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介護予防支援及び介護予防マネジメント契約重要事項説明書 
 

                             

１ 担当者（郡山市指定介護予防業務従事者） 

      大槻・逢瀬地域包括支援センター（大槻・逢瀬指定介護予防支援事業所） 

担当者             

連絡先 024-962-3945 

（午前９時～午後６時 祝日対応可能。ただし土・日曜日、12/30～1/3までを除く） 

２ 記載内容の基準月 

２０１７年８月１日 

 

３ 事業所の概要 
 
 

事業所名 大槻・逢瀬地域包括支援センター（大槻・逢瀬指定介護予防支援事業所） 
 

介護予防支援事業所番号  0700300106 

所在地   郡山市大槻町字西勝ノ木５番地の１ 

連絡先 
ＴＥＬ ０２４－９６２－３９４５ 

 
  ＦＡＸ ０２４－９６２－３９０１・０２４－９６２－３９４０ 

緊急時の連絡先   ＴＥＬ ０２４－９６２－３９３９ 

代表者   森田 たき子 

営業日   月曜日～金曜日（土・日曜日、12/30～1/3までを除く） 

営業時間   午前９時００分～午後６時００分まで 

サービス提供実施地域   大槻町の大槻方部民生委員協議会担当区域と逢瀬町全域 

 

４ 当事業所の法人概要 
 
   事業者名   社会福祉法人 くわの福祉会  

  所在地   郡山市大槻町字西勝ノ木５番地の１ 

  連絡先（代表） 
  ＴＥＬ ０２４－９６２－３９３９ 
  ＦＡＸ  ０２４－９６２－３９４０ 

  法人種別   社会福祉法人 

 代表者   理事長 先﨑 伍郎 

 

５ 当事業所の従業員 

職 種 職 務 内 容 人員数 

管理者 

兼主任介護支援専門員 
事業所従事者の管理・業務の実施状況の把握 １人 

従事者 

社会福祉士 

看護師 

主任介護支援専門員 

・介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント（以下

介護予防サービス計画等という）の作成と見直し・給付管理 

・サービス事業所との連絡調整・相談業務・サービスの実施状

況の把握及びサービス計画等の評価等 

 

２人 

１人 

１人 
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６ 事業所の運営方針 
 

事業の目的 

 

事業者は利用者の委託を受けて、利用者に対し、介護保険関係法令の趣旨に従って、その

方々が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、その方々に介護予防サービス計画等を作成するとともに、必要なサービス等の提供が

確保されるようサービス提供事業者・その他の事業者・関連機関との連絡調整その他便宜の

提供を行い、日常生活を支援していく事を目的とします。 

 

運営方針 

 

 1．運営にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、できる限

り要介護にならないよう利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標

を達成するために適切なサービスが、総合的かつ効率的に提供されるようその調整に努

めます。 

2．サービスの提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って提供される特定の種類又は介護予防事業者若しくは地域密着型介護サービス事業者

に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 

3．運営にあたっては、郡山市及び関係市町村、地域包括支援センターやサービス事業等地

域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的かつ偏りのないサービス

の提供に努めます。 

 
 

７ 提供するサービスの内容 

  契約書本文第４条～第７条に定める利用者に提供するサービスの内容は次のとおりです。 

内容 提供方法 保険適用 

 

介護予防サービス 

 計画等の作成 

（契約書本文第４～７条） 

 

 

 

 

 

１ 利用者宅を訪問し、「社会福祉法人くわの福祉会 個人情報

管理規程」（以下「個人情報管理規程」）第10条に基づき、

利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握

します。 

  ２ 自宅周辺地域におけるサービス事業者やインフォーマルサービ

ス事業者が実施しているサービスの内容、利用料等の情報を適正

に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

  ３ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを

提供するうえでの留意点などを盛り込んだ介護予防サービス

計画等の原案を作成します。 

  ４ 介護予防サービス計画等の原案に位置付けた指定サービス等に

ついて、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス

（自己負担）を区分して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者

やその家族に説明し、その意見を伺います。 

  ５ 介護予防サービス計画等の原案は、利用者やその家族と協議した

うえで、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得ま

す。 

○ 
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内容 提供方法 保険適用 

 

サービス事業者等との連

絡調整・便宜の提供 

（契約書本文第４条） 

 

介護予防サービス計画等の目標に沿ってサービスが提供されるよう

介護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。 
○ 

 

サービス実施状況の把

握・介護予防サービス

計画及び介護予防ケア

マネジメント等の評価 

（契約書本文第４条） 

 

  １ 利用者及びその家族と連絡をとり、サービスの実施状況の把握に

努めます。 

  ２ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出に

より又は状態の変化等に応じて介護予防サービス計画等の評

価、変更等を行います。 

○ 

 

給付管理 

（契約書本文第４条） 

 

  

  介護予防サービス計画等の作成後、その内容に基づいて介護保険サー

ビスの利用実績を確認し、毎月給付管理を行います。 
○ 

  

相談・説明 

（契約書本文第４条） 

  

  介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 

 

○ 

 

医療との連携・主治医へ

の連絡 

（契約書本文第4条6号・ 

別紙） 

 

介護予防サービス計画等の作成時（又は変更時）やサービスの利用

時に必要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療機関や

利用者の主治医との連携を図ります。 

 

○ 

 

介護予防サービス計

画等の変更 

（契約書本文第４条） 

 

   利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望した場合又は事業者

が介護予防サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見

を尊重して、合意のうえ、サービスの変更を行います。 

○ 

 

  要介護認定等にかか

る申請の援助 

（契約書本文第６条） 

 

  利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定（以下、「介 

護認定等」という。）の申請に必要な協力を行います。 

 

  利用者の要支援認定有効期間満了の６０日前には、要介護認定等の 

更新申請に必要な協力を行います 

○ 

 

 サービス提供記録の閲覧 

 ・交付 

（契約書本文第７条） 

 

  利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受け

ることができます。また、利用者の代理人が実施記録の閲覧、複写

物の交付を希望する場合は、個人情報管理規程第１４条に基づき対

応します。 

 

  利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の介護予防サー

ビス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができ

ます。 

○ 
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内容 提供方法 保険適用 

 

利用者の記録や情報の

管理、開示について 

（契約書本文第７条） 

 

事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理

し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。 
○ 

 

介護予防支援専門員の変

更（郡山市指定介護予防支援業務

従事者） 

 

  介護予防支援専門員（郡山市指定介護予防支援業務従事者）の変更

を希望する場合は、相談窓口の担当者までご連絡下さい。 

 

○ 

利用者の状況把握 

 

利用者の居宅、およびサービス事業所への訪問、並びに電話にて状

況の把握等を行います。 

       （居宅訪問 概ね３ヶ月に１回程度） 

○ 

 

 

８ サービスの利用料及び利用者負担 

（１）介護予防支援の利用料              

   

項目 料金 内容 

介護予防支援費・介

護予防ケアマネジ

メント費 

４，３００円 

1か月あたりの金額です 

初回加算 ３，０００円 

新規に介護予防サービス計画等

を作成した場合に介護予防支援

及び介護予防ケアマネジメント

費に加算されます 

介護予防小規模多

機能型居宅介護支

援事業所連携加算 

３，０００円 

介護予防小規模多機能型居宅介

護の利用へと移行する際に、介護

予防支援及び介護予防ケアマネ

ジメント事業者が有する利用者

の必要な情報を介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所に提出

した場合に加算されます 

 
※上記料金について、法定代理受領により当事業所の介護予防支援（介護予防サービス

計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等）に対して介護保険給付が支払

われる場合は、原則として利用者の負担はございません。 

 

※介護保険料の滞納等により、一旦利用料金をお支払いただく場合があります。その場

合は、当センターで発行したサービス提供証明書を後日市窓口に提出し、お支払いい

ただいた料金の払い戻しを受けることができます。 
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 （その他の費用）   
 

項目 料金 内容 

交通費（実費） 無料 
  サービス提供実施地域以外の地域に訪問出張する場合に

は、実費相当の交通費が必要となります 

本契約の解約料金 無料 
  契約書本文第９条第１項但し書の解約の申し出により直

ちにこの契約を解約する場合の費用については無料です。 

申請代行料 無料 
要介護認定等の申請代行にかかる費用については無料で

す。 

サービス提供実施 

記録コピー等代金 
無料 

  サ－ビス提供の実施記録を利用者に交付する場合のコピ

ー料金等については無料です。 

 

９ 契約の終了と自動更新について 

契約の有効期間については、要支援認定の有効期間の満了日でいったん終了することとなり

ます。ただし、有効期間の満了２日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない

場合には、この契約は自動的に更新されます。 

 

10 契約期間途中での解約の場合 

 この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する１ヶ月前までに文書で通

知することにより解約することができます。この場合、解約料のお支払いは必要ありません。 

   

11 秘密保持 

  事業者は、個人情報管理規程第９条、第１１条３項に基づき正当な理由がない限り、利用者に

サービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、契約終了後においても、決

して第三者に漏らすことはありません。 

  また、利用者やそのご家族または代理人に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良

な管理者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

  ただし、事業者がサービスを提供する際に利用者やご家族または代理人等に関して、知り得た

情報については、サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。 

  このため、その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に署名押印いただ

くことになります。 

 

12 事故発生時の対応 及び 賠償責任 

① 従事者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の家族等に連絡するとともに、管理者に報告します。 

② 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰するべき事由により利用者の生命・ 

身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対しその損害を賠償します。 

 

13 サービスの苦情相談窓口   

 事業者が提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した介護予防サービス計画及び介護予
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防ケアマネジメントまたは介護予防ケアマネジメントに基づいて提供されたサービスに関する

苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行います。 

サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい。 

 

 ○ 大槻・逢瀬地域包括支援センター（大槻・逢瀬指定介護予防支援事業所） 
 

相談・苦情受付担当 

 

   

受付時間 

 

 味戸 美帆・佐久間 順子・古山 鮎美・松﨑 裕子 

連絡先 ０２４－９６２－３９４５ 

 （月～金曜日 ９時～18時）※土・日除く 

苦情解決責任者 
森田 たき子（代表者） 

 連絡先 ０２４－９６２－３９３９ 

第三者委員 

・石田 陽子（くわの福祉会評議員） 

郡山市大槻町西ノ宮西 24‐10【℡951‐7888】 

・斉藤 征男（元行政職員） 

郡山市喜久田町四十坦 15‐4【℡938‐3520】 

・清野 晃（ボランティアサークル松葉の会 会長） 

  郡山市久留米４丁目 46－5【℡090－3122－9020】 

・東瀬 聖子（ケアハウス利用者家族） 

  岩瀬郡鏡石町鏡田境 85－51【℡0248－62－3309】 

 
 

○ 介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 
 

 

 （介護保険サービスの苦情について） 

 福島県国民健康保険団体連合会     連 絡 先 ０２４－５２８－００４０ 

                    受付時間 （平日）午前9時～午後4時 

 

 （介護保険全般に関するお問い合わせ） 

 郡山市介護保険課           連 絡 先 ０２４－９２４－３０２１ 

                   受付時間（平日）午前8時30分～午後5時15分 

 

（介護予防・日常生活支援総合事業関係の問い合わせ） 

郡山市地域包括ケア推進課      連 絡 先 ０２４－９２４－３５６１ 

                   受付時間（平日）午前8時30分～午後5時15分 
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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に

基づいて重要事項の説明を行いました。 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 事業者  所在地 郡山市大槻町字西勝ノ木５番地の１   

 

名  称  大槻・逢瀬地域包括支援センター（大槻・逢瀬指定介護予防支援事業所）    

 

                   代表者  森 田  た き 子   印   

 

 

                   説明者                             印   

 

 

 

私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

 

             利用者  氏  名                           印    

 

 

代筆者  氏  名                           印    

 

 

 

 

 

 

 


