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    糸屋町デイサービスセンター  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。 

       （指定事業者番号：京都市２６９０２０００７２号） 

 

 当事業所はご契約者に対して指定認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所介護等」

という。）サービスを提供します。事業概要や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。 

 

１．事 業 者 

 （１）法人名    社会福祉法人 七野会                 

 （２）法人所在地  京都市北区大北山長谷町 5番地３６               

 （３）電話番号   ０７５－４６６－５０９５                

 （４）代表者氏名  理事長  井上 ひろみ                  

 （５）設立年月日  １９８５年７月２４日             

 

２．事業所の概要 

 

 （１）事業所の種類 指定認知症対応型通所介護事業所 

           （２０１０年５月１日 指定京都市２６９０２０００７２号）  

 

 （２）事業所の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者が有する能力に

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、必

要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、契約者の社

会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに契約者の家族の身

体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として、契約者に対し、

認知症対応型通所介護等のサービスを提供します。 

                           

 （３）事業所の名称  糸屋町デイサービスセンター 

 

（４）事業所の所在地 京都市上京区大宮通中立売通上る糸屋町１９８ 

 

 （５）電話番号   ０７５－４１５－７８００ 

 

 （６）管理者氏名  森田 健也 

 

 （７）事業所の運営方針  

     １ 事業所は、契約者が要支援または要介護状態となった場合においても、可能

な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように、日常生活上の世話及び機能訓練を行うものとする。 
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     ２ 事業所は、契約者の意思及び人格を尊重し、常に契約者の立場に立った介護    

      福祉サービスの提供に努めるものとする。 

     ３ 事業所はその提供するサービス内容について、日常的に利用者本人及び家族 

      に報告するように努めるものとする。 

     ４ 事業所は、事業の運営に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、関          

      係行政機関、他の居宅サービス事業所その他の保健医療サービス及び福祉サー 

      ビスを提供する事業所との連携に努めるものとする。 

 

  （８）開設年月日  ２０１０年 ５月 １日 

 

 （９）通常の事業の実施地域   

     京都市上京区全域 

       

 （10）営業日、営業時間及び利用定員 

 

営 業 日 月曜日～日曜日 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ 

サービス 

実施時間 

９：００～１６：３０ 

 

利 用 定 員 １２名 

   ☆但し、１月１日・２日は休み 

☆利用者の希望があれば、営業時間の範囲内で時間延長サービスを行います。 

 

３．職員の配置状況 

  当事業所では、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、指定基準を充たしています。 

 

 

       

４．事業所が提供するサービスと利用料金 

職  種 常勤 
非 常

勤 

１. 管理者（兼務あり） １名  

２. 生活相談員（兼務あり） ３名  

３. 介護職員（兼務あり） ５名 ４名 

４. 看護職員  ２名 

５．機能訓練指導員(兼務)  ２名  
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    当事業所では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 

＜サービスの概要＞ 

①  認知症の利用者に特に配慮したケア 

・認知症による生活障害が特に激しい時期の契約者に対し、専門的ケアを行います。    

②  食 事（食材料費は別途いただきます） 

・栄養並びに契約者の身体の状況及び食物アレルギーを考慮した食事を提供します。 

     （食事時間）１２時００分 ～ １３時００分頃 

③  入 浴 

・一般浴槽での入浴、又は清拭を行います。 

④ 排 泄 

    ・排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した介助を行います。 

④  機能訓練 

・機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ 送 迎 

    ・ご希望により、居宅と事業所との間の送迎を行います。 

 

 ＜サービス利用料金(１回あたり)＞ 

 

  （１）介護保険の給付対象となる利用料金  

下記の料金表によって、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

給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。上記サービスの利用料金

は、契約者の要介護度に応じて異なります。個人の状況により、自己負担額が４割

になる場合があります。 

 

 ●要介護の場合（利用者負担１割の方） 

 

１．利用時間５時間以上６

時間未満の利用料金 
 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

8999円 9970円 10919円 11890円 12860円 

２.うち、介護保険から 

給付される金額 
 8099円 8972円 9827円 10700円 11574円 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 
 900円 998円 1092円 1190円 1286円 

 

 

４．利用時間６時間以上７

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

9231円 10223円 11194円 12196円 13188円 

５.うち、介護保険から 

給付される金額 
 8308円 9200円 10074円 10976円 11868円 

６．サービス利用に係る 

自己負担額（４－５） 
 923円 1023円 1120円 1220円 1320円 
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７．利用時間７時間以上８

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

10434円 11573円 12702円 13842円 14981円 

８・うち、介護保険から 

給付される金額 
 9390円 10416円 11431円 12457円 13482円 

９．サービス利用に係る 

自己負担額（７－８） 
 1044円 1157円 1271円 1385円 1499円 

 

 

 

（利用者負担２割の方） 

 

１．利用時間５時間以上６

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

8999円 9970円 10919円 11890円 12860円 

２.うち、介護保険から 

給付される金額 
 7199円 7975円 8735円 9511円 10288円 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 
 1800円 1995円 2184円 2379円 2572円 

 

 

４．利用時間６時間以上７

時間未満の利用料金 
 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

9231円 10223円 11194円 12196円 13188円 

５.うち、介護保険から 

給付される金額 
 7385円 8178円 8954円 9756円 10550円 

６．サービス利用に係る 

自己負担額（４－５） 
 1846円 2045円 2240円 2440円 2638円 

 

 

７．利用時間７時間以上８

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

10434円 11573円 12702円 13842円 14981円 

８・うち、介護保険から 

給付される金額 
 8347円 9258円 10161円 11073円 11984円 

９．サービス利用に係る 

自己負担額（７－８） 
 2087円 2315円 2541円 2769円 2997円 

 

 

 

（利用者負担３割の方） 

 

１．利用時間５時間以上６

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

8999円 9970円 10919円 11890円 12860円 

２.うち、介護保険から 

給付される金額 
 6299円 6978円 7643円 8322円 9002円 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 
 2700円 2992円 3276円 3568円 3858円 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
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４．利用時間６時間以上７

時間未満の利用料金 
9231円 10223円 11194円 12196円 13188円 

５.うち、介護保険から 

給付される金額 
 6461円 7156円 7835円 8537円 9231円 

６．サービス利用に係る 

自己負担額（４－５） 
 2770円 3067円 3359円 3659円 3957円 

 

 

７．利用時間７時間以上８

時間未満の利用料金 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

10434円 11573円 12702円 13842円 14981円 

８・うち、介護保険から 

給付される金額 
 7303円 8101円 8891円 9689円 10486円 

９．サービス利用に係る 

自己負担額（７－８） 
 3131円 3472円 3811円 4153円 4495円 

 

☆上記の他に提供するサービスの内容によって、以下のように加算されます。これらの

加算についても、９割・８割・７割が介護保険から給付されます。 

 

 ・入浴介助加算  利用者負担１割の方  １回 ５３円（介助浴）  

          利用者負担２割の方  １回１０６円（介助浴） 

          利用者負担３割の方  １回１５８円（介助浴） 

 ・若年性認知症利用者受け入れ加算  利用者負担１割の方  １日 ６３円 

                   利用者負担２割の方  １日１２７円 

                   利用者負担３割の方  １日１８９円 

 ・介護職員処遇改善加算Ⅰ   基本単位に加算を加えた総単位の １０.４％  

 ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 利用者負担１割の方  １日 １９円  

                   利用者負担２割の方  １日 ３８円 

                   利用者負担３割の方  １日 ５６円 

 ・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 基本単位に加算を加えた総単位の３.1％ 

※介護職員等特定処遇改善加算とは、厚生労働大臣が定める基準に適合している介護

職員等の賃金改定を実施しているものとして市町村に届けた事業所が、利用者に対

し、事業を実施した場合、当該基準に掲げる区分に従い、所定単位数に加算するも

のである。 

 ☆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、契約者の負担

額を変更します。 

☆上記の金額は１日あたりの自己負担額ですが、端数整理の為、月単位では若干の誤差

が生じます。 
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（２）介護保険の給付対象とならない利用料金 

     以下の利用料金は希望に応じて全額が契約者の自己負担となります。（すべて税込

料金） 

 

項   目 料  金 
 

送迎料（但し、通常の実施範囲

を超えた地点から） 

片道１kmあたり３０円 

（税込料金） 

 

昼食代 
１回分   ６００円 

（税込料金） 

 

おやつ代  
１日分   １００円 

（税込料金） 

洗濯代・乾燥代 各２００円 
 

喫茶代 

コーヒー  １００円 

紅茶    １００円 

ジュース  １００円 

 

① 食事の提供（昼食代、おやつ代） 

 ・契約者に提供する食事にかかる費用です。 

    ② その他サービスの提供にあたって、日常生活上必要となる費用で、契約者に負

担していただく費用 

☆介護給付の対象とならない利用料金を変更する場合は、変更を行う１か月前まで

にご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

    前記（１）及び（２）の料金・費用は、サービスの利用終了後に１ヶ月ごとに請求

しますので、下記のいずれかの方法で翌月末日までにお支払い下さい。 

①指定郵便口座からの自動引き落とし 

②郵便振替にて払い込み  

【口座】００９１０－４－２８７１ 生活支援総合センター聚楽   

③事業所に直接お支払い 

 

５．利用の中止、変更 

   ○ 契約者は、利用予定日の前に、契約者の都合により、認知症対応型通所介護サー

ビスの利用を中止または変更することができます。この場合には、契約者はサー

ビス実施日の前日までに事業者に申し出ることとします。 

   ○ サービス利用中に、利用者の急な理由でサービスの提供を中止する場合も、食費

を申し受けます。 

○ サービス利用の変更の申し出に対して、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。 
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６．秘密の保持 

   ○ 事業所職員は、サービス提供をする上で知り得た契約者及びその家族に関する秘

密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様

です。 

   ○ 事業所職員は、契約者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て、契約者及びその家族の個人情報を用いません。 

 

７．身体拘束に関わる行為について 

   ○ ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

     ただし、ご契約者また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、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体などを拘束する 

     場合があります。この場合でも契約者の家族に報告し、必要に応じて情報の開示

に努めるものとします。 

 

８．サービス提供中の事故発生時の対応について 

   ○ サービス提供中に事故等が発生した場合には、別途の「緊急時及び事故対応マニ

ュアル」に沿って対応いたします。その際に、利用者およびご家族の安全と権利

を守るよう努力すると共に、可能な限り事前に利用者およびご家族の納得、ご了

解が得られるようにいたします。 

   ○ 事業所は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事

由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

   ○ サービス提供中に事故等が発生した場合には、速やかに京都市へ報告いたします。 

 

９．損害賠償について 

   ○ 当事業所において、事業者の責任によりご契約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いたします。守秘義務に違反した場合も同様としま

す。 

   ○ ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる場合に

は、利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、事業者

は損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１０．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受付けます。 

    ○苦情受付担当者 

        糸屋町デイサービスセンター相談員 ： 松本 文子    

       （上記担当者不在の場合は、電話応対した職員が承ります。） 

     苦情解決責任者 

        生活支援総合センター聚楽施設長 ： 森田 健也 

○受付時間 月曜日～日曜日 ８：３０～１７：３０ 

○電話  ０７５－４１５－７８００  ＦＡＸ  ０７５－４１５－７５６５ 
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（２）運営法人における苦情処理第三者委員による苦情の受付 

    ○第三者委員 

小川 栄二（元立命館大学教授） 

    藤松 素子（佛教大学教授）    電話 ０７５－４９１－２１４１（佛教大学） 

    原田 眞美 (認知症の人と家族の会京都府支部世話人)  

           電話 ０７５－８１１－８３９９ （認知症の人と家族の会京都府支部） 

 

（３）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所・各行政区の福祉介護課・国民健康保     

険団体連合会等でも苦情を受付けています。 

    ○京都市上京区役所健康福祉センター健康長寿推進課    

電話 ０７５－４４１－５１０６ 

    ○京都市北区役所健康福祉センター健康長寿推進課   

  電話 ０７５－４３２－１３６６ 

    ○京都市中京区役所健康福祉センター健康長寿推進課    

電話 ０７５－８１２－２５６６ 

    ○京都市左京区役所健康福祉センター健康長寿推進課  

  電話 ０７５－７０２－１０７１ 

○国民健康保険団体連合会     電話 ０７５－３５４－９０９０ 

 

 

１１．第三者評価の実施状況 有  

 実施した直近の年月日 平成 30年 1月 22日 

   評価機関 京都市老人福祉施設協議会 
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令和   年   月   日 

 

   

  認知症対応型通所介護等のサービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

               

 糸屋町デイサービスセンター 

 

 説明者   氏 名：               印 

 

 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、認知症対応型通所介護サー

ビスの提供開始および利用料の徴収について同意し、受領しました。また、サービス担当

者会議等への利用者及び家族の必要な個人情報の提供についても同意し、緊急の医療上の

必要性がある場合はには医療機関に情報を提供することについても同意しました。 

         

             利用者   住 所： 

                   氏 名：                 印 

 

             署名代行者 住 所： 

                   氏 名：                 印 

                  （利用者との関係         ） 

 

 家族    氏 名：                 印 

 （利用者との関係         ） 

 

 

 

 

改訂  平成２３年 ４月 １日        改訂  平成２４年 ４月 １日 

    改訂  平成２５年 ４月 １日     改訂  平成２６年 ４月 １日 

    改訂  平成２６年 １０月 １日    改定  平成２７年 ４月 １日 

    改定  平成２７年 ８月 １日      改定  平成２７年１１月２３日 

    改定  平成２８年 １月２３日      改定  平成２８年 ４月１２日 

    改定  平成２９年 ４月 １日      改定  平成３０年 ４月 １日 

    改定  令和 元年 ５月 １日     改定  令和 元年 ７月 １日 

    改定  令和 元年 １０月 １日 
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同 意 書 

 

                 糸屋町デイサービスセンター 

 

 私と貴事業所との間で、令和   年   月   日に締結した契約書９条の秘密保持

に関し、サービス担当者会議等において、私及び私の家族の個人情報を、契約の有効期間中 

用いることを同意いたします。 

 

令和   年   月   日 

 

          利用者 

             住所 

 

             氏名                       印 

 

          家 族 

             住所 

 

             氏名                       印 

             （利用者との関係：       ） 

 

家 族 

             住所 

 

             氏名                       印 

             （利用者との関係：       ） 

 

家 族 

             住所 

 

             氏名                       印 

             （利用者との関係：       ） 

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私

が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

          署名代筆者 

             住所 

 

             氏名 

             （利用者との関係）                印 


