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2022（令和4）年10月 改訂版 

社会福祉法人  寿 光 会 

柏原地域密着型介護老人福祉施設 

｢特別養護老人ホーム 太 寿｣ 

重要事項説明書  

 
当施設はご契約者に対して、指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービスを提供します。

施設の概要や提供されるサービスの内容及び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 指定介護老人福祉施設を経営する法人 

事業者の名称 社会福祉法人  寿光会 （じゅこうかい） 

本部所在地 大阪府八尾市神宮寺１丁目１５４番地 

代表者氏名 理事長   森 田  浩 稔 

連絡先 ℡ ０７２－９４３－３６０２ 

設立年月 昭和５３年２月 

 
２ ご利用施設 

施設の名称 特別養護老人ホーム 太 寿 

施設所在地 大阪府柏原市太平寺１丁目４番３０号 

管理者氏名 施設長   大 坪  正 直 

連絡先 ℡ ０７２－９７０－６０１０ 

施設の種類 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

利用定員 
２９名  ※内訳 2階東ユニット 10名 2階西ユニット 9名 

          3階西ユニット 10名 

指定年月日・指定番号 平成２３年４月１日指定  事業者番号 2794600037 

設立年月 平成２３年４月１日 

 
３ 施設の目的と運営の方針 

施設の目的 

施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、少数の居室及び当該居室に近接
して設けられる共同生活室（以下「ユニット」という。）ごとにおける地域密着型
施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居
前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各
ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営めるよ
う支援することを目指します。 

運営の方針 

施設入居者の人権尊重に努めるとともに、柏原市・保健・福祉・医療の連携、地域
及び地域の方々との連携の強化に努め、高齢者が地域社会において安心して生活を
送ることができるよう支援いたします。また、質の高いサ－ビスが提供できるよ
う、職員の専門性の向上に努めます。 
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４ 居室等の概要 
当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居 室 
◇施設内２・３階に合計２９室、全て個室（１人部屋）になります。 
◇居室には、電動ベッド・洗面台・トイレ・収納棚を備え付けています。 

共同生活室 
◇ユニットごとに居室に近接する共同生活室（リビングルーム）を設けています。 
◇ユニットは、２階部分に２つ、３階部分に１つあります。 

浴室 
◇各ユニットに個浴を設けています。この個浴は、一般の浴槽とリフト入浴の機能
を兼ねています。 
◇特浴室を１階に設けています。個浴での入浴が困難な方にご利用いただけます。 

トイレ 居室内以外に、ユニットごとに共同トイレ（男女別）を設置しています。 

その他 医務室（2階）・地域交流スペース（1階）・屋上庭園（4階） など 

＊これらの施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく必要はありません。 
＊居室の変更ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設

でその可否を決定します。また、契約者の心身の状況により居室を変更する場合が
あります。 

５ 主な職員の配置状況（短期入所生活介護10床併設施設） （2022/10/1現在） 
 〈主な職員の配置状況〉＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 指定基準 現員  職  種 指定基準 現員  
施設長（管理者） １名 １名 介護支援専門員 １名 １名 
生活相談員 １名 １名 機能訓練指導員 １名 １名 
看護職員 １名 ２名 管理栄養士 １名 １名 
介護職員 １２名 １９名 医師 必要数 同左 

※ 現員は、2022年4月1日現在の常勤換算後の人数です。 
※ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間総数を当施設における常勤職員の所

定勤務時間数（週４０時間）で除した数です。 
（例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、  

１名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 

〈主な職種の職務内容及び勤務体制〉  

職  種 
職務内容 

勤務体制・時間（標準的な時間帯における最低配置人員） 

介護職員 

利用者の日常生活上の介護・援助にあたります。 

早出   7：00～16：00    2名（主に夜勤明けのいないユニットに配置） 

日勤   9：30～18：30   2～3名（この時間帯に配置する人数の目安人数） 

夜勤  17：05～翌10：00  2名（21時～翌7時までは2ユニットに1名配置） 
※上記勤務形態は、勤務の一例です。 

※介護職員の勤務時間につきましては、入居者の生活状況に応じて人数・時間を調整し

ております。したがいまして、ユニット毎に数多くの勤務パターンがあります。 

生活相談員 
利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

午前 9：00 ～ 午後 6：00      1名    

医 師 
利用者に対して健康管理や療養上の指導を行います。 

随時 

看護職員 

主に利用者の健康管理や療養上の支援を担当し、日常生活の介護も行います。 

 9：30  ～ 18：30       1名 

※日曜日（終日）及び夜間は看護師不在となります。 
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介護支援専門員 

アセスメント及び入居者又は家族の希望に基づいてサービス計画書を作成、実

施状況を把握、必要があれば計画を変更して入居者の満足度を確保します。 

 9：00  ～ 18：00       1名 

機能訓練指導員 
身体機能の維持･向上を図る為に、歩行訓練やベッド上での運動等を実施します 

9：30  ～  18：30       1名 

管理栄養士 

嗜好を考慮した献立作成、栄養管理・栄養ケアマネジメント、経口摂取への移

行、療養食の提供、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の食事業務全般

並びに栄養指導に従事します。 

 9：30  ～ 18：30       1名（本体施設と兼務） 

 
６ 当施設が提供するサ－ビスと利用料金 
 

（１）施設サービスの概要（介護保険給付対象サービス）※利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。 

食 事 

◇管理栄養士の立てる献立表により、栄養はもとより入居者の身体の状況および旬

の食材を取り入れ、嗜好を考慮した食事を提供します。 

◇ 食事の提供に要する費用は全額自己負担となります。 

◇（食事時間の目安）朝食7：30～ 昼食12：00～ 夕食18：00～ 

※食事時間はあくまでも“目安”です。入居者個別の生活スタイルや状況に配慮

いたします。 

入浴 
・ 
清拭 

◇入居者が身体の清潔を保持し、快適な生活を営むことができるよう、週２回以上

の入浴または清拭を行います。 
◇寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。 

排泄 
◇利用者個々の状態に応じ、その能力を最大限活用できるように援助を行います。 
◇施設内で必要なオムツ類は保険給付の対象となっておりますので、施設利用中の
オムツ類は当施設で用意致します。（ただし、当方で指定した銘柄に限ります。） 

着替え・ 
整容等 

◇寝かせきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 
◇清潔で快適な生活が送れるよう、適切な着替え・整容の援助をします。 

シーツ交換 シーツ交換は定期的に週1回行い、汚れている場合は随時交換いたします。 

健康管理 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

機能訓練 利用者の心身状況に適合した機能訓練を行い、生活機能の維持・改善に努めます。 

看取り介護 

医師が終末期にあると判断した入居者について、医師・看護師・介護職員等が協働
し、本人又は家族の同意を得た上で看取り介護を行うことができます。 
※看取り介護を希望される場合は、入居契約とは別に看取り介護に関する契約を結ぶ必要がありま

す。看取り介護を円滑に実施するために、所定の書面内容を十分にご理解・ご承諾いただいた上で、

本人又は親族代表者の署名及び捺印が必要です。 

療養食 
サービス 

入居者の病状等に応じ、医師の指示により疾患治療の直接手段として、発行された
食事せんに基づいた食事を提供させていただくことができます。 
（対象となる療養食）糖尿病食 腎臓病食 肝臓病食 胃潰瘍食 貧血食  

膵臓病食 脂質異常症食 痛風食 その他特別な場合の検査食 

相談および
助言 

利用者およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な
限り必要な援助を行うよう努めます。 （相談窓口）生活相談員  杉目 康 
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（２）施設の提供するその他のサービス（介護保険給付対象外のサ－ビス） 
〈サービスの概要〉             ※以下は原則、全額利用者負担となります。 

①食事の提

供に要す

る費用 

◇入居者に提供する食事の材料及び調理にかかる費用です。実費相当額を負担して

いただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の認定を受けている方につい

ては、その認定証に記載された食費の金額（１日あたり）のご負担となります。
（当説明書6ページ「滞在費及び食事提供に要する費用の負担限度額について」参照） 

◇１日あたりの利用者負担額は1,445円となります。 

（食事の提供に要する費用の内訳） 【朝食】421円 【昼食】512円 【夕食】512円 

◇食費については、喫食数に関係無く、1日あたりの料金となります。 
◇入院・外泊等で1日に全く食事提供が無い場合は、食費は発生しません。 

②居住費 

◇施設設備を利用し、滞在されるにあたり、居住費をご負担していただきます。た

だし、介護保険負担限度額認定証の認定を受けている方については、その認定証

に記載された居住費の金額（１日あたり）のご負担となります。（当説明書6ページ

「滞在費及び食事提供に要する費用の負担限度額について」参照） 

◇１日あたりの居住費は3,000円となります。 

 

重要！ 入院・外泊をされている場合、当施設の利用が無くても、契約期間内であれば

その期間の居住費をお支払いいただきます。尚、入院している期間は介護保険及び負担

限度額認定証の適用外となりますので、負担限度額認定証をお持ちの方でも、入院中

の居住費負担額は一般の居住費3,000円/日となります。 

 

③理容サー

ビス 

月に１回、理容師の出張による理容サービスをご利用いただけます。 

【料金】カット 1,640円・顔そり 600円・パーマ・ヘアカラー 3,800円  

④レクリエ

ーション等 

ユニットごと、或いは施設全体で行うイベントやレクリエーションに参加していた

だくことができます。 

利用料金：物品を製作する時など、材料代等の実費をいただきます。 

⑤日常生活

上必要とな

る諸費用実

費 

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用で利用者にご負担いた

だくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。尚、オムツ代は介

護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありません。ただし、施設が

指定したものに限らせていただきます。 

⑥居室の 

明渡し 

入居者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実

に居室が明け渡された日までの期間に係る料金 

利用者の要介護度 
  料金（１日） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 

※ご契約者が、要介護認定で自立または要支援と判定された場合 3,000円 

⑦その他 

◇居室に下記電気製品を持ち込む場合、通常の居住費とは別に電気代を頂きます。 

  冷蔵庫 30円（日額、税込）、電気湯沸しポット 20円（日額、税込） 

◇ユニットで提供するおやつ・飲み物代につきましては、ユニット毎に1か月単位

で請求いたします。 

[計算方法] 飲食関連購入費用を購入時の在籍者数で割り、単価を算出します。 

[請求方法] 毎月の利用料請求時に「ユニット飲食費用」として計上します。 

※食費・居住費、または上記に掲載した日常生活上の費用につきましては、経済状況の著しい変化やその他や

むを得ない事由がある場合に変更させていただくことがあります。その場合、予め入居者及び家族に対し、

文書によって変更の内容及び費用について説明し、ご同意を得た上で実施させていただきます。 
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◆サービス利用料金◆ 

【Ⅰ.サービス利用料金（日額）】 

利用料金は、要介護度に応じたサ－ビス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（A）と、
食事の提供に要する費用と居住費（B）の合計金額をお支払いください。また、サ－ビスの利用料
金は、入居者の要介護度に応じて異なります。（金額は日額） 

 

料 金 表   （単位＝円） ※地域区分：柏原市＝6級地、掛率10.37 

A 介護費 利用者負担分 （1日あたり）   

 

単位数（点） 介護費 利用者負担額（日額） 

1日あたり 月あたり 
1割負担 2割負担 3割負担 

基本単位 加算あ 加算い 科学的介護 

要介護3 803 115 116 50 1,119円 2,237円 3,356円 

要介護4 874 115 125 50 1,202円 2,403円 3,605円 

要介護5 942 115 133 50 1,281円 2,562円 3,842円 

※加算の内訳 

加算あ ＝看護体制Ⅰ－イ（12点）・夜勤職員配置Ⅱ（46点）・日常生活継続支援（46点）・栄養マネジメント強化（11点） 

加算い ＝処遇改善加算Ⅰ（76点）・特定処遇改善Ⅰ（25点）・介護職員ベースアップ等支援（15点） 

 

B 食費・滞在費 （1日あたり）                  （単位＝円/日） 

 介護費1割負担の方 介護費2割負担 

の方 

介護費3割負担 

の方 負担段階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 

食費 300 390 650 1,360 1,445 1,445 1,445 

滞在費 820 820 1,310 1,310 3,000 3,000 3,000 

 

 

☆ ［1ヶ月あたり］のサービス利用料金表  ［（A + B）× 31日］  （単位＝円） 

負担段階 介護費1割負担の方のサービス利用料金 合計金額 介護費2割負担 

の方の合計金額 

介護費3割負担 

の方の合計金額 要介護度 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 

要介護3 67,687 70,477 93,727 115,737 170,762 203,729 236,696 

要介護4 70,232 73,022 96,272 118,282 173,307 208,819 244,330 

要介護5 72,670 75,460 98,710 120,720 175,745 213,695 251,645 
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【Ⅱ.加算体制について】基本単位に加え、下記の加算を算定する場合があります。（単位＝円） 

加算種類 日額 月額 加算要件 

夜勤職員配置加算Ⅰ 48 1,465 
夜勤時間帯に配置する介護又は看護職員の数が、最低基準よりも1以上

上回って配置している場合。 

看護体制加算Ⅰ 13 383 常勤の看護師を配置している場合。 

栄養マネジメント強化 12 351 
栄養マネジメントに関する一連の取り組みを適切に実施し、入居者の栄

養状態の改善、維持に努める。 

日常生活継続支援Ⅱ 48 1,465 
重度の利用者を積極的に受け入れ、介護福祉士を一定数以上配置する

等、より質の高い介護福祉サービスを提供する体制を評価 

初期加算 31 956 
入居日から30日以内の期間に算定される。医療機関に30日以上入院後に

施設に帰園された場合も同様。 

入院・外泊加算 253 
1,516 

※6日利用 

外泊、又は医療機関に入院された場合に、施設を離れた翌日から6日を

限度として算定される。 

処遇改善加算Ⅰ 

☆加算単位数＝（基本単位 + 各種加算）× 8.3％ 

介護職員の処遇改善を目的として、職場環境の整備や研修機会の確保など、計画に基づい

た対応を実施する場合に算定される。 

特定処遇改善加算Ⅰ 
☆加算単位数＝（基本単位 + 各種加算）× 2.7％ 

主に技能・経験のある介護職員の処遇改善を図ることを目的とした加算。 

介護職員ベース 

アップ等支援加算 

☆加算単位数＝（基本単位 + 各種加算）× 1.6％ 

介護職員の処遇改善の効果を継続するために設けられた加算です。 

看取り介護加算Ⅱ 

看取り介護を受けた上で、施設内又は病院・自宅で亡くなられた場合 

74 1,110 死亡日以前4～30日分。 ※左記月額は“上限の15日間利用の場合”。 

148 3,993 死亡日以前4～30日分。 ※左記月額は“上限の27日間利用の場合”。 

699 1,397 死亡日の前日・前々日分 ※左記月額は“上限の2日間利用の場合”。 

1,315 死亡日当日分。 

【Ⅲ.利用者負担軽減のための制度】   

[１] 居住費及び食事に関する給付減免制度 
 保険者である柏原市に申請し、『負担限度額認定証』の交付を受けた場合、入居者の負担段階に応じて

居住費及び食事提供に要する費用は以下の通りに減額されます。 

【負担限度額】（１ヶ月31日あたり） 

 居住費（ユニット型個室） 食事に提供に要する費用 
日額 月額 日額 月額 

第１段階 ８２０円 ２５，４２０円 ３００円 ９，０００円 
第２段階 ８２０円 ２５，４２０円 ３９０円 １１，７００円 

第３段階 １，３１０円 ４０，６１０円 
①  ６５０円 １９，５００円 
②１，３６０円 ４２，１６０円 

第４段階 ３，０００円 ９３，０００円 １，４４５円 ４４，７９５円 

★『居住費及び食事に要する費用の負担限度額認定』については保険者である市町村への申請が必要です。 
★利用者本人の属する世帯が[市民税課税世帯]の場合は、負担限度額の認定については「非該当」となります。 
[２] 高額介護サービス費 
介護保険給付内の介護保険利用者負担分（1割負担）が、一定の上限額を越えた場合は、別途申請するこ

とにより減額を受けることができます。尚、減額の適用の上限額につきましては、世帯の課税状況や所得金

額により異なります。  

[３] 社会福祉法人による利用者負担金減額制度 
当施設を運営する社会福祉法人 寿光会は、利用者負担軽減制度を実施しています。市町村が、特に生計

が困難である者として認めた場合に、この制度が適用されます。尚、この制度を利用する場合は、当法人が

申し出を行っている市町村で発行される『社会福祉法人等利用者負担軽減確認書』の提示が必要です。減額

率と減額内容は、当該認定証で定められた金額に基づきます。 
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◆利用料金のお支払方法◆   
▽利用料は1ヶ月単位で計算し、翌月10日頃に請求明細書を発行いたします。 

Ａ．金融機関口座からの口座振替（原則、口座振替でお願いします） 

◇ゆうちょ銀行を含む、全国ほとんどの金融機関がご利用可能です。 
◇金融機関口座につきましては、入居者様名義・ご家族様名義、どちらでも対応可能です。 
◇請求金額合計を翌月26日に引き落としとなります。26日が土・日・祝日の場合は翌営業日 
に引き落 
しとなります。引き落し前に残高のご確認をお願い致します。 

◇新規口座振替の手続きには、「最短で2か月」を要します。したがいまして、手続き完了
までの間は、下記Ｂ特養口座への振り込み、又はＣ現金でのお支払いでお願い致します。 

Ｂ．特養太寿口座への振り込み  

◇ご希望される場合は、事務所担当者に振込先情報をご確認下さい。 
◇振り込みに伴う手数料は、全てお客様のご負担となります。 
◇翌月25日までには指定口座への振り込みをお願い致します。 

Ｃ．現金でのお支払い 

◇太寿1階事務所窓口にて現金でお支払いいただくことも可能です。 
◇翌月25日までにお支払い下さい。 
◇日曜日のお支払いは受け付けておりません。平日の日中時間帯にお願いします。 
 
※「請求明細書受領書及び内容確認書」を請求書と一緒にお渡しします。請求書内容をご
確認いただき、記入・捺印の上、太寿までご持参、またはご返送願います。 

※領収書は入金確認後、次回の請求書と一緒にお渡しいたします。 

７ 利用中の医療の提供について 

◆ 医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることがで

きます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院を保証するものではありません。また、

下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

◆ 当施設におけるサービス提供中、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師又は下記協力医療機関への連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

◆ご入居中に体調不良になった場合には医療機関に受診・入院が必要となることがあります。

その際にはご家族様の医療機関への同行や付き添いのご協力をお願い致します。 

協力医療機関 

 ○柏原寿光園診療所  （内科）  柏原市大字安堂1008 ℡ 072-973-1125 

 ○市立 柏原病院  （内科、外科、整形外科、その他） ℡ 072-972-0885 

協力歯科医院 

○とみなが歯科   柏原市太平寺1-5-25  ℡ 072-970-4618 

 

当施設の医療スタッフの配置状況、及び提供可能な医療サービスにつきましては、病院や老健施設と

比べると十分ではありません。著しい体調不良時や緊急事態におきましては、速やかに外部医療機関

に受診していただくことが基本となります。また、医療スタッフが不在の日及び時間帯があるため、常時

の医療的対応につきましては、当施設での対応ができません。 

※対応困難な医療サービスの例 喀痰吸引、胃ろう、鼻腔栄養、点滴、中心静脈栄養、インスリン等 
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８ 退居していただく場合（契約の終了について） 
 当施設との契約では、契約が終了する期日を特に定めていません。したがって以下のような事
由がない限り、継続してサ－ビスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当する
に至った場合には、当施設との契約は終了し、入居者に退居していただくことになります。 

 
① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立・要支援1・2・要介護1・2と判定された場合。 
② 事業者が解散した場合・破産した場合、またはやむを得ない事由によりホ－ムを閉鎖した場合。 
③ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサ－ビスの提供が不可能となった場合。 
④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 
⑤ 入居者から退居の申し出があった場合。（詳細は以下をご覧ください） 
⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合。（詳細は以下をご覧ください） 
 

（１）入居者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 
契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退居を申し出ることができます。その

場合には、退居を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。但し、以下の場合に
は、即時に解約・解除し、施設を退所することができます。 
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 
② 施設の運営規程の変更に同意できない場合。 
③ 入居者が入院された場合。 
④ 事業者もしくはサ－ビス従業者が、正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サ－ビスを 

実施しない場合。 
⑤ 事業者もしくはサ－ビス従業者が守秘義務に違反した場合。 
⑥ 事業者もしくはサ－ビス従業者が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 
⑦ 他の利用者がご自身の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合

において、事業者が適切な対応を取らない場合。 
 
（２）事業者からの申し出により退所していただく場合。（契約解除） 

以下の事項の該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 
① 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、
又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

② 入居者による、サ－ビス利用料金の支払いが２ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもか
かわらずこれが支払われない場合。 

③ 入居者が、故意又は重大な過失により事業者又はサ－ビス従業者もしくは他の入居者等の生
命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことによって、本契約を継続し
がたい重大な事情を生じさせた場合。また、施設が定める禁止行為・禁止事項に抵触し、改
善がなされない場合。 

④ 入居者が病院又は診療所に入院した場合や入院すると見込まれる場合において、本人または
家族との間で契約解除の同意がある場合。 

 
【重要・長期入院の場合の入居契約】 
 入院をした日から起算し、3か月が経過しても退院できない場合は、入居契約が解除となります。また、

状態により長期の治療が予測される・或いは退院が見込める状況ではない場合は、事業者と家族様と
の協議で同意があれば、3か月を待たずして契約解除となることもあります。 

 
⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。 

 
（３）円滑な退居のための援助 

入居者が当施設を退居する場合には、入居者の希望により、事業者は入居者の心身の状況、お
かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助を入居者に対して速やかに
行います。 
① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。 
② 居宅介護支援事業者等の紹介。 
③ その他保険医療サ－ビス又は福祉サ－ビスの提供者の紹介。 
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９ 施設利用にあたっての留意事項 

１．施設の入居者は、以下に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めて下さい。 

１）面  会  面会時間は、原則９時から２１時までです。 

      尚、面会の際には事務所受付にて『面会届』の記入が必要です。 

  ２）外出･外泊 外出･外泊される場合は、事前にお申し出下さい。 

（外泊中も介護保険の1割負担金と居住費を負担していただきます。） 

  ３）居室・設備 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反し

たご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 

  ４）喫煙・火気 館内は全面禁煙です。（敷地内の所定場所でのみ喫煙可能です）ろうそ

く・線香などの火気の使用を禁止します。 

  ５）貴重品管理 原則貴重品管理はご本人またはご家族にお願いいたします。紛失・盗難等

に関して、当施設は一切責任を負いません。 

  ６）迷惑行為等 けんか・口論または暴力行為、騷音等他の入居者の迷惑になる行為は禁止します。 

  ７）宗教・政治活動 施設内で、他の入居者に対する宗教活動及び政治活動を禁止いたします。

なお、個人の範囲内での信条、宗教を制限するものではありません。 

  ８）電気製品・日常生活品 居室内で使用する日常生活上必要な物品は、全て本人・または家族

様がご用意して下さい。居室内に収まり、その方に必要なものであれば、基本的に持込

いただくものは自由です。長年の愛用品の持ち込みは特に歓迎です！ 

ただし、火災の恐れのあるストーブ（石油・電気共）やその他火気類の持ち込みに関し

ては一切禁止です。ご不明な場合は事前に施設にご相談ください。 

９）動物飼育 施設内へのペットの待ち込み及び飼育を禁止します。 

10）リハビリ・機能訓練 当施設では病院・老健施設のような専門的なリハビリを提供すること

はできません。その分、“生活の場”として、日常生活の中で身体機能を積極的に活用した

ケアを心がけると共に、馴染みの関係での安心感のある関わりやイベントやレクリエーショ

ンによって“心のケア”にも力を入れるよう取り組んでおります。 

 ２．施設長は、入居者が以下の内容に該当すると認めたときは、当該入居者の保険者に対し、所定の
手続を行い、施設サービス提供の中止等の措置を行う場合があります。 

① 施設の秩序を乱す行為をした時 
② 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとした時 
③ 故意にこの規程等に違反した時。 
 

10 残置物引取人 
  契約にあたり身元保証人をお願いすることはありませんが、当施設に残された入居者の所持品
（残置物）をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきま
す。また、引き渡しに係る費用については、入居者又は残置物引取人にご負担いただきます。 
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11 秘密の保持と個人情報の保護 

サービスを提供する上で知り得た利用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。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。利用者及
びその家族に関する個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、それらの個人情報
は用いません（別紙『個人情報使用同意書』）。施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が
含まれる記録物について、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも他への漏
洩を防止するものとします。 
 
 

12 事故発生時の対応   

  当施設が入居者に対して行う指定地域密着型介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合
には、速やかに入居者の家族・柏原市に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。また、当施設が入
居者に対して行った介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに
行います。 
尚、当施設は下記の損害保険に加入しています。 

保険会社名 ㈱損保ジャパン     
保 険 名 社会福祉施設総合損害補償 

 
 
13 非常災害対策について 
（1）当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害に関する取り組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者） 生活相談員  杉 目  康 

 
（2）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、
それらを定期的に職員に周知します。 

（3）施設は年2回以上、定期的に避難・救出その他必要な訓練（内1回は夜間想定訓練）を行います。 
 
 
14 身体拘束原則禁止について 
 当施設では原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがあ
る場合等、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事が考えられる時は、利用者
に対して説明・同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲で行う場合が
あります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様についての記録を行います。ま
た、それと同時に身体拘束を無くしていくために取り組みを積極的に行います。 
 
（1）緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が

及ぶことが考えられる場合に限ります。 
（2）非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことを防

止することができない場合に限ります。 
（3）一時性…利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが無くなった場合は、直

ちに身体拘束を解除します。 
 

15 苦情処理の体制及び手順    

  苦情又は、相談があった場合は、入居者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施
し、状況の聞き取りや確認を行い、入居者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行い
ます。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討し、時下の対応を決定します。対応
内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、入居者へは必ず対応方法を
含めた結果報告を行います。 
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16 サ－ビスの提供に関する相談、苦情について 
（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
 
◆特別養護老人ホーム 太 寿 
 

苦情受付窓口 担当者 杉目（生活相談員）・     （ユニットリーダー） 

受付時間 月曜日～土曜日  午前９時～午後６時 

電話番号 072-970-6010 FAX 072-970-1120 

 
※上記以外の時間帯でも電話は可能ですが、受付担当者が不在となる場合が多くなります。 

不在の場合は、改めて苦情受付担当者よりご連絡いたします。 

 
 

（２）行政機関その他苦情受付機関 
 
◆柏原市 高齢介護課 
 

住所 柏原市安堂町1番55号 

受付時間 平日午前9時～午後5時 

電話番号 072-972-1571 直通 FAX 072-970-3100 

 
 
◆国民健康保険団体連合会 
 

住所 大阪市中央区常盤町１丁目３番８号中央大通FNビル内 

受付時間 平日午前９時～午後５時 

電話番号 06-6949-5418 FAX  

 
 
 
17 虐待の防止について 
施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 
（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長   大 坪  正 直  

 
（2）成年後見制度の利用等を支援します。 
（3）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 
（4）個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 
（5）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利

擁護に取り組める環境の整備に努めます。 
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（重要事項説明書付属文書〉 
（１）事業所の概要 

① 建物の構造 鉄筋コンクリ－ト３階建 
② 建築床面積延べ面積2197㎡ 特養（882㎡） 
③ 併設事業   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 
 
○ショートステイ 太 寿（太寿内 3階東ユニット） 

（介護予防）ユニット型短期入所生活介護  平成23年4月1日 事業開始 
 
○グループホーム 太 寿 （太寿内 1階） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護   平成23年4月1日 事業開始 
 
（２）サ－ビス提供における事業者の義務については、契約書第８条，第９条をご覧ください。 

 
 

 
令和   年   月   日 

 
 

  指定地域密着型介護老人福祉施設サ－ビスにつきまして、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

社会福祉法人  寿 光 会              

特別養護老人ホーム   太  寿 

              説明者職名       氏名           ㊞ 

 
 

   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、当該説明書の交付を受けました。 

 
 
             入居者住所                      
 
 
             氏   名                   ㊞ 
 

（代筆者氏名＝           、続柄＝     ） 
 
             
 
 

代理人住所                      
 
              

 氏   名                  ㊞ 
 

続 柄  （      ） 


