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介護老人福祉施設重要事項説明書              

＜平成 30年 4月 1日 現在 ＞ 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

    担 当    生活相談員   高橋 広大 

 介護支援専門員 齊藤 敬介、宮島 浩 

電 話    ０４９３－６６－０１５１（午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

               ＊ご不明な点がございましたら、なんでもお尋ねください。 

 

２ 特別養護老人ホーム よし乃郷 の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

施設名称 雰囲気はわが家と同じよし乃郷 

所在地 比企郡ときがわ町大字五明１４４９番２ 

介護保険指定番号   介護老人福祉施設   （埼玉県 １１７３２００６１７号） 

 

 

（２）施設の職員体制 

職  種 常 勤 非常勤 合 計 資  格 基準人員 

管理者  1名   1名   1名 

医 師    2名  2名   

生活相談員  1名  
常勤換算 

1.0名 
社会福祉士  1名 

管理栄養士 

栄養士 

 

 2名 

 

 

 

 

常勤換算 

2.0名 
管理栄養士（1名） 

栄養士  （1名） 

 

 1名 

 

介護支援専門員  2名  
常勤換算 

1.0名 
介護支援専門員  1名 

事務職員  １名  １名   

介護職員 

 

 31名 

 

 

 

4名 

 

 

常勤換算 

31.8名 

介護福祉士 

  21名  

29名 

 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ・初任者研

修・実務者研修修 10名 

看護職員  5名  
常勤換算 

4.6名 
看護師 （1名） 

准看護師（4名） 
 3名 

機能訓練指導員  2名  
常勤換算 

1.0名 
柔道整復師  1名 
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（３）施設の設備の概要 

 

本館（多床室・従来個室） 

定員  ６０名 静養室 ２室３床 

居室 

４人部屋  １２室（１室 48.0㎡） 医務室 １室 

個室 
 １２室 

（１室 15.18㎡～19.10㎡） 
食堂 １室 

浴室 
一般浴槽と特殊浴槽 機能訓練室 １室 

   
があります。 談話室 １室 

 

新館(従来個室) 

定員                 ２４名  医務室 １室 

居室      個室 ２４室 

（１室 13.36㎡ ～13.96㎡） 

食堂 １室 

浴室 一般浴槽と特殊浴槽があります。 

 

 

３ サービス内容 

  ①施設サービス計画の立案 

  ②食事 

  ③入浴 

  ④介護 

  ⑤生活相談 

  ⑥健康管理 

  ⑦希望食の提供 

  ⑧美容サービス 

  ⑨行政手続代行 

  ⑩日常費用支払代行 

  ⑪所持品保管 

  ⑫レクリエーション      等 
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４．利用料金 

 （１）利用料金 

①基本料金 

 
 

１日あたりの自己負担分 

（多床室） （従来型個室） 

要介護１ ５５７円 ５５７円 

要介護２ ６２５円 ６２５円 

要介護３ ６９５円 ６９５円 

要介護４ ７６３円 ７６３円 

要介護５ ８２９円 ８２９円 

      ※  上記の表示金額は、介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」が１割の場合で

す。「利用者負担の割合」が２割の場合、表示金額の倍額となります。 

※ 入所後３０日間に限り、上記料金に 1日あたり３０円が加算されます。 

※ 入所期間中に入院、又は自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険適用

分は介護保険給付の扱いに準じますが、居住費等は別途定めるところによります

のでご了承下さい。  

※ 介護サービス係る評価等が行われた場合、以下の料金が加算されます。 

・日常生活継続支援加算         １日あたり      ３６円 

・看護体制加算（Ⅰ）          １日あたり       ４円 

・看護体制加算（Ⅱ）          １日あたり       ８円 

・夜間職員配置加算（Ⅰ）ロ       １日あたり      １３円 

・夜間職員配置加算（Ⅱ）ロ       １日あたり      １８円 

・若年性認知症入所者受入加算（該当者） １日あたり     １２０円 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算（該当者）１日あたり   ２００円 

・個別機能訓練加算（該当者）      １日あたり      １２円 

・精神科医療配置加算          １日あたり       ５円 

・退所前訪問相談援助加算（該当者）    １回       ４６０円 

・退所後訪問相談援助加算（該当者）    １回       ４６０円 

・退所時等相談援助加算（該当者）     １回       ４００円 

・退所前連携加算（該当者）        １回       ５００円 

・栄養マネジメント加算（該当者）    １日あたり      １４円 

・療養食加算（該当者）         １回あたり       ６円 

   ・障害者生活支援体制加算        １日あたり      ２６円 

・経口移行加算（該当者）        １日あたり      ２８円 

・経口維持加算（該当者）        １月あたり     １００円 

・口腔衛生管理体制加算         １月あたり      ３０円 
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・口腔衛生管理加算               １月あたり    ９０円 

・看取り介護加算(Ⅰ)：死亡日        １日につき   １２８０円 

・看取り介護加算(Ⅰ)：死亡日前日及び前々日 １日につき   ６８０円 

・看取り介護加算(Ⅰ)：死亡日以前４～３０日 １日につき    １４４円 

・看取り介護加算(Ⅱ)：死亡日        １日につき  １５８０円 

・看取り介護加算(Ⅱ)：死亡日前日及び前々日 １日につき   ７８０円 

・看取り介護加算(Ⅱ)：死亡日以前４～３０日 １日につき    １４４円 

・排せつ支援加算            １月につき     １００円 

・褥瘡マネジメント加算         1月につき      １０円 

・配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間の場合 １回につき   ６５０円 

深夜の場合    １回につき  １３００円 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）       １日につき       ３円 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ）       １日につき       ４円 

・在宅復帰支援機能加算（該当者）    １日につき      １０円 

・在宅入所相互利用加算（該当者）    １日につき      ４０円 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）(Ⅳ) (Ⅴ) 

（所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数Ⅰ：8.3%、Ⅱ：6.0%、Ⅲ：3.3%、Ⅳ:Ⅲの 90/100、Ⅳ:Ⅲの 80/100） 

②居住費       多床室         １日あたり          ８４０円 

            従来個室        １日あたり    １１５０円 

③食費                   １日あたり    １３８０円 

④特別な室料  A ﾀｲﾌﾟ（本館個室 12室）    １日あたり      ６２０円 

        B ﾀｲﾌﾟ（新館個室 24室）    １日あたり     １６５０円 

⑤おやつ代（選択可）            １食あたり     １２０円 

⑥その他日常生活上の便宜に係る費用                  

 1. 身の周りの日用品費(選択可)       1日あたり     １５０円 

    ※希望されない場合においても、シャンプー、ボディソープ、ティッシュ等におきま

しては、共用の物をご利用頂けます。 

2. 預り金管理費              １ヶ月      １０００円 

（小遣い等預け金の希望があった場合） 

⑦その他 

1. 個別電化製品の電気代          １点１日つき     ５０円 

2. 介護タクシー等の送迎費                     実費 

3. 理美容代                １回（カットのみ）２５００円  

4. 入所者が選定する特別な食事の提供に要する費用          実費 

 ⑨居室保持料 

 （入院等で不在の場合、概ね３ヶ月間所定の料金を支払うことで居室保持ができます。） 

   ・国の定める負担限度額段階（１段階から３段階の方）利用者は、不在後６日目まで 

    は居住費の負担限度額を、また、不在後７日目以降も負担限度額を支払うことによ
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り、居室保持が可能です。第４段階の方は不在後、所定の居住費を支払うことによ

り、居室保持が可能です。 

   ・上記については、入院・外泊時に申し出、相談、または同意を得られた場合に行う

ものとします。また居室保持料を支払っている場合に保持している居室を空床利用

の短期入所生活介護に活用した場合、居室保持料は算定いたしません。 

＊「食費」においては、1 日あたり１３８０円に対して国が定める負担限度額段階（１段

階から３段階）の利用者は、保険者から交付される「介護保険負担限度額認定証」に記

載される料金とする。 

＊「居住費」においては、従来個室は１日あたり１１５０円、国が定める負担限度額段階

（１段階から３段階）の利用者は、保険者から交付される「介護保険負担限度額認定証」   

に記載される料金とする。 

（２）支払方法      毎月、５日頃までに前月分の請求をいたしますので、１５日ま

でにお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発

行します。お支払方法は、窓口にてお支払い頂く事となります。 

 

５ 入退所の手続 

（１）入所手続 

       入所前または、入所時に契約を結び、サービスの提供を開始します。居宅サービス

計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と御相談ください。 

（２）退所手続 

    ① 利用者の御都合で退所される場合 

       退所を希望する日の３０日前までにお申し出ください。   

    ②  自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

     ・  利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立） 

又は要支援と認定された場合（この場合、所定の期間の経過を持って退所してい

ただくことになります。） 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 

    ③  その他 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず、３０日以内に支払わない場合、又は利用者や御家族等が、

事業者やサービス従業者、他の入所者に対して本契約を継続しがたいほどの背信

行為を行った場合。当事業所で提供できない医療行為や介護サービスが生じた場

合は退所していただく場合がございます。 この場合、契約終了３０日前までに文

書で通知いたします。 

・ 利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがな

い場合又は入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合は、
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相談、契約を終了させていただく場合がございます。この場合、退院後に再度入

所を希望される場合はお申し出ください。 

・ やむを得ない事由により、当施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し、退所 

していただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知

いたします。 

・ 退所時には、別紙「身元引受書」に記載のある「身元引受人」に退所事務等をお

願いいたします。 

 

６ 当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

   「健康こそ人生最高の宝」という理念に基づき、食を中心とした健康の保持・増進・

予防を考え、利用者の立場に立ち、快適・安全な生活を「心と愛情」をこめて介護サ

ービスを提供していく。 

（２）サービス利用のために 

      事 項        有無         備 考 

男性介護職員の有無     有  

従業員への研修の実施    有  

サービスマニュアルの作成  有  

身体的拘束 無 ただし、生命の危機、他人への危害の著しい 

場合を除く 

その他   

 

（３）施設利用にあたっての留意事項 

      ・面会                      届出による（時間： ８：３０～１７：３０）       

・外出、外泊                同上   （      〃       ） 

・食事           朝食   （時間： ８：００～ ９：００） 

              昼食   （時間：１２：００～１３：００） 

              夕食   （時間：１８：００～１９：００） 

              原則として食堂にておとり頂きますが、体調不良時は

居室で、又ご家族様と面会スペースでも食事をおとり

頂けます。時間についてもご要望、相談をいただいた

上で場合により対応も可能です。 

・飲酒、喫煙               届出による 

      ・設備、器具の利用         同上 

・金銭、貴重品の持ち込み    同上 

・所持品の持ち込み          同上 

      ・施設外での受診         同上 
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      ・宗教活動・政治活動        行えません 

      ・ペット                   持ちこめません  

７ 緊急時の対応方法 

   利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずる他、  

御家族の方（身元引受人）にできるだけ速やかに連絡いたします。 

８ 事故発生時の対応 

   利用者に対し事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、その内容によって西部

福祉事務所、市町村等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。また、事故の状況

及び事故に際して採った処置を記録し、利用者に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。 

９ 非常災害対策 

    ・防災時の対応     施設の防災計画によります 

    ・防災設備         同上 

    ・防災訓練         年２回 

    ・防火管理者       坂田 好総 

１０ サービス内容に関する相談・苦情 

①  当施設御利用者相談・苦情担当 

  苦情窓口 苦情受付担当（生活相談員）高橋 広大 

介護支援専門員      齊藤 敬介、宮島 浩 

事業部          大石 暁       

       苦情解決責任者（管理者） 馬場 節生 

電  話 ０４９３－６６－０１５１ 

② その他 

当施設以外に、市町村の相談・第三者委員・苦情窓口等でも受け付けています。 

市町村名 ときがわ町役場      電話 ０４９３－６５－１５２１ 

埼玉県福祉部高齢介護課     電話 ０４８－８３０－３２５４ 

埼玉県国民健康保険連合会     電話 ０４８－８２４－２５６８ 

第三者委員  山岸 定冶    電話 ０４９３－６５－２０３２ 

当施設協力医療機関 

      たまがわクリニック       電話 ０４９３－６６－０１２８ 

      麻見江ホスピタル病院      電話 ０４９－２９６－１１５５ 

当施設連携医療機関 

   小川赤十字病院         電話 ０４９３－７２－２３３３ 

      武蔵嵐山病院          電話 ０４９３－６２－７２８２ 

      埼玉成恵会病院         電話 ０４９３－２３－１２２１ 

ときがわ歯科診療所       電話 ０４９３－６５－１４８５ 
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11 当法人の概要 

   名称・法人種別         社会福祉法人 よし乃郷 

   代表者役職・氏名                理事長 馬場 眞美子 

   本部所在地・電話番号      埼玉県比企郡ときがわ町大字五明１４４９番２  

電話：０４９３－６６－０１５０ 

      定款の目的に定めた事業    １ 特別養護老人ホーム よし乃郷の設置経営 

                                ２ 老人デイサービス事業（よし乃郷） 

                                ３ 老人短期入所事業  （よし乃郷） 

                                ４ 老人介護支援センター（よし乃郷）の設置及び 

受託経営  

                                ５ 老人居宅介護等事業 （よし乃郷） 

                                ６  その他これに付随する事業 

   施設・拠点等       特別養護老人ホーム     ２ヵ所 

                短期入所生活介護            ２ヵ所 

                                通所介護                    1ヵ所 

                                居宅介護支援事業所     １ヵ所 

                配食サービス        １ヶ所 

 

        平成  年  月  日 

 

 介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて 

重要な事項を説明しました。 

              説明者 

                所在地 比企郡ときがわ町大字五明１４４９番２ 

                名  称 雰囲気はわが家と同じよし乃郷              

                説明者 髙橋 広大                印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の 

説明を受けました。 

             

              利用者 住所 

                  氏名                 

 

              代理人 住所 

                  氏名                印 


