
第１章　事業の目的及び運営の方針

（事業の目的）

第１条　

（運営の方針）

第２条

行うものとする。

２

（事業所の名称等）

第３条　事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

１ 名　称　　白鶴荘ヘルパーステーション

２ 所在地　　岐阜県養老郡養老町柏尾４６３番地１

第２章 職員の職種、員数及び職務内容

（職員の職種、員数、及び職務内容）

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

１ 管　理　者 １名 （サービス提供責任者と兼務）

①

２ サービス提供責任者 介 護 福 祉 士 ２名 （内１名は管理者と兼務）

３ 訪問介護員 介護福祉士 １名 （常勤　１名）

１級課程修了者 １名 （登録型１名）

２級課程修了者 ８名 （常勤　１名、登録型７名）

訪問介護員等は、事業の提供に当たるものとする。

第３章 営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域

（営業日及び営業時間）

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

指定介護予防訪問介護（白鶴荘ヘルパーステーション）サービス運営規程

社会福祉法人 養寿会が開設する白鶴荘ヘルパーステーション（以下「事業所」

という。）が行う指定介護予防訪問介護サービス（以下「事業」という。）の適正な

運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士

又は訪問介護員研修修了者（以下「訪問介護員等」という。）が、要支援状態にあ

る高齢者に対して、適正な指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。

事業所の訪問介護員等は、軽度者の状態を踏まえつつ自立支援の観点に立った

効果的且つ効率的なサービス体制と目標指向型の自立支援に向けたサービス提供を

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健･医療･福祉サービスとの綿密

な連携を図り、他職種協同で総合的なサービスの提供に努めるものとする。

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

サービス提供責任者は、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護

員等に対する技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行うものとする。
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１ 営業日

３６５日営業とする。

２ 営業時間　　午前６時００分から午前１０時００分迄とする。

３ 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。

（通常の事業の実施地域）

第６条 通常の事業の実施地域は、養老郡養老町、大垣市、海津市とする。

第４章 事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

（事業の提供方法）

第７条

行い、同意を得るものとする。

第８条

ものとする。

２

第９条

第10条

２

第11条

他の事業所の紹介など、必要な措置を講じるものとする。

第12条

事業の提供開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程

の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を

介護予防訪問介護計画は、介護予防ケアプランに沿って作成し、事業を提供する

利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護

支援事業者への連絡その他必要な支援を行うものとする。

事業の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、その他保険

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

事業の提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉

サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。

事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共

に、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保険医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

事業所は、正当な理由なく事業の提供を拒まない。ただし、通常の事業の実施

地域などを勘案し、利用申込者に対して適切な事業の提供が困難と認めた場合は、

事業の提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定

または要支援認定（以下「要介護認定」という）の有無、要介護認定等の申請が既

に行われているかどうかを確認し、行われていない場合には利用者の意思を踏まえ
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て速やかに申請がなされるよう必要な援助を行うものとする。

２

ている場合、その意思に配慮して事業を提供するものとする。

第13条

２

第14条

ービスを行うために必要な援助を行うものとする。

（事業の内容）

第15条 事業の内容は、身体介護･生活援助の区分を一本化とする。

第16条

利用者に対し自立支援に向けた必要な援助を行うものとする。

２

を行うものとする。

３

ビスの提供を行うものとする。

４

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

第17条　

２

３

前項の被保険者証に介護保険法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載され

事業の提供に際し、要介護認定等を受けていない利用者申込者には、要介護認定等

の申請が既に行われているかどうかを確認し、行われていない場合には利用者の

意思を踏まえて速やかに申請がなされるように必要な援助を行うものとする。

居宅介護支援（これに相当するサービスを含む）が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当

該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の終了日の１ヶ月前にはなされるよ

う、必要な支援を行うものとする。　

事業の提供の開始に際し、利用申込者が法定代理受領サービスの要件を満たして

いないとき（介護保険法第41条第６項及び介護保険法施行規則第64条各号のいずれ

かにも該当しないとき）は、該当利用申込者又はその家族に対し、法定代理受領サ

事業の提供に当たっては、次条第１項に規定する介護予防訪問介護計画に基づき、

事業の提供に当たっては、自立支援に向けた目標指向型のサービス提供を旨とし、

利用者又はその家族に対しサービス提供等について、理解しやすいように説明

事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサー

事業の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、

サービスを提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、事業

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防

訪問介護計画を作成するものとする。

前項の介護予防訪問介護計画は、介護予防ケアプランに沿って作成する。

サービス提供責任者は、第１項の介護予防訪問介護計画を作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。
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４

５

ついても準用するものとする。

（事業の利用料等）

第18条

２

ものとする。

①　　１キロメートルにつき ３０円

３

こととする。

４

第19条

第５章　緊急時等における対応方法

（緊急時等における対応方法）

第20条

第６章 その他運営に関する運営事項

（利用者に関する市町村への通知）

第21条

あるいは受けようとしたときは、市町村に対して通知するものとする。

サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防

訪問介護計画を利用者に交付するものとする。

サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画作成後、当該介護予防訪問介護計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防訪問介護計画の変更を行うも

のとする。なお、第１項から第４項までの規定は、介護予防訪問介護計画の変更に

事業を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該事業が法定代理受領サービスである時は、各利用者の負担割合に応じた額とする。

第６条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を

徴収するものとする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する

第１項及び第２項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事

前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受ける

第１項の利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービス内容及び利用料の額を

記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

事業を提供した際には、当該事業の提供日及び内容、法定代理受領サービス費の

額、その他必要な事項を、利用者の介護予防訪問介護計画を記載した書面又はこれ

に準ずる書面に記載するものとする。

訪問介護員等は、事業を実施中に利用者の病状に急変及びその他の緊急事態が

生じたときは、速やかに主治医（かかりつけ医）に連絡する等の措置を講ずると

ともに、管理者に報告しなければならない。

利用者が、正当な理由なく事業の利用に関する指示に従わずに要支援状態等の

程度を増進させたと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、
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（勤務体制の確保）

第22条

２

一 採用時研修　　　　採用後　　　　３ヶ月以内

二 継続研修　　　　　年１回以上

（衛生管理等）

第23条

２

（秘密保持）

第24条

得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。

２

より得ておく。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第25条

ひとの代償として、金品その他の財産上の利益を供与することはしない。

（苦情処理）

第26条

ものとする。

２

する。

３

４

するものとする。

５

利用者に対して、適切な事業を提供できるよう訪問介護員等の勤務体制を定める。

訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断などの必要な

管理を行うものとする。

事務所の設備及び備品などについて、衛生的な管理に努めるものとする。

従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らさない。また、事業所の従業者であったの者が、正当な理由なく、その業務上知り

サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書に

居宅介護支援事業者又は従業者に対して事業所によるサービスを利用させる

事業所は、提供した事業に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための相談窓口等の設置など、必要な措置を講じる

事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものと

事業所は、自ら提供した事業に関して、介護保険法第23条の規定により市町村が

行う文書などの提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じる

ほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力するものとする。市町

村から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。

事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告

事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合

会が介護保険法第 176条第１項第２号に基づき行う調査に協力するものとする。
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た場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。

６

内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。

（事故発生時の対応）

第27条

２

とする。

３

よる場合は、この限りではない。

（会計の区分）

第28条

するものとする。

（記録の整備）

第29条

するものとする。

２

一 介護予防訪問介護計画

二 具体的なサービスの内容等の記録

三 市町村への通知に係る記録

四 苦情の内容等の記録

五 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

（その他）

第30条

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附　則

この規程は、平成１８年　４月１日から施行する。

この規程は、平成１９年　２月１日から施行する。

また、自ら提供した事業に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受け

事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の

事業所は、事業に関する、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

なお、利用者に対する事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備すると共に、

当該記録を整備した日から５年間保存するものとする。

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人養寿会と

事業所は、利用者に対する事業の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共に、必要な措置を講じるものとする。

事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するもの

事業所は、利用者に対する事業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うものとする。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由に

事業所ごとに経理を区別するとともに、事業の会計とその他の事業の会計を区分
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この規程は、平成１９年　８月１日から施行する。

この規程は、平成２０年　１月１日から施行する。

この規程は、平成２０年　８月１日から施行する。

この規程は、平成２１年　９月１日から施行する。

この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。

この規程は、平成２３年　１月１日から施行する。

この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。

この規程は、平成２４年　４月１日から施行する。

この規程は、平成２５年　２月１日から施行する。

この規程は、平成２５年　６月１日から施行する。

この規程は、平成２６年　４月１日から施行する。

この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。

この規程は、平成２８年　４月１日から施行する。

この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。

この規程は、平成２９年　４月１日から施行する。
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