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（介護予防）短期入所生活介護重要事項説明書 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名称 社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会 

代表者 理事長 渡邊 恭順 

所在地・連絡先 
〒819-0005 福岡市西区内浜一丁目7-1北山興産ビル3Ｆ 

ＴＥＬ 092-894-5000  ＦＡＸ 092-894-3331 

 

 

２ 事業所の概要 

名称 ショートステイ いと楽し 

開設年月日 平成28年6月1日 

管理者 岩﨑 崇 

介護保険事業者指定番号 4071203527 

所在地・連絡先 
 福岡市西区徳永北1番52号     

ＴＥＬ 092-802-0701  ＦＡＸ 092-802-0711   

実施地域  福岡市西区、糸島市（前原東圏域） 

併設事業所 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム いと楽し 

通所介護 デイサービスセンター いと楽し 

居宅介護支援 ケアプランセンター いと楽し 

 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

事業所は、利用者に対して、家庭的な環境のもとで食事、入浴、排泄等の日常

生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊

厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むこと

ができるよう支援することを目的とする。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関

係法令及びこの契約の定めに基づき、利用者やその家族、地域住民等からの

意見をとりいれ、常に利用者の立場に立った適切なサービスの提供に努めま

す。 

 

 

４ 施設の概要 

（１）敷地及び建物 

敷地 3,555.55 ㎡（ 1075.5 坪） 

建物 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4 階建て（2階） 

延べ床面積 5,224.24 ㎡(併設施設含む) 

利用定員（1ユニット） 10名 

（２）主な設備 

設備の種類 室 数 面積（内寸） 備考 

居室 10 10.85 ㎡ 各居室に洗面台・物入れ（面積から除く） 

トイレ 10 1.74 ㎡ 各居室 

共同生活室 1 101.28㎡ 食堂、台所、リビング含む 

福祉トイレ 1 3.16 ㎡  

 ※面積は居室・トイレは 1 部屋あたり、共同生活室・福祉トイレは 1 ユニットあたり 
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５ 職員及び勤務体制 

 
常勤 非常勤 

勤務体制 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者   1名   8:30～17:30 

介護職員 27名    

早出：7:00～16:00 

日勤：8:00～17:00 

遅出①：10:00～19:00 

遅出②：11:00～20:00 

夜勤：16:30～9:30 

（夜勤時間帯を除いて、1 ユニット 1 人

以上の介護職員が勤務します） 

生活相談員 2名    8:30～17:30 

看護職員 3名    

早出：7:30～16:30 

日勤：8:30～17:30 

遅出：10:00～19:00 

（夜間については、交代で自宅待機を行

い、緊急時に備えます） 

介護支援専門員 1名    8:30～17:30 

機能訓練指導員 1名    8:30～17:30 

管理栄養士 1名    8:30～17:30 

医師   1名  嘱託(週 3 時間程度) 

 ※職員の勤務体制(人数、勤務時間)については介護保険上の必要基準を満たした上で、状態

によって変動することがあります。 

 

６ 営業日およびご利用の予約 

営業日 年中無休 

送迎時間 9時 30分～17 時 00分（時間外については要相談） 

ご予約の方法 ご利用の予約は、利用を希望される期間の初日の 2 か月前から

受け付けております。 

 

７ サービスの内容 

食事 

食事時間 できる限り利用者の嗜好や身体状況を考

慮した食事を提供します。基本的に離床

して食堂で食べていただくようにしま

す。食べられないものやアレルギーがあ

る方は、事前にご相談ください 

朝食 

昼食 

おやつ 

夕食 

8時～ 9 時 

12時～13 時 

15時 

18時～19 時 

入浴 利用者の状況に応じて、週 2 回適切に入浴・清拭等の介助を行います。  

離床・着替え

・整容等 

寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝の着替えを行うよう支援します。 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように支援します。 

シーツ交換は定期的に行います。 

排泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ

いても適切な支援を行います。 

健康管理 

日常的に検温、血圧測定を行い、利用者の主治医、協力医療機関との連

携により、健康管理に努めます。外部の医療機関への通院は、原則とし

て家族にお願いしますが、困難な場合は、できる限り介添えにご協力し

ます。 

相談援助 利用者または家族からの相談について、誠意を持って応じ、必要な援助
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を行います。 

送迎 
利用者の心身の状態や家族等の事情からみて、必要と認められる利用者

に対しては、その居宅と当事業所の間で送迎を行います。 

機能訓練 
利用者の状況に応じて、家事を一緒に行ったり、散歩等することによ

り、生活機能の維持・改善に努めます。 

社会生活上の

便宜 

当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実

りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 

その他 

行政機関への手続や、日用品や嗜好品の購入は、原則として家族にお願

いしますが、困難な場合は職員が代行いたしますのでご相談ください。

訪問理美容サービスの紹介もできますので、ご相談下さい。 

 

８ 利用料金 

（１）支払い方法 

   利用料金は、サービス利用月の翌月２６日（金融機関が休日の場合は翌営業日）に、ご

指定の金融機関の口座から自動引落により、お支払いいただきます。原則として、振込・

現金によるお支払いは受け付けておりませんのでご了承ください。 

   利用料金は、月末に締め、翌月中旬に請求書を発送いたします。お支払い確認後、領収

書を発行いたします。領収書は大切に保管をお願いします。 

（２）利用料金 

別紙利用料金表をご参照ください。 

（３）キャンセル料 

キャンセル時期 キャンセル費用 

サービス実施日の前日17時30分まで 0円 

サービス実施日の前日17時30分以降 
予約1日目の食費 

（例：昼食・おやつ・夕食代 1,079円） 

利用中 利用当日の食費 

   ※利用者の都合によるキャンセルの場合は上記の金額を徴収することとする。 

    ただし、利用者の体調不良等正当な理由がある場合は不要とする。 

 

９ 緊急時の対応 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、利用者

の家族等に連絡するとともに、速やかに主治医及び下記の協力医療機関等へ連絡を行う等、

必要な措置を講じます。 

協
力
医
療
機
関
等 

名 称 日本赤十字社 今津赤十字病院 

連絡先 092-806-2111 福岡市西区今津 377 

名 称 医療法人社団朝菊会 昭和病院 

連絡先 092-807-8811 福岡市西区大字徳永 911-1 

名 称 社会医療法人財団白十字会 白十字病院 

連絡先 092-891-2511 福岡市西区石丸 3-2-1 

名 称 医療法人孝明会 箱崎ふ頭歯科 

連絡先 092-651-6088 福岡市東区箱崎ふ頭 1-4-61-2F 

 

１０ 事故発生時の対応 

  事業所は、利用者に対する介護サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市

町村・利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

１１ 個人情報 

 事業者は、利用者及び家族等の個人情報について次のとおり取り扱わせていただきます。 
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（１） 使用目的 

事業者が介護保険法その他関係法令に従い、サービスを円滑に実施するために、必要な

場合に使用させていただきます。 

（２） 使用条件 

① 個人情報の提供は、必要最小限とし、サービス提供に関する目的以外で使用しません。

また、関係者以外に漏洩することがないよう細心の注意をはらいます。 

② 事業者は、個人情報を使用した会議の内容や、相手方などについて経過を記録します。 

（３） 個人情報の範囲 

① 氏名、住所、生年月日、要介護度、健康状態、病歴などサービスを提供するために必要

な、利用者及びその家族の個人に関する情報。 

② その他利用者及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、またはされ

うる情報。 

（４） 使用期間 

利用者と事業者とのサービス利用契約書に定めた期間に準じます。 

 

 

１２ 苦情相談窓口 

（１）事業者窓口 

当施設ご利用相談 

ＴＥＬ 092-802-0701 

担当者 生活相談員 

利用時間 8:30 ～ 17:30 

第三者委員 

担当者 
社会福祉法人 福岡福祉会  

施設長 草場 猛 

ＴＥＬ 092-861-8788 

ＦＡＸ 092-861-8872 

担当者 
社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 

理事長 花田 敏秀 

ＴＥＬ 092-713-1480 

ＦＡＸ 092-715-3561 

 

（２）公的機関 

西区 

福祉・介護保険課 

住所 西区内浜 1-4-1 

ＴＥＬ 092-895-7066 

早良区 

福祉・介護保険課 

住所 早良区百道 2-1-1 

ＴＥＬ 092-833-4355 

東区 

福祉・介護保険課 

住所 東区箱崎 2-54-1 

ＴＥＬ 092-645-1069 

博多区 

福祉・介護保険課 

住所 博多区博多駅前 2-19-24 大博センタービル内 

ＴＥＬ 092-419-1081 

中央区 

福祉・介護保険課 

住所 中央区大名 2-5-31 

ＴＥＬ 092-718-1102 

南区 

福祉・介護保険課 

住所 南区塩原 3-25-3 

ＴＥＬ 092-559-5125 

城南区 

福祉・介護保険課 

住所 城南区鳥飼 6-1-1 

ＴＥＬ 092-833-4105 

糸島市 

介護・高齢者支援課 

住所 糸島市前原西一丁目 1-1 

ＴＥＬ 092-332-2070 

福岡県国民健康保険団体 住所 東区吉塚本町 13-47 
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連合会 ＴＥＬ 092-642-7859 

１３ 要介護施設における高齢者虐待の相談窓口 

（１）事業者窓口 

当施設ご利用相談 

ＴＥＬ 092-802-0701 

担当者 生活相談員 

利用時間 8:30 ～ 17:30 

第三者委員 

担当者 
社会福祉法人 福岡福祉会  

施設長 草場 猛 

ＴＥＬ 092-861-8788 

ＦＡＸ 092-861-8872 

担当者 
社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 

理事長 花田 敏秀 

ＴＥＬ 092-713-1480 

ＦＡＸ 092-715-3561 

 

（２）公的機関 

西区 

地域保健福祉課 

住所 西区内浜 1-4-7 

ＴＥＬ 092-895-7078 

早良区 

地域保健福祉課 

住所 早良区百道 2-1-1 

ＴＥＬ 092-833-4362 

東区 

地域保健福祉課 

住所 東区箱崎 2-54-1 

ＴＥＬ 092-645-1087 

博多区 

地域保健福祉課 

住所 博多区博多駅前 2-19-24 大博センタービル内 

ＴＥＬ 092-419-1099 

中央区 

地域保健福祉課 

住所 中央区舞鶴 2-5-1 あいれふ内 

ＴＥＬ 092-718-1110 

南区 

地域保健福祉課 

住所 南区塩原 3-25-3 

ＴＥＬ 092-559-5132 

城南区 

地域保健福祉課 

住所 城南区鳥飼 6-1-1 

ＴＥＬ 092-833-4112 

福岡市保健福祉局 

事業者指導課 

住所 福岡市中央区天神 1-8-1 

ＴＥＬ 092-711-4319 

糸島市 

介護・高齢者支援課 

住所 糸島市前原西一丁目 1-1 

ＴＥＬ 092-332-2070 

 

１４ 福祉サービス第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価機関の開示状況  

 

１５ サービスの利用にあたっての留意事項 

面会 

面会時間 ： 9：00 ～ 20：00 

上記の時間以外はご相談ください。面会に際しましては、感染症対策

等にご協力お願いいたします。 

差入・贈り物 

利用者へ食物を差入される場合は、必ず職員へご連絡ください。ま

た、差入は本人のみとし、他の利用者や職員へのおもてなし、贈物等

はご遠慮ください。 
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外出 
外出を希望される場合は、前日までに、行き先、同行者、帰宅時間等

を申し出てください。 

嘱託医師以外の医

療機関への受診 
基本的にご家族付き添いをお願いいたします。 

居室・設備・器具

の利用 

事業所内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場

合があります。 

喫煙・飲酒 
決められた場所以外での喫煙・飲酒はご遠慮ください。喫煙・飲酒は

事業所と協議のうえ、決定させていただきます。 

金品の管理 金品の管理は、自己の責任で管理してください。 

動物飼育等 事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

宗教・政治活動 
事業所内で他の利用者や職員に対する宗教活動および政治活動はご遠

慮ください。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、むやみ

に居室等に立ち入らないでください。 

 

１６ 損害賠償について 

 当施設において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。 

 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は、事業者の

損害賠償を減ずる場合があります。 

 

１７ 非常時の対応 

 サービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、当施設が定める防災計画に基

づき、利用者の避難等安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じます。また、非常災害

時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関との連携等を常時確認します。 

事業者は、非常災害時に備え、定期的に総合訓練を行います。 
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令和    年    月    日 

 

当事業者は、上記のとおり、契約書ならびに重要事項を説明しました。 

 

＜事 業 者＞  住 所  福岡市西区内浜一丁目７番１号 

事業者  社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会 

   代表者  理事長 渡邊 恭順        印  

 

説明者                  印  

 

 

私は、事業者より上記の契約書ならびに重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

 ＜利用者＞    住 所                     

 

氏 名                     印  

 

＜代 理 人＞ ※代理人を選任した場合 

 

住 所                     

 

氏 名                   印 （続柄      ） 

 

                           

＜身元引受人＞  

（連帯保証人）  住 所                     

 

氏 名                     印 （続柄      ） 

 

 

 

  11．個人情報の取り扱いについて説明を受け同意しました。 

 

 ＜利用者＞    氏 名                  印  

 

＜代 理 人＞ ※代理人を選任した場合 

 

 

氏 名                     印 （続柄      ） 

 

＜利用者家族代表＞  

 

 

氏 名                      印 （続柄      ） 


