４５００００円円円円 ６４５６４５６４５６４５円円円円  

要介護２要介護２要介護２要介護２ ７７７７,６２６２６２６２００００円円円円 ７６２７６２７６２７６２円円円円  

要介護３要介護３要介護３要介護３ ８８８８,８３８３８３８３００００円円円円 ８８３８８３８８３８８３円円円円  

要介護４要介護４要介護４要介護４ １０１０１０１０,０４０４０４０４００００円円円円 １１１１,００４００４００４００４円円円円  

要介護５要介護５要介護５要介護５ １１１１１１１１,２５２５２５２５００００円円円円 １１１１,１２５１２５１２５１２５円円円円  

 
 
12．．．．加算加算加算加算 
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            介護保険法で定められている通所介護サービスに介護保険法で定められている通所介護サービスに介護保険法で定められている通所介護サービスに介護保険法で定められている通所介護サービスに係係係係るるるる加算加算加算加算は以下のとおりです。は以下のとおりです。は以下のとおりです。は以下のとおりです。 

             
加算加算加算加算のののの種類種類種類種類 加算加算加算加算の該等の該等の該等の該等条件条件条件条件 自自自自己己己己負担負担負担負担額／額／額／額／日日日日 

入浴入浴入浴入浴加算加算加算加算 入浴サービスのご利用入浴サービスのご利用入浴サービスのご利用入浴サービスのご利用 ５０５０５０５０円円円円 

個別機能訓練個別機能訓練個別機能訓練個別機能訓練加算加算加算加算 個別に個別に個別に個別に計画計画計画計画を立ててを立ててを立ててを立てて実施実施実施実施しますしますしますします ５６５６５６５６円円円円 

サービス提供体制サービス提供体制サービス提供体制サービス提供体制強化強化強化強化

加算加算加算加算 

介護福介護福介護福介護福祉士資格祉士資格祉士資格祉士資格をををを有有有有する者が一定する者が一定する者が一定する者が一定割割割割

合雇合雇合雇合雇用されている事業所用されている事業所用されている事業所用されている事業所 
１８１８１８１８円円円円 

介護職員介護職員介護職員介護職員処遇処遇処遇処遇改善改善改善改善加算加算加算加算 
質質質質のののの高高高高い介護をい介護をい介護をい介護を継続継続継続継続的に提供する的に提供する的に提供する的に提供する為為為為

に定められたに定められたに定められたに定められた加算加算加算加算 

ごごごご料金料金料金料金に関しましてに関しましてに関しましてに関しまして

は、要介護は、要介護は、要介護は、要介護度度度度・利用・利用・利用・利用

回回回回数数数数によりによりによりにより異異異異なりまなりまなりまなりま

す。す。す。す。 

 
その他ご利用者様のその他ご利用者様のその他ご利用者様のその他ご利用者様の実費実費実費実費負担の対負担の対負担の対負担の対象象象象になるになるになるになるももももの。の。の。の。 

     
13．お支．お支．お支．お支払払払払い方法い方法い方法い方法 

        ＊＊＊＊    お支お支お支お支払払払払い方法は、い方法は、い方法は、い方法は、口座振替口座振替口座振替口座振替またはまたはまたはまたは現金現金現金現金となっております。となっております。となっております。となっております。 

        ＊＊＊＊    上上上上記加算金額記加算金額記加算金額記加算金額の内、の内、の内、の内、手芸手芸手芸手芸などのなどのなどのなどの係係係係るるるる金額金額金額金額は、利用者様の負担は、利用者様の負担は、利用者様の負担は、利用者様の負担も考えも考えも考えも考えて、そのて、そのて、そのて、その都度都度都度都度

請求請求請求請求ささささせせせせて頂くて頂くて頂くて頂く場合も場合も場合も場合もあります。あります。あります。あります。         

         
14．．．．キャキャキャキャンセンセンセンセルルルル 

ご利用者様の、ごご利用者様の、ごご利用者様の、ごご利用者様の、ご都合都合都合都合でででで急急急急に利用当日にに利用当日にに利用当日にに利用当日に連絡連絡連絡連絡がががが有有有有ったったったった場合場合場合場合、又、又、又、又、ご、ご、ご、ご連絡連絡連絡連絡を頂けず、を頂けず、を頂けず、を頂けず、

職員が自宅までお迎職員が自宅までお迎職員が自宅までお迎職員が自宅までお迎ええええに行ったに行ったに行ったに行った場合場合場合場合は、以下の通りのは、以下の通りのは、以下の通りのは、以下の通りの金額金額金額金額をををを請求請求請求請求ささささせせせせていたていたていたていただだだだきますきますきますきます

のでごのでごのでごのでご了解了解了解了解下さい。下さい。下さい。下さい。 

※ご※ご※ご※ご都合都合都合都合などでおなどでおなどでおなどでお休休休休みされるみされるみされるみされる場合場合場合場合は前日、体は前日、体は前日、体は前日、体調不良調不良調不良調不良のののの場合場合場合場合は当日は当日は当日は当日 8：：：：45 までにごまでにごまでにごまでにご連連連連

絡絡絡絡くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 
※※※※１日の介護１日の介護１日の介護１日の介護度度度度別の別の別の別の基本報酬金額基本報酬金額基本報酬金額基本報酬金額に、０．７をに、０．７をに、０．７をに、０．７を乗乗乗乗じたじたじたじた額＋額＋額＋額＋食食食食費費費費６６６６２２２２００００円円円円をををを加算加算加算加算したしたしたした額額額額。。。。 

                （（（（例例例例））））基本基本基本基本利用時間利用時間利用時間利用時間数数数数７時間以上７時間以上７時間以上７時間以上９９９９時間時間時間時間未満未満未満未満のののの単位単位単位単位でででで 

 
    要介護要介護要介護要介護        １１１１ ６４５６４５６４５６４５円×円×円×円×０．７０．７０．７０．７＋＋＋＋６２６２６２６２００００円＝円＝円＝円＝１１１１,０７１０７１０７１０７１円円円円 

    要介護要介護要介護要介護        ２２２２ ７６２７６２７６２７６２円×円×円×円×０．７０．７０．７０．７＋＋＋＋６２６２６２６２００００円＝円＝円＝円＝１１１１,１５３１５３１５３１５３円円円円 

    要介護要介護要介護要介護        ３３３３ ８８３８８３８８３８８３円×円×円×円×０．７０．７０．７０．７＋＋＋＋６２６２６２６２００００円＝円＝円＝円＝１１１１,２３８２３８２３８２３８円円円円 

    要介護要介護要介護要介護        ４４４４ １１１１,００４００４００４００４円×円×円×円×０．７０．７０．７０．７＋＋＋＋６２６２６２６２００００円＝円＝円＝円＝１１１１,３２２３２２３２２３２２円円円円 

    要介護要介護要介護要介護        ５５５５ １１１１,１２５１２５１２５１２５円×円×円×円×０．７０．７０．７０．７＋＋＋＋６２６２６２６２００００円＝円＝円＝円＝１１１１,４０７４０７４０７４０７円円円円 

            但但但但し、し、し、し、突発突発突発突発的な的な的な的な災害災害災害災害や、や、や、や、体体体体調調調調のののの急変急変急変急変などはこの限りではありまなどはこの限りではありまなどはこの限りではありまなどはこの限りではありませんせんせんせん。。。。 

TellTellTellTell 086-450-2228086-450-2228086-450-2228086-450-2228

デイサービスセンター　みどりのかぜ事務所デイサービスセンター　みどりのかぜ事務所デイサービスセンター　みどりのかぜ事務所デイサービスセンター　みどりのかぜ事務所
キャンセル連絡先キャンセル連絡先キャンセル連絡先キャンセル連絡先

 

種類種類種類種類 金額金額金額金額 備備備備考考考考 

食食食食費費費費 ６２６２６２６２００００円円円円 昼食昼食昼食昼食代金代金代金代金としてとしてとしてとして 

紙紙紙紙おむつおむつおむつおむつ代代代代 １５０１５０１５０１５０円円円円 替え替え替え替えをお持をお持をお持をお持ちちちち頂いた頂いた頂いた頂いた場合除場合除場合除場合除きますきますきますきます 

尿取尿取尿取尿取りりりりパパパパッッッッドドドド ５０５０５０５０円円円円 〃〃〃〃 

行事活動関行事活動関行事活動関行事活動関係費係費係費係費 実費実費実費実費 内容により内容により内容により内容により異異異異なります。なります。なります。なります。 

趣味趣味趣味趣味・ク・ク・ク・クラブラブラブラブ活動活動活動活動費費費費（（（（材料費材料費材料費材料費）））） 実費実費実費実費 書道書道書道書道、、、、絵画絵画絵画絵画、、、、俳句俳句俳句俳句、、、、園芸園芸園芸園芸、、、、手芸手芸手芸手芸等等等等 
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15．サービス相談．サービス相談．サービス相談．サービス相談窓口窓口窓口窓口、及び、及び、及び、及び苦情苦情苦情苦情のののの申申申申し立てし立てし立てし立て 

当事業所は、ご利用者又はそのご家族からの相談、当事業所は、ご利用者又はそのご家族からの相談、当事業所は、ご利用者又はそのご家族からの相談、当事業所は、ご利用者又はそのご家族からの相談、苦情苦情苦情苦情について、について、について、について、次次次次のののの窓口窓口窓口窓口にてにてにてにて

対応対応対応対応致致致致します。します。します。します。 

    申申申申し立て等を、し立て等を、し立て等を、し立て等を、皆皆皆皆様からのお様からのお様からのお様からのお声声声声としてとしてとしてとして有有有有りりりり難難難難くお受けするとくお受けするとくお受けするとくお受けすると共共共共に、に、に、に、今後今後今後今後のデイののデイののデイののデイの

向上に向上に向上に向上に役役役役立た立た立た立たせせせせて頂きますので、おて頂きますので、おて頂きますので、おて頂きますので、お気気気気軽にお軽にお軽にお軽にお申申申申しししし付付付付け下さい。け下さい。け下さい。け下さい。 

 
○苦情○苦情○苦情○苦情受受受受付窓口付窓口付窓口付窓口・・・デイサービスセンターみどりのかぜ事・・・デイサービスセンターみどりのかぜ事・・・デイサービスセンターみどりのかぜ事・・・デイサービスセンターみどりのかぜ事務務務務所所所所     

電話番号電話番号電話番号電話番号 ０８６－４５０－０８６－４５０－０８６－４５０－０８６－４５０－２２２８２２２８２２２８２２２８ 

受受受受付付付付時間時間時間時間 営業日の営業日の営業日の営業日の 8 時時時時 30分～分～分～分～17 時時時時 30分分分分 

備備備備考考考考 管理者：管理者：管理者：管理者：川井由美子川井由美子川井由美子川井由美子    【緊急】【緊急】【緊急】【緊急】080-2902-6080 

○○○○その他の相談・その他の相談・その他の相談・その他の相談・苦情苦情苦情苦情受受受受付窓口付窓口付窓口付窓口 

公公公公的機関に的機関に的機関に的機関に於於於於いていていていてもももも、、、、次次次次のののの窓口窓口窓口窓口でででで苦情苦情苦情苦情のののの申申申申し立てができます。し立てができます。し立てができます。し立てができます。 

 
・市町・市町・市町・市町村村村村の相談。の相談。の相談。の相談。苦情苦情苦情苦情受受受受付付付付 

     
・・・・国民国民国民国民健康保険健康保険健康保険健康保険団団団団体体体体連合連合連合連合会・会・会・会・苦情苦情苦情苦情受受受受付付付付 

 
16．．．．苦情苦情苦情苦情・・・・事事事事故故故故対応時対応時対応時対応時のののの基本手順基本手順基本手順基本手順 

            当事業所は、以下の当事業所は、以下の当事業所は、以下の当事業所は、以下の基本手順基本手順基本手順基本手順にににに基づ基づ基づ基づいた対応をいた対応をいた対応をいた対応を実施実施実施実施します。します。します。します。 

                Ⅰ・Ⅰ・Ⅰ・Ⅰ・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故故故故の受の受の受の受付付付付 

                ⅡⅡⅡⅡ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故故故故内容の内容の内容の内容の確認確認確認確認 

                ⅢⅢⅢⅢ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故解決責任故解決責任故解決責任故解決責任者者者者へへへへのののの報告報告報告報告 

                ⅣⅣⅣⅣ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故故故故の対応に関する事前の対応に関する事前の対応に関する事前の対応に関する事前説明説明説明説明・・・・同同同同意意意意 

                ⅤⅤⅤⅤ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故解決故解決故解決故解決に向けた対応のに向けた対応のに向けた対応のに向けた対応の実施実施実施実施。。。。 

                ⅥⅥⅥⅥ・・・・再発再発再発再発防防防防止止止止又、改善の又、改善の又、改善の又、改善の措置措置措置措置 

                ⅦⅦⅦⅦ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故解決結果故解決結果故解決結果故解決結果のののの説明説明説明説明・・・・同同同同意意意意 

                ⅧⅧⅧⅧ・・・・苦情苦情苦情苦情・事・事・事・事故解決責任故解決責任故解決責任故解決責任者者者者へへへへのののの最終報告最終報告最終報告最終報告 

            ●苦情●苦情●苦情●苦情・事・事・事・事故故故故受受受受付付付付担当者：デイサービスセンターみどりのかぜ担当者：デイサービスセンターみどりのかぜ担当者：デイサービスセンターみどりのかぜ担当者：デイサービスセンターみどりのかぜ        従事者従事者従事者従事者 

            ●苦情●苦情●苦情●苦情・事・事・事・事故解決責任故解決責任故解決責任故解決責任者：デイサービスセンターみどりのかぜ者：デイサービスセンターみどりのかぜ者：デイサービスセンターみどりのかぜ者：デイサービスセンターみどりのかぜ        管理者管理者管理者管理者 

 
17．．．．秘密秘密秘密秘密保持について保持について保持について保持について 

    当事業所の従業員は、業当事業所の従業員は、業当事業所の従業員は、業当事業所の従業員は、業務務務務上上上上知知知知りりりり得得得得た利用者及び扶養者た利用者及び扶養者た利用者及び扶養者た利用者及び扶養者若若若若しくは、その家族に関すしくは、その家族に関すしくは、その家族に関すしくは、その家族に関す

る個人る個人る個人る個人情報情報情報情報を、を、を、を、正正正正当な理当な理当な理当な理由由由由なくなくなくなく第三第三第三第三者に者に者に者に漏漏漏漏らしまらしまらしまらしませんせんせんせん。又、この従業員が、。又、この従業員が、。又、この従業員が、。又、この従業員が、退退退退職職職職後後後後にににに

おいておいておいておいてももももこれらのこれらのこれらのこれらの秘密秘密秘密秘密を保持するを保持するを保持するを保持するべべべべきききき旨旨旨旨を、従業者のを、従業者のを、従業者のを、従業者の雇雇雇雇用用用用契約契約契約契約の内容としています。の内容としています。の内容としています。の内容としています。 
 

市町市町市町市町村村村村名名名名 倉敷市倉敷市倉敷市倉敷市西中西中西中西中新田６４０番地新田６４０番地新田６４０番地新田６４０番地    倉敷倉敷倉敷倉敷本庁本庁本庁本庁 

電話番号電話番号電話番号電話番号 ０８６－４２６－３３４３０８６－４２６－３３４３０８６－４２６－３３４３０８６－４２６－３３４３ 

担当担当担当担当部署部署部署部署 倉敷市介護保険倉敷市介護保険倉敷市介護保険倉敷市介護保険課課課課 

日時日時日時日時 月曜月曜月曜月曜日日日日～金曜～金曜～金曜～金曜日日日日    ８時３０８時３０８時３０８時３０分～分～分～分～１７時（日・１７時（日・１７時（日・１７時（日・祝祝祝祝日を日を日を日を除除除除く）く）く）く） 

国国国国保保保保連合連合連合連合会会会会 岡山市岡山市岡山市岡山市桑桑桑桑田町１１番６号田町１１番６号田町１１番６号田町１１番６号 

電話番号電話番号電話番号電話番号 ０８６－２２３－８８７６０８６－２２３－８８７６０８６－２２３－８８７６０８６－２２３－８８７６ 

担当担当担当担当部署部署部署部署 国民国民国民国民健康保険健康保険健康保険健康保険団団団団体体体体連合連合連合連合会会会会 

日時日時日時日時 月曜月曜月曜月曜日日日日～金曜～金曜～金曜～金曜日日日日    ８時３０８時３０８時３０８時３０分～分～分～分～１７時（日・１７時（日・１７時（日・１７時（日・祝祝祝祝日を日を日を日を除除除除く）く）く）く） 



- 6 - 

デイサービスセンター みどりのかぜ 

通所介護サービスの提供の通所介護サービスの提供の通所介護サービスの提供の通所介護サービスの提供の開始開始開始開始に際し、に際し、に際し、に際し、本書面本書面本書面本書面にににに基づ基づ基づ基づきききき重重重重要事項の要事項の要事項の要事項の説明説明説明説明を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。 

 
平成平成平成平成            年年年年            月月月月            日日日日 

 
 

医療法人医療法人医療法人医療法人    弘和会弘和会弘和会弘和会 

デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター    みどりのかぜみどりのかぜみどりのかぜみどりのかぜ 

〒〒〒〒721-8046    倉敷市福田町古新田倉敷市福田町古新田倉敷市福田町古新田倉敷市福田町古新田 813‐‐‐‐7 

Tell    086-450-2228    Fax    086-456-2229 
 
 
説明説明説明説明者者者者氏氏氏氏名名名名                                                            印印印印 

 
 
 
私私私私は、下は、下は、下は、下記記記記のののの希希希希望により通所介護サービスについて望により通所介護サービスについて望により通所介護サービスについて望により通所介護サービスについて本書面本書面本書面本書面にににに基づ基づ基づ基づいて事業者からいて事業者からいて事業者からいて事業者から重重重重要事項要事項要事項要事項

のののの説明説明説明説明を受けその内容についてを受けその内容についてを受けその内容についてを受けその内容について同同同同意しました。意しました。意しました。意しました。 

 
平成平成平成平成            年年年年            月月月月            日日日日 

 
利用者利用者利用者利用者 

 
    住住住住所所所所                                                                             

 
 
                氏氏氏氏名名名名                                                                                印印印印 

 
 
代代代代理人理人理人理人(続続続続柄柄柄柄：：：：            ) 

 
                住住住住所所所所                                                                             

 
 
                氏氏氏氏名名名名                                                                                印印印印 

 
 
 


