
      グループホームのへじ 重要事項説明書  

（介護予防認知症対応型共同生活介護・短期利用含む） 

令和２年１２月１日 

 

１.当事業所の相談窓口 

担 当  管理者 岩田 利香子 

電 話  ０１７５（６５）２２２６ 

 

２.当事業所の概要 

  （１）事業所の名称等 

事業所名 グループホームのへじ 

所在地 青森県上北郡野辺地町字餅粟川原３－２ 

電話番号 ０１７５（６５）２２２６ 

ＦＡＸ番号 ０１７５（６５）２２２８ 

事業所番号 ０２７２５０１００８ 

電子メール noheji@fukushinosato.com 

ホームページ www.fukushinosato.com 

  

  （２）職員体制 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員の勤務形態 

早番 ７時～１６時 1 人 

日勤 ８時３０分～１７時３０分 1～３人 

遅番 １０時～１９時 1 人 

夜勤 １６時３０分～９時 1 人 

    

  （４）設備の概要 

定員が９名で、全室個室になっております。 

     台所、居間、浴室も完備しております。 

職 種 資 格 常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 計 

管理者 
介護支援専門員

介護福祉士 
 １名  １名 

計画作成担当者 
介護支援専門員

介護福祉士 
 １名  １名 

 介護福祉士 ４名 １名 １名 ６名 

介護従事者 ヘルパー2 級 １名   １名 

 介護員 １名   １名 

※ 管理者は計画作成担当者と兼務・計画作成担当者は介護職員と兼務 

 QR 

（☝バーコードリーダー対応） 

福祉の里 HP へリンクします。 



３.介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用含む）の目的 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用含む）は、介護予防認知症対応型

共同生活介護計画（短期利用含む）に基づいて、介護が必要な認知症の状態にある

高齢者に、家庭的な雰囲気の中で、入浴、排泄、食事などの日常生活の支援や機能

訓練を提供し、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出

来るようにすることを目的としております。 

 

４.サービスの内容 

  （１）介護予防認知症対応型共同生活介護計画（短期利用含む）の立案 

当事業所では具体的な処遇目標を記載した介護予防認知症対応型共同生活介

護計画（短期利用含む）に基づいてサービスを提供します。この計画は、利用者

の心身状況、希望及び在宅時の環境を踏まえ計画作成担当者によって作成されま

す。その際、利用者・家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について

は同意をいただくようになります。 

  （２）食事サービス 

利用者と介護従事者が一緒に食事を作ります。利用者の心身の状態、嗜好、生

活サイクルなどに配慮した食事を提供いたします。 

  （３）入浴サービス 

利用者の心身の状態や生活サイクルに配慮した入浴の援助を行います。 

  （４）健康管理 

常に利用者の状態に注意するとともに、かかりつけ医への定期的な受診の援助

を行います。また急変時の際は、協力医療機関、ショートステイのへじに協力を

得ることがあります。 

  （５）介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者の自立支援と充実し

た日常生活を送ることが出来るよう支援いたします。 

  （６）機能訓練 

心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な日常生活機能の

改善または維持のための機能訓練を行います。 

  （７）相談援助サービス 

利用者及び家族からいかなるご相談についても誠意を持って応じ、可能な限り

必要な援助を行うよう努めます。 

  （８）レクリエーション等 

      利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援を行います。 

  （９）行政手続代行 

利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に関する手続き等が、利用者又

は家族が行うことが困難な場合、手続きの代行をお手伝いいたします。 

（１０）所持品に関すること  

多額な現金および貴重品（ブレスレット・ネックレス・指輪等貴金属）など

の持参はご遠慮願います。当サービス利用にかかる上記紛失、破損等の保証は

致しかねます。また、ナイフ・はさみ等危険物と成り得る物品の持ち込みもご

遠慮ください。（持ち物表を入所前にお渡ししますので、他別紙参照してくださ

い） 



 

（１１）その他 

上記以外のサービス及び詳細については、職員までお気軽にご相談ください。 

 

５.身体拘束 

当事業所では、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷他 

害の恐れがある等緊急やむをえない場合は、身体拘束対策検討委員会が判断し、身

体拘束の他利用者の行動を制限する行為を行う場合があります。この場合は心身の

状況やその理由を記録し、ご家族の方にご説明致します。 

 

６.利用料金  別紙 1，２参照 

 

７.お支払い方法 

毎月１５日までに、前月分の請求書を発行いたします。お支払いは請求書到着後、

３０日以内にお願い致します。お支払いの確認がとれ次第、領収書を発行致します。 

お支払い方法は、①「現金払い」、②「銀行振込」、③「自動引落とし」の３通り

があります。銀行振込をご利用される場合には、下記、振込名義にてお願いいたし

ます。 

ご不明な点がございましたら、職員までお気軽にご相談下さい。 

 

（振込先）   青森銀行 野辺地支店 普通口座 １０３６６６０ 

               社会福祉法人 福祉の里 総合福祉センターのへじ 

理事長 山本 孝司 

 

※上記、又は上記以外の事でご不明な点がございましたら、職員までお気軽にご相談 

下さい。 

 

８.協力医療機関 

   当事業所では、下記の医療機関、歯科医療機関にご協力いただいております。 

 ○協力医療機関    

・公立野辺地病院 ・戸館内科整形外科医院 

 ○協力歯科医療機関  

・公立野辺地病院 

 

９.緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡いたします。 

また、ご利用中に体調を崩された場合、かかりつけ医又は協力病院に搬送し連絡先に

連絡します。その際、連絡先に連絡がつかない場合は、事業所の判断で協力医療機関

と調整いたします。仮に入院となった際、ご家族の方が遠方などで早急に病院に来る

ことが不可能な場合及び連絡先に連絡がつかなかった場合は、家政婦協会に家政婦を

依頼することがあります。 

 

 



 

１０.秘密保持について 

（１）当事業所及び当事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく

その業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。 

（２）当事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会

議で必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内

で利用者又はご家族の個人情報を用います。 

 

１１.事故について 

（１）当事業所のサービスを利用中に事故が発生した場合は、速やかに都道府県・

保険者及び関係各機関ならびに身元引受人等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じます。 

（２）事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原

因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

（３）当事業所のサービスを利用中の事故の内、損害を賠償すべき事故である場合

には、速やかに損害の賠償をいたします。（当事業所は全老健共済会の損害

賠償保険に加入しております。） 

（４）利用者の過失による事故が発生した場合は、利用者及び身元引受人に責任を

持って対応していただきます。また、当事業所が損害を被った場合は、当事

業所は利用者又は身元引受人に対してその損害の賠償を請求いたします。  

１２.非常災害対策 

非常災害に備えるため、防火管理者を配置し消防計画を作成し、避難訓練等を次の

通り行うとともに必要な設備を備えております。 

     防災訓練  年２回 

     避難訓練  年２回 

     通報訓練  年２回 

 

１３.サービスに関する苦情等の受付 

（１） 事業所のお客様相談・苦情窓口 

担 当 者 岩田 利香子 

電   話 ０１７５－６５－２２２６ 

F  A  X  ０１７５－６５－２２２８ 

受 付 日 月曜日～日曜日・祝日 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

・ 当該事業所に関する利用者又は身元引受人等からの苦情に対しては、迅速

且つ適切に対応するため、上記担当者を置き、事実関係の調査を実施し、

改善措置を講じ、利用者又は身元引受人等に説明いたします。 

 

（２）第三者委員 

       当法人（社会福祉法人 福祉の里）では客観的に外部の立場から、苦情・

要望の解決にあたる第三者委員を設置しております。 

【第三者委員】  石山 則子 ・  苫米地 孝子 



 

（３）その他 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相

談・苦情窓口に苦情を伝える事が出来ます。 

 

１ 野辺地町役場 介護･福祉課      

０１７５－６５－１７７７ 

２ 青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会） 

     ０１７－７２３－１３３６   

３ 青森県運営適正化委員会（福祉サービス相談センター） 

     ０１７－７３１－３０３９ 

 

 

苦情解決の流れ                 報告           

                     苦情発生         第三者委員や  

                              連絡  外部機関など 

       利用者・ご家族   訴え              

               

 

①受付け窓口が事実内容を確認致します  事 実 確 認 

 

     ②解決方法などを検討致します   苦 情 対 策 会 議  （再発防止委員会） 

 

    ③解決策を講じます        解 決 策 の 実 施 

 

    ④利用者・ご家族へ適正な改善    状 況 の 確 認 

     が図られたか確認致します 

                  解 決       未 解 決 

                                               ＊未解決の場合は、再度対策会議（②） 

               結果の公表      を開催し新たに対策を講じます。               

＊但し、個人が特定されるものを除きます。 

 

 

１４．法人および施設運営に関する情報の公開 

社会福祉法人福祉の里の運営に関する詳細（財務内容・事業内容ほか）は社

会福祉法・介護保険法の規定により随時、閲覧することができます。閲覧を希

望される方は直接事務室までお申し出ください。 

また、法人ホームページ（www.fukushinosato.com）および広報誌「広報の

へじ」等においても情報の公表に努めて参ります。 

 

 

 

 



 

１５. 利用者及び身元引受人の権利と義務 

   利用者及び身元引受人はグループホームのサービスに関して契約書に定め

る通りの権利を有します。これらの権利を行使することによって、利用者はい

かなる不利益も受ける事はありません。 

     また、利用者及び身元引受人はグループホームのサービスに関して契約書に

定める通りの義務を負います。 

 

１６．お問い合わせ及び施設見学等について 

    介護に関する相談やお問い合わせ、施設見学等につきましては随時対応させて

いただきます。また、当法人の詳細につきましては別途パンフレットがございま

す。お気軽に申しつけ下さい。 

 

１７. その他  施設の利用に当たっての留意事項 

利用者は、療養生活の秩序を保ち、共同生活を乱すような行動を慎み、相互の

親睦に努めていただきます。 

  ２ 外泊・外出は、その都度外泊先又は外出先、用件、外泊又は外出する期間等の

予定を管理者に届け出て、承認を受けていただきます。 

  ３ 定められた場所以外で、火気の使用はできません。 

  ４ 身体に異常がある場合、又はその他の利用者等に異常がある者を発見したとき

は、直ちに現場担当介護職員に届け出て指示を受けてください。 

  ５ 施設内の設備や備品を大切に扱い、愛着をもって整理整頓に心がけてください。 

  ６ 外泊・外出時に受診した場合は、管理者にお知らせ下さい。 

  ７ サービス利用にあたって、施設内で次の行為は行わないで下さい。 

    ・けんか、口論等他人に迷惑をかけること。 

・営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動をおこなうこと。 

    ・ペットや危険物又は他人に迷惑のかかるものを持ち込むこと。 

    ・他の利用者、職員へ対する暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメ

ント。 

    ・その他利用者、職員への迷惑行為。 

    ・施設内での飲酒および喫煙。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明同意書 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用含む）の提供にあたり、重要

事項説明書に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

事業者 所在地 青森県上北郡野辺地町字餅粟川原３－２ 

名  称 グループホームのへじ 

 

 

説明者                 印 

 

 

私は、重要事項説明書により、事業者から介護予防認知症対応型共同生活介

護（短期利用含む）についての重要事項の説明を受け、その内容について同意

いたします。 

 

 

  〒    － 

 

利用者 住所                            

 

 

氏名                          印 

 

 

〒    － 

 

身元引受人 住所                            

 

 

      氏名                          印 

 

 

 

 

 

 

 



140401 

 

別紙 1 介護予防認知症対応型生活介護 利用料金 

※負担割合が１割の場合（所得に応じて２割、３割負担の場合もあります） 

（１）基本料金             （単位：円） ※1ヶ月＝30 日を想定 

※( )は１１月～３月までの水道光熱費 １日１００円を増額した金額です。 

 

（２）家賃・水道光熱費について 

   家賃は 1日あたり８００円です。（１ヶ月＝２４,０００円） 

   なお、外泊や外出時の際も請求いたします。 

    ※水道光熱費は１１月～３月まで１日３００円となります。 

    （３）食事について 

   事業所で提供する食事をおとりいただいた場合にお支払いただきます。 

   朝食＝２１６円  昼食＝３４６円  夕食＝２５９円  １日＝８２１円 

 

（４）加算について                          （単位：円） 

項目 負担額（日額） 内容 

初期加算 ３０ 
入居した日から起算して３０日以内の期間については１日に

つき、左記の料金が加算されます。 

若年性認知症利用者

受入加算 
１２０ 

利用者毎、個別に担当者を定め、若年性認知症の利用者を受入

れした場合、１日につき左記の料金が加算されます。 

退去居時相談援助 

加算 
４００ 

退去時に利用者及びその家族等に対して相談援助を行い、かつ

市町村および地域包括支援センターに介護状況など必要な情

報提供を行なった場合、１回を限度として、左記の料金が加算

されます。 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰイ 

※支給限度額管理の対象外 

１８ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の６０以上である場合に加算されます。 

（別に利用定員・人員基準に適合） 

介護職員等特定職員

処遇改善加算Ⅰ 

※支給限度額管理の対象外 

所定単位数

の 3.1％ 

介護職員処遇改善加算に上乗せして、経験・技能のある勤続年

数の長い介護職員の処遇改善に要する費用として、施設サービ

ス費と各種加算、減算額を合計した金額の３．１％に相当する

額が加算されます。 

介護職員処遇改善 

加算Ⅰ 

所定単位数

の 11.1％ 

介護職員の処遇改善に要する費用として、認知症対応型共同生

活介護費（短期利用含む）と各種加算、減残額を合計した金額

の１１．１％に相当する額が加算されます。 

 介護予防認知症対応

型共同生活介護費

(Ⅰ) 

利用者負担額 

食事料金 

（1 日あたり）
家 賃

水 道   

光熱費 

１  日 

負担額 

1 ヶ月 

負担額 

 

要支援２ ７５７ ８２１ ８００
２００ 

（３００）

２,５７８ 

（２，６７８） 

７７,３４０ 

（８０,３４０）



生活機能向上 

連携加算 
２００(月)

ＯT・ＰＴ・医師等がＧＨを訪問し、計画作成担当者と身体状

況等の評価を共同で行い、計画作成担当者は生活機能向上を目

的とした介護計画を作成した場合に加算されます。 

入院時費用 ２４６ 
入院中、1ヶ月に 6日を限度とし施設サービス費に代えて 

請求されます。 

栄養スクリーニング

加算 
５ 

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーン

グを行い、計画作成担当者に栄養状態に係る情報を文章で共有

し評価した場合に加算されます。（6ヶ月に 1回を限度） 

 

（５）その他の利用料金                        （単位：円） 

項目 負担額 １回（１枚） 

水道光熱費 ２００（外泊、外出の際も請求いたします）

※３００（１１月～３月の請求額） 

理容料・オムツ類・日用品 実費 

結核検診料 
歩行可能（間接撮影） １，１００ 

歩行不可（直接撮影） １，６５０ 

レクリエーション費用 実費相当分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙２ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護 利用料金 

※負担割合が１割の場合（所得に応じて２割、３割負担の場合もあります） 

 

（１）基本料金                            （単位：円）  

※（ ）は１１月～３月までの水道光熱費 １日１００円を増額した金額です。 

 

（２）家賃について 

   家賃は 1日８００円です。（１ヶ月＝２４,０００円） 

   なお、外泊や外出時の際も請求いたします。 

※水道光熱費は１１月～３月まで１日３００円となります。 

（３）食事について 

   事業所で提供する食事をおとりいただいた場合にお支払いただきます。 

   朝食＝２１６円  昼食＝３４６円  夕食＝２５９円  １日＝８２１円 

（４）加算について                          （単位：円） 

項目 負担額（日額） 内容 

認知症行動・心理

症状緊急対応加算 
２００ 

認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困

難であり医師が適当と判断の上、サービスを利用した場合、７

日を上限とし、１日につき左記の料金が加算されます。 

若年性認知症利用

者受入加算 
１２０ 

利用者毎、個別に担当者を定め、若年性認知症の利用者を受入

れした場合、１日につき左記の料金が加算されます。 

サービス提供体制

強化加算Ⅰイ 
１８ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の６０以上である場合に加算されます。 

（別に利用定員・人員基準に適合） 

介護職員処遇改善

加算Ⅰ 

※支給限度額管理の対象外 

所定単位数の

１１．１％ 

介護職員の処遇改善に要する費用として、認知症対応型共同生

活介護費（短期利用含む）と各種加算、減残額を合計した金額

の１１．１％に相当する額が加算されます。 

介護職員等特定職

員処遇改善加算Ⅰ 

※支給限度額管理の対象外 

所定単位数の

3.1％ 

介護職員処遇改善加算に上乗せして、経験・技能のある勤続年

数の長い介護職員の処遇改善に要する費用として、施設サービ

ス費と各種加算、減算額を合計した金額の３．１％に相当する

額が加算されます。 

 

 

 

 

 

介護予防短期利用     

認知症対応型共同生活介護費 

利用者負担額 

食事料金 

（1 日あたり） 
家 賃 

水 道   

光熱費 

１  日 

負担額 

 

７８５ ８２１ ８００ 
２００ 

（３００） 

２,６０６ 

(２,７０６) 



 

（５）その他の利用料金                        （単位：円） 

項目 負担額 １回（１枚） 

水道光熱費 ２００（外泊、外出の際も請求いたします）

※３００（１１月～３月までの請求額） 

理容料・オムツ類・日用品 実費 

結核検診料 
歩行可能（間接撮影）        １，１００ 

歩行不可（直接撮影） １，６５０ 

レクリエーション費用 実費相当分 

 


