特別養護老人ホーム ロマンシティあいだ
指定（介護予防）短期入所生活介護サービス
重要事項説明書
２０２１．９．１

当施設は、利用者に対して介護保険法による「短期入所生活介護サービス」及び「介護
予防短期入所生活介護サービス」
（以下「短期入所生活介護サービス等」という。）を提供
いたします。ついては、当サービスを利用されるにあたって、その概要や提供されるサー
ビスの内容、その他、契約上ご留意いただきたい事項を、「利用契約書」並びに「本重要事
項説明書」により、ご説明いたします。
当施設の利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」及び「要支援」と認定された
方が対象となります。

１、施設経営法人
法人名

社会福祉法人

千寿福祉会

法人所在地

岡山県津山市瓜生原 326-1

電話番号等

℡0868-26-3118

代表者氏名

理事長

設立年月日

昭和 55 年 1 月 21 日

小林

Fax0868-26-3772
和彦

２、施設の概要
施設の名称
施設の種類
事業所番号
指定年月日
開設年月日
所在地
電話番号

特別養護老人ホーム

ロマンシティあいだ

指定短期入所生活介護施設
指定介護予防短期入所生活介護施設
岡山県指定第 3373700263 号
（指定短期入所介護）

平成 12 年 4 月 1 日

（指定介護予防短期入所介護）平成 18 年 4 月 1 日
平成 7 年 4 月 1 日
岡山県美作市井口 41-2
℡0868-74-2888

施設長

小林

利用定員

10 名

弘典

Fax0868-74-3888

３、施設の目的及び運営方針
（１）施設の目的
当施設は、介護保険法令に従い、利用者がその有する能力に応じて、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、支援していくことを目的として、日常生
活を営むために必要な居室及び共用施設等を提供するとともに、短期入所生活介護サ
ービス等を提供いたします。
（２）施設の運営方針
施設サービスの提供にあたっては、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むこ
とができるようにするために、常に利用者の心身の状況等を的確に把握しながら、短
期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画（以下「短期入所生活介護計
画」という。
）に基づき、必要なサービスを利用者の方の希望に沿って適切に提供する
よう努めます。
事業の運営にあたっては、介護保険法令等の趣旨及び内容に沿って運営いたします。

４、居室
（１）居室等の概要（設備は介護老人福祉施設と併用です）
当施設では、以下の居室・設備を備えております。
室

数

備

居室

1 名部屋

4室

従来型個室

居室

3 名部屋

2室

多床室

堂

1室

機能訓練室と併用

機能訓練室

1室

歩行訓練平行棒、滑車運動器

静

養

室

1室

医

務

室

1室

室

2室

レ

4室

食

浴
ト

イ

考

等

特殊浴槽、介護チェアー浴槽、一般浴槽

（２） 居室の決定方法
入居される居室は、原則として利用される方の心身の状況等により決定させていた
だきます。
居室の変更を希望される場合は、居室の空き状況や利用者及び他の利用者の心身の
状況等により、協議のうえ決定させていただきますが、必ずしもご希望に添えるもの
ではありません。
又、利用者及び他の利用者の心身の状況等により、協議のうえ居室の変更をさせて
いただく場合があります。

５、職員の配置状況
当施設では、以下の職種の職員を配置しております。
（職員は介護老人福祉施設と兼務です）
（主な職種の配置状況）
職種

人数

指定基準

施設長

1名

1名

介護職員

21 名以上

21 名

看護職員

3 名以上

3名

生活相談員

1 名以上

1名

機能訓練指導員

1名

1名

介護支援専門員

1名

1名

管理栄養士

1名

1名

医師（嘱託）

2名

必要数

（主な職種の勤務体制）
職種
施設長

介護職員

看護職員
生活相談員

勤務体制
月曜～金曜

8：30～17：30

早出

7：00～16：00

日勤

8：00～17：00

遅出

10：00～19：00

夜勤

16：00～9：00

早出

7：30～16：30

遅出

9：30～18：30

月曜～金曜

8：00～17：00

機能訓練指導員

兼務

介護支援専門員

月曜～金曜

8：00～17：00

管理栄養士

月曜～金曜

8：30～17：30

医師

毎週月曜

午前 10：00～11：00

毎週金曜

午後 14：00～15：00

６、施設サービスの内容と費用
（１）サービス内容
入浴

排泄

入浴又は清拭を、週 2 回以上行います
座位のとれない方は、機械浴を用いての入浴が可能です
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ
いても適切な援助を行います
管理栄養士の管理の下に、栄養ならびに利用者の身体状況及び、嗜好を
考慮した食事を提供いたします

食事

自立支援の為、離床して食堂で食事をとっていただくことを、原則とし
ています
朝食 8:00～

昼食 12:00～

夕食 17:45～

看護職員が健康管理を行います
必要時には、医師と看護職員との連携により健康管理を行います
健康管理

病院等への受診等の場合は、原則として家族の方に行っていただきます
夜間においては、看護職員とのオンコール体制を敷き、緊急時の対応を
行います

レクリエーシ

充実した日常生活につながるよう、利用者からの要望を考慮して、個々

ョン等

の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽等を行います

機能訓練

その他

日常生活場面やレクリエーションなど、あらゆる場面を活用して機能改
善や機能減退を防止するための日常生活機能訓練を行います
寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します
清潔で快適な生活のために、適切な整容が行われるように援助します

相談援助

利用者とその家族からの相談に応じます

貴重品管理

現金、預貯金通帳、印鑑、保険証等の保管をいたします
ご利用が長期になる場合は、施設預かり金をお預かりして利用者に代わ

金銭の管理

り施設職員が医療費・薬代・散髪代・日用品購入代等を支払います
入出金の際は、出納帳にて記録を作成し、定期的に身元引受人へご報告
いたします（4 月、7 月、10 月、1 月）

サービス利用料金
「
（介護予防）短期入所生活介護費」
（1 日あたり）
要支援 1

446 単位／円

2

555 単位／円

要介護 1

596 単位／円

2

665 単位／円

3

737 単位／円

4

806 単位／円

5

874 単位／円

「各種加算」
（1 日あたり）
サービス提供体制強化加算Ⅰ

22 単位

サービス提供体制強化加算Ⅱ

18 単位

介護福祉士を 80％以上又は勤続 10 年以
上の介護福祉士を 35％以上配置
介護福祉士を 60％以上配置
介護福祉士を 50％以上、常勤職員 75％

サービス提供体制強化加算Ⅲ

6 単位

以上、勤続 7 年以上の者を 30％以上のい
ずれかを配置

夜勤職員配置加算Ⅰ
（介護予防は除く）
夜勤職員配置加算Ⅲ
（介護予防は除く）

13 単位
15 単位

夜間帯の職員が、人員基準+1 名以上配置
夜間帯の職員が、人員基準+1 名以上に加
え、喀痰吸引等ができる介護職員を配置
美作市、美咲町、赤磐市、津山市、鏡野

184 単位

送迎加算

町、奈義町、勝央町の自宅への送迎に限
る（上記以外は 1,840 円／回）

緊急短期入所受入加算
（介護予防は除く）

長期利用者に対する減算

利用計画のない緊急の利用があった場
90 単位

合、7 日（やむを得ない事情がある場合
は 14 日）を限度として算定

△30 単位

同一事業所で連続 30 日を超えて利用す
る場合、30 日を超えた日から減算

処遇改善加算Ⅰ

所定単位数×8.3％

特定処遇改善加算Ⅰ

所定単位数×2.7％

特定処遇改善加算Ⅱ

所定単位数×2.3％

＊上記費用は 1 割表示です。
利用者の介護保険被保険者証に記載されている要介護度および介護保険負担割合証
に記載されている自己負担割合の額をお支払いいただきます。
＊介護保険給付の支給限度額および利用限度日数を超える短期入所生活介護サービス等を
提供した場合は、国の定めた介護保険給付費額に相当する額を全額負担いただきます。

「居住費及び食費」
負担段階

従来型個室

多床室

食費

第 1 段階

320 円

0円

300 円

420 円

370 円

600 円

①

820 円

370 円

1,000 円

②

820 円

370 円

1,300 円

第 2 段階
第 3 段階

朝食：345 円
1,150 円

基準額

840 円

昼食：550 円
夕食：550 円

＊介護保険負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担限度額と
なります。
（介護保険負担限度額認定）
段階
第 1 段階

第 2 段階

年金収入等要件

預貯金等要件
単身 1,000 万円

世帯全員*が市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受

夫婦 2,000 万円以下

給者、生活保護等受給者

単身 650 万円

世帯全員が市町村民税非課税で年金収入等（合計所得金
額と課税年金と非課税年金）の合計が 80 万円以下

夫婦 1,650 万円以下
単身 550 万円

世帯全員が市町村民税非課税で年金収入等の合計
①
第 3 段階

が 80 万円超 120 万円以下

夫婦 1,550 万円以下
単身 500 万円

世帯全員が市町村民税非課税で年金収入等の合計
②

が 120 万円超

夫婦 1,500 万円以下

＊世帯を分離している配偶者を含む。
＊介護保険給付の支給限度額および利用限度日数を超える短期入所生活介護サービス等を
提供した場合は、国の定めた介護保険給付費額に相当する額を全額負担いただきます。

７、利用料金の支払い方法
利用料金等は、１ヶ月毎に計算し利用翌月の 10 日前後に請求書を送付させていただ
きます。利用翌月の 20 日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
㋐

施設窓口での現金払い（月曜～金曜の午前 8:00～午後 5:00）

㋑

指定金融機関での自動振替（中国銀行・ゆうちょ銀行・JA 晴れの国岡山）
毎月 20 日に自動振替となります

㋒

ショートステイ利用時に施設職員へ支払い（釣り銭がないようにして下さい）

㋓

指定口座へのお振込み（下記、指定口座へお振込ください）＊手数料自己負担
【振込口座】

中国銀行

周匝支店

普通預金

１２３３６９４

名義

特別養護老人ホーム

ロマンシティあいだ

８、サービス利用中の医療の提供について
（１）協力医療機関
病院名

住所

電話番号

美作中央病院

美作市明見 357-1

0868-72-0461

さとう記念病院

勝田郡勝央町黒土 45

0868-38-6688

田尻病院

美作市明見 550-1

0868-72-0380

北川病院

和気郡和気町和気 277

0869-93-1141

柵原病院

久米郡美咲町吉ヶ原 992

0868-62-1006

遠藤歯科クリニック

美作市福本 604-5

0868-74-3318

（２）介護職員等による「喀痰吸引」及び「経管栄養」の実施
当施設では、
「社会福祉士及び介護福祉士法」
（昭和 62 年法律第 30 号）の改正を受
け、利用者に対する喀痰吸引及び経管栄養の行為を配置医、看護職員の指示の下、看
護職員と介護職員が協働し、利用者・家族から同意を得たうえで実施する方針として
おります。これらのケアを実施する介護職員等については、法に規定される研修を終
了し、専門的の知識・技能を習得した者として認定を受けた介護職員等が実施します。
実施するにあたっては、医師の指示の下、医療機関との連携・緊急時の体制整備な
ど、利用者の安全確保に最善を尽くします。

９、サービス提供における事業者の義務
当施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたり次のことを守ります。
（１）利用者の生命、身体、財産の安全に配慮します。
（２）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上、
利用者から聴取、確認します。
（３）非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、利用者に対して定期的に避難
救出その他必要な訓練を行います。
（４）利用者に提供した記録について、それぞれの書類を使わなくなった日から 5 年間
保管するとともに、利用者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付します。
（５）利用者に対する身体的拘束、行動を制限する行為を行いません。但し、利用者又
は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、適切
な手続きにより、身体等を拘束、その他利用者の行動を制限する場合があります。
（６）感染症及び食中毒予防対策のため、委員会及び研修・訓練を定期的に開催し、感
染源とならない為の知識の習得とその未然防止並びに、まん延防止に努めます。
（７）日々のサービス提供に係る事故に繋がることが予測される対象について、事故防
止検討委員会を定期的に開催し、その未然防止、再発防止に努めます。
（８）利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指針を整備するとともに担当者を置
き、委員会及び研修を定期的に実施し虐待の発生及び再発の防止に努めます。

１０、身元引受人について
（１）利用者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残置物の引き取
り及び債務の保証人として身元引受人を定めていただきます。
・残置物等は身元引受人に連絡のうえ、引き取っていただきます。
・引き渡しにかかる費用については、身元引受人にご負担いただきます。
（２）身元引受人となる方については、本契約から生じる利用者の債務について、極度額
60 万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は身元引受人が
亡くなったときに確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。
（３）身元引受人からの請求があった場合には、法人及び施設は、身元引受人の方に利用
料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関す
る情報を提供します。

１１、個人情報の取扱いについて
当法人では、利用者への介護、健康管理等のサービス提供のために、同意を得た上で
個人情報を利用させていただきます。個人情報の利用にあたっては、尊厳を守り、個人
情報保護方針を定め、遵守いたします。
１、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者に係る施設の管理運営業務のうち、
（入退所等の管理、会計、経理、事故等の報告、介護サービスの向上等）
（２）他の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者や居宅介護支援事
業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答
・利用者の診療等に当たり、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
・その他の業務委託
②介護保険事務のうち、
・保険事務の委託
・審査支払機関へのレセプトの提出
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
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
④行政への報告・届出等の情報提供

２、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、
・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・施設等において行われる学生の実習への協力
・施設において行われる事例研究等
・施設の広報活動（施設内掲示物、ホームページ、広報誌等）
（２）他の事業者等への情報提供のうち、
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
３、個人情報の管理
（１）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
り得た入所者または家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩いたし
ません。
（２）法令、規程等に則り、適切かつ厳正な方法をもって管理いたします。
（３）職員への教育研修を行います。また、業務委託先や実習生に対しても管理を徹
底し、情報の漏洩防止に努めます。

１２、事故発生時の対応について
（１）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに管轄県民
局、市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。
（２）事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録を取り５年間保管します。

１３、損害賠償について
（１）事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害
を補償します。
（２）但し、損害の発生について、利用者の故意又は過失が認められる場合には、利用
者のおかれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる場合には事業者の損害賠
償責任を減じる場合があります。

１４、苦情の受付について
「ロマンシティあいだ」では、以下の要領により、利用者等からの苦情に適切に対応
する体制を整えております。苦情、ご意見、ご相談がございましたら、ご遠慮なくお申
し出下さい。

苦情解決責任者

施設長

苦情受付担当者

生活相談員

電話

ロマンシティあいだ

（0868-74-2888）

英田地区民生児童委員協議会

第三者委員

苦情受付及び苦情解決機関

元会長（0868-74-2620）

学識経験者の代表者

（0868-75-0785）

美作市保健センター高齢者福祉課

（0868-72-7701）

岡山県国民健康保険団体連合会

（086-223-8811）

岡山県社会福祉協議会（苦情処理運営適正化委員会）
（086-226-9400）

＊苦情、ご意見、ご相談は、面接、電話、書面等により、担当者又は、第三者委員にお申
し出下さい。
（当施設玄関ホールに、ご意見箱を設置しております）
＊お申し出のあった苦情等につきましては、誠意をもって話し合い、解決に努めます。
＊ご希望により、第三者委員の立会いによる話し合いもできるように配慮いたします。

１６、福祉サービス第三者評価について
福祉サービス第三者評価事業の評価については、以下の通りです。
直近の評価実施期間：平成 30 年 5 月 31 日～平成 31 年 4 月 16 日
第三者評価機関：有限会社アウルメディカルサービス
評価結果公表：あり。施設にて原本の閲覧が可能。

１７、サービスの利用に関する留意事項
当施設を利用するにあたって、施設を利用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次の事項をお守り下さい。
面会時間
面会

午前 8:00～午後 8:00

面会時間を厳守してください

玄関ホールにある所定の面会カードに必要事項を記入し、職員へ面会
希望を申し出て下さい
面会時間以外にお越しの場合は、電話をしてからお越し下さい

外出・外泊
食事

外出等をされる場合は、3 日前までに申し出て下さい
外出等で食事が不要な場合は、3 日前までに申し出て下さい。
3 日前までに申し出があった場合には、食費は減免されます
施設内の居室や設備、器具等は本来の用途に従って使用して下さい

設備使用上の注意

これに反した使用により破損等が生じた場合、弁償等していただく場
合があります

宗教活動・政治活 職員や入所者の方に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動、
動

営利活動等を行うことはできません

所持金品の管理

所持金品等は、自己の責任で管理して下さい

迷惑行為等

騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい
他の利用者の居室等へは立ち入らないで下さい

喫煙

施設内での喫煙はご遠慮下さい

携帯電話

施設内では使用をご遠慮下さい

飲酒

施設内での飲酒はご遠慮下さい

動物

施設内へのペットの持ち込み及び飼育はできません

持込物

テレビの視聴

すべての持ち物に氏名をご記入して下さい
不要不急な物は、刃物、火器類は持ち込まないで下さい
居室にてテレビの視聴を希望される方は、施設から提供いたします
数に限りがあるため、状況によっては提供できない場合があります
食物や飲み物を利用者の方へ提供する際は、看護職員か介護職員へ申
し出て提供して下さい

差し入れ

他の利用者への提供は、しないで下さい
衛生面を考慮し、なるべく面会時に食べきれる量にして下さい
食べ物や飲み物を置いて帰られる際は、直接、職員へお渡し下さい

【説明確認及び同意】
指定短期入所生活介護サービス等の契約締結にあたり、重要事項の説明をしました。
事業者

住所

岡山県美作市井口４１－２

事業所名

特別養護老人ホーム ロマンシティあいだ
説明者

以下の事項について説明を受け、同意します。
（一）サービス契約の締結に当たり、本書面により重要事項の説明を受け、その内容に
ついて承諾し、サービスの提供を受けることに同意します。
（二）個人情報の保護について説明を受け、必要に応じて提供することに同意します。

令和

年

月

日

利用者

氏名

㊞

身元引受人

氏名

㊞

続柄

代理人

氏名

（選任した場合）
続柄

㊞

