
小規模多機能型居宅介護重要事項説明書 

                 

平成２９年 １２月 １日現在 

 

 

 

１． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口    

   電話番号   ０４７６－３７－５５８６    （午前９時～午後５時まで） 

   担当者名   木内 由佳 （多機能ケアぱれっと管理者）  

 

２． 施設の概要 

（１） 提供できるサービスの種類と地域 

名   称 多機能ケアぱれっと 

介護保険事業所番号（千葉県第 1294400039号） 

所 在 地 印旛郡栄町安食２８８８番地 

サービス提供地域 栄町在住の方 

※ 上記の地域以外でもご希望の方はご相談下さい 

 

（２） 職員体制 

管理者        １名 

介護支援専門員    １名 

看護職員       １名以上 

介護職員       営業日毎に通いサービスの利用者数が３名または、その 

端数を増すごとに１名以上 

（３） 設備概要 

登録定員 ２７名 
通いサービス利用

定員 
１６名 

宿泊サービス利用

定員 
５名 静養ベッド床 １床 

食堂・機能訓練室 75.35 ㎡ 相談室 １室 

浴  室 一般浴 送迎車 ３台 

宿泊設備 ５室 ベッド ５台 

 

（４） 営業日および営業時間 

月曜日～日曜日 午前８：３０～午後５：３０ 

  定休日  １２月３１日～１月３日 

                                 

 

 



３． サービス内容 

（１）訪問介護 

  ① 身体介護 

   食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・体位交換・整容等利用者の心身の状態を踏

まえ介護支援専門員による小規模多機能型居宅介護計画書に沿った「訪問介護計画」

に基づいて行います。 

② 生活援助 

   買い物・調理・掃除・洗濯等「訪問介護計画」に基づいて行います。 

（２）通所介護 

① 送 迎 

送迎を必要とする利用者に送迎サービスを提供します。             

利用者の状態並びに介護者の状況や住所地の状況等を考慮して、少しでも安全で安 

楽な方法によるサービスを提供します。 

② 日常生活基本介護                              

利用者個々の状態を把握し、身体機能の維持向上と QOL を主にして、きめ細かな

身体介護サービスを提供します。                        

③ 趣味・生きがい介護                               

趣味、嗜好や性格等その他の諸条件に適した活動が選べるよう内容を考慮し、個々 

の選択や意思が反映できるよう個別に働きかけ援助します。           

④ 食 事                                   

食事の楽しさ、食べることの喜びを実感していただけるよう準備します。                 

⑤ 個別機能訓練                                  

個別サービス計画に基づき、体力の機能低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活 

に必要な基本動作を獲するための訓練を提供します。 

⑥ 口腔機能向上 

口腔機能の低下している方または、おそれのある方に対し、口腔機能改善のための計

画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等、

一連のプロセスを実施します。                             

⑦ 生活・介護相談                               

在宅でかかえる福祉・医療・保険等の心配ごとや疑問等の相談を受け、在宅生活維 

持できるように援助していきます。 

⑧ 認知症ケア 

認知症のある利用者のニーズに応じたサービスを提供します。 

⑨ 健康チェック                                

利用者にバイタルチェックを行い、身体状況を観察把握し、健康面に細心の注意を 

はらうとともに、利用者および家族に適切なアドバイスをしていきます。 

⑩ 入 浴 

個別サービス計画に基づき、利用者の身体状況にあった安全で適切な方法で提供し、  

プライバシーの保護に努めます。                         

⑪ 家族介護相談室 

介護者の知識や技術を高める場として介護教室を開催します。また、介護者同士の



交流の場、癒しの場となるよう努めます。 

（３）短期宿泊 

  ①必要に応じ短期宿泊することができます。    

                     

４． 料 金  （１ヶ月あたりの自己負担居宅介護支援費として概算）                  

（１） 

介護度 １月あたりの単位数 自己負担額（１割） 自己負担額（2割） 

要支援１  3,403単位    3,516円  7,031円 

要支援２  6,877単位    7,104円 14,208円 

要介護１ 10,320単位   10,661円 21,321円 

要介護２ 15,167単位   15,668円 31,335円 

要介護３ 22,062単位   22,790円 45,580円 

要介護４ 24,350単位   25,154円 50,308円 

要介護５ 26,849単位   27,735円 55,470円 

初期加算 （１日につき３０単位） 但し利用開始後 30日に限る 

★看護職員配置加算

（Ⅱ） 

（700単位） 

★認知症加算（Ｉ） 

★認知症加算（Ⅱ） 

（800単位） 

（500単位） 

★総合マネジメント 

加算 

（1,000単位）  

★サービス提供体制 

強化加算 

（350単位） 

★訪問体制強化加算  （1,000単位） 

★介護職員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

所定単位数に１０．２％を乗じた単位数で算定 

 

 

※尚、当地の地域加算を 10.33円として算出しました。 

 

★の加算については要件を満たした場合加算されることがあります。 

 

☆その他 

  ・宿泊費                 ３，０００円           

・食事代 （外食・出前は除く）   朝食   ４５０円 

                  昼・夕食 ５５０円 

・おやつ代                  １００円 

・レンタルタオル代(入浴１回毎)                 １３０円(税込み) 

  ・当施設の紙おむつを利用した場合     リハビリパンツ １枚 実費     

                       紙おむつ    １枚 実費     

                       尿パット    １枚 実費 



  ・当施設の洗濯機を使用した場合      洗剤代込    １回３００円     

・作業（制作）や趣味活動等にかかる費用は、実費となります。            

  ※利用者がご使用になる、内服及び外用薬、衛生材料（ガーゼ・テープ等）は、利用

者に準備していただきます。 

  ※利用者のご使用になった、医療廃棄物（注射器や注射針、カテーテル、排泄バック

等）の廃棄は、ご利用者にしていただきます。 

   尚、医療廃棄物の回収時は、回収用バック等をご持参ください。 

 

（２）支払方法                                  

  ・当月利用分の請求明細は翌月１５日までに送付し、料金は原則、翌月の２７日に指

定の金融機関から引き落とされますので、それまでにご入金下さい。         

  ・料金の支払いは原則利用者が指定する金融機関口座からの自動引き落しとします。

銀行口座引き落し依頼書の受理日によっては翌月の引き落しができない場合は翌々

月に２ヶ月分の引き落しとなります。口座からの引き落し確認後、領収書をご送付

します。領収書の再発行は行ないませんので大切に保管してください。                

 

５． 非常災害対策 

  ・防災時の対応：当施設消防計画により、速やかに適切な体制・活動をとる。                             

  ・防災設備  ：防火設備・非常通報設備・災害・避難訓練を適宜実施        

  ・防火管理者 ：１名                          

 

６． サービス内容に関する相談、苦情担当                       

  ①当施設ご利用者・苦情担当                        

   担当  木内 由佳   （管理者）                             

   電話  ０４７６－３７－５５８６  FAX０４７６－３７－５５４１  

       ０４７６－３７－５６１１    ０４７６－３７－５６６３ 

                     （午前９時～午後５時まで） 

②行政機関その他苦情受付機関 

栄町健康介護課 

栄町安食台 1丁目 2番  電話：0476-33-7709 

受付時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土曜 

日曜、祝日、年末年始を除く） 

千葉県国民健康保険 

団体連合会介護保険

課 

千葉市稲毛区天台 6丁目 4番 3号 電話番号：043-254-7428 

受付時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土曜 

日曜、祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基

づいて重要な事項を説明しました。                            

 

 

                       平成   年   月   日 

                                        

 

事業所  事業本社    株式会社 楽天堂    印 

事 業 所   多機能ケアぱれっと 

所 在 地   千葉県印旛郡栄町安食２８８８番地 

         管 理 者   木内 由佳 

              

             説 明 者               印      

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業所から小規模多機能型居宅介護について重要事

項の説明を受けました。 

 

 

      利用者  住   所 

  

           氏   名               印 

 

 

      代理人  住   所 

 

           氏   名               印 

 

            続   柄 


