
居宅介護支援利用契約書 

 

      （以下、「利用者」といいます。）と社会福祉法人富士見市社会福祉事業団 

（以下、「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、 

次のとおり契約します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、利用者の委託を受け、利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって 

居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービ

ス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は平成  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満

了日までとします。 

２ 利用者から事業者に対して、計画終了の３日前までに契約終了の申し出がない場合、

契約は自動更新されるものとします。 

 

（介護支援専門員） 

第３条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者と 

して任命し、その選定または交代を行なった場合は、利用者にその氏名を通知します。 

 

（居宅サービス計画作成の支援） 

第４条 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計 

画の作成を支援します。 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題 

を把握します。 

②  当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの種類、内容、利用 

 料等の情報を適正に利用者及びその家族に説明し、利用者にサービスの選択を求めま 

 す。 

③  提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を 

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④  居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対 

象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びそ 

の家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。 

⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行ないます。 

 

 

 



（経過観察・再評価） 

第５条 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に

担当させます。 

① 利用者及びその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。 

② 居宅サービス計画の目標に沿って的確なサービスが提供されるよう指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整を行ないます。 

③  利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス 

計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。 

 

（施設入所への支援）   

第６条 事業者は、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望した場合、紹介そ

の他の支援を行ないます。 

 

（居宅サービス計画の変更） 

第７条 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス

計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス

計画を変更します。 

 

（給付管理） 

第８条 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、

埼玉県国民健康保険団体連合会に提出します。 

 

（要介護認定等の申請に係る援助）   

第９条 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申 

請を円滑に行なえるよう利用者を援助します。 

２ 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行ない

ます。 

 

（サービスの提供の記録） 

第 10条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこ

の契約の終了後２年間保管します。 

２ 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該利用者に関する第 1 項の

サービス提供記録を閲覧できます。 

３ 利用者は、当該利用者に関する第 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けるこ

とができます。この場合事業者は、交付に要する実費を当該利用者に請求します。 

４ 第１２条第 1項から第 3項の規定により、利用者または事業者が解約を通知し、かつ、

利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する

書面を作成し、利用者に交付します。 

 



（料金） 

第 11条 事業者が提供する居宅介護支援に関する料金規定は【契約書別紙】のとおりです。  

 

（契約の終了） 

第 12条 利用者は、事業者に対して口頭もしくは文書で通知をすることにより、いつでも

この契約を解約することが出来ます。 

２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、３０日間の予告期間を置

いて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。

この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提 

供します。 

３ 事業者は、利用者またはその家族等が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を

継続し難いほどの背信行為を行なった場合、文書で通知することにより、直ちにこの契

約を解約することができます。 

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合・・・入所日の翌日 

② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合・・・非該当となっ 

  た日 

③ 利用者の要介護認定区分が、要支援と認定された場合・・・要支援となった日 

④ 利用者が死亡した場合・・・死亡日の翌日 

 

（秘密保持） 

第 13条 事業者、介護支援専門員及び事業所の従事者は、個人情報保護法等に則り、サー

ビスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者

に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議の第

三者等に対して、利用者の個人情報を用いません。 

３ 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議の第三者等に対して、当該家族の個人情報を用いません。 

 

（賠償責任） 

第 14条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利

用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

（身分証携行義務） 

第 15条 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

 

 



（相談・苦情対応）   

第 16条 事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居

宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の

要望・苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。 

 

（善管注意義務） 

第 17条 事業者は、利用者より委託された業務を行なうにあたっては、法令を遵守し、善

良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。 

 

（本契約に定めのない事項） 

第 18条 利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

２ 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵

守し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第 19条 利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所  

 地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とする事をあらかじめ合意します。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が記名または署名押印の

うえ、１通ずつ保有するものとします。 

 

契約締結日     平成   年   月   日 

利用者  

＜住  所＞ 

 

＜氏  名＞                     印   

 

家族代表 

 ＜住  所＞ 

 

  ＜氏  名＞                     印 

  

     事業者 

 ＜住  所＞〒３５４－００２１ 

        富士見市大字鶴馬３３６０番地１ 

  ＜名  称＞社会福祉法人富士見市社会福祉事業団 

  ＜代表者名＞理 事 長   栁 田 政 男      印 

 



【契約書別紙】 

１ 基本利用料 

  利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は原則として無料です。 

  ※地域区分別１単位当たりの単価１０．４２円（６級地） 

区分 

（介護支援専門員１人当たりの利用者数） 

要介護１・２ 要介護３～５ 

居宅介護支援費Ⅰ 

（４０人未満の場合） 

４０人未満の部分  １，０４２単位  １，３５３単位 

居宅介護支援費Ⅱ 

（４０人以上６０人 

未満の場合） 

４０人未満の部分  １，０４２単位  １，３５３単位 

４０人以上の部分    ５２１単位    ６７７単位 

居宅介護支援費Ⅲ 

（６０人以上の場合） 

４０人未満の部分  １，０４２単位  １，３５３単位 

４０人以上の部分    ５２１単位    ６７７単位 

６０人以上の部分    ３１３単位    ４０６単位 

 

２ 加算 

  要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

  ※地域区分別１単位当たりの単価１０．４２円（６級地） 

 (１) サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 

初回加算 新規に居宅サービス計画を作成した場合 ３００単位／月 

入院時情報連携加算Ⅰ 介護支援専門員が病院または診療所に訪問

し、病院等の職員に対して必要な情報を提供

した場合 

２００単位／月 

入院時情報連携加算Ⅱ 介護支援専門員が病院または診療所への訪

問以外の方法により、病院等の職員に対して

必要な情報を提供した場合 

１００単位／月 

退院・退所加算 病院等に入院、入所していた利用者の退院、

退所に当たって病院等の職員と面談を行い、

利用者に関する必要な情報の提供を受けた

上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス等の利用に関する調整を行なった場合 

３００単位／回 

小規模多機能型居宅 

介護事業所連携加算 

小規模多機能居宅介護サービスの利用を開

始する際に、利用者に係る必要な情報を小規

模多機能型居宅介護支援事業所に提供し、居

宅サービス計画の作成に協力した場合 

３００単位／回 

 



 

 

看護小規模多機能型居

宅介護事業所連携加算 

看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始

する際に、利用者に係る必要な情報を看護小

規模多機能型居宅介護事業所に提供し、居宅

サービス計画の作成等に協力した場合 

３００単位／回 

緊急時等居宅カンファ 

レンス加算 

病院又は診療所の求めにより、病院等の医師

又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問

し、カンファレンスを行い、必要に応じて居

宅サービス等の利用調整を行なった場合 

２００単位／回 

 

 (２) 加算の基準に適合していると県に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 

特定事業所加算Ⅰ 加算の体制要件、人材要件、重度要介護者等

対応要件を満たす場合 

５００単位／月 

特定事業所加算Ⅱ 加算の体制要件、人材要件を満たす場合 ４００単位／月 

特定事業所加算Ⅲ 加算の体制要件、人材要件を満たす場合 ３００単位／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



居宅介護支援重要事項説明書 

        ＜平成 29年 4月 1日＞ 

 

１ 居宅介護支援事業所の概要 

(１) 居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事 業 所 名 社会福祉法人富士見市社会福祉事業団 

        （居宅介護支援事業所ふじみ苑） 

   所 在 地 富士見市大字鶴馬３３６０番地１ 

  介護保険指定番号 居宅介護支援 （埼玉県 1172900118 号） 

サービスを提供する地域 富士見市 

 

(２) 職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １人 

(主任介護支援専門員) 

 サービス管理全般 １人 

介護支援専門員 ４人 １人 サービス計画の立案・ 

管理等 

５人 

事務職員  １人 一般事務 １人 

 

(３) 営業日及び営業時間 

 営業日 月～土曜日 但し 12月 29日～1月 3日まで及び祝祭日を除く 

 営業時間 午前８時３０分～午後５時 

 緊急連絡 (代)０４９－２５１－１０３０ 

緊急の場合は、ご連絡いただければ２４時間対応いたします。 

 

２ 居宅介護支援の流れと手続き 

居宅介護支援事

業者選定 

⇒ 居宅介護支援

利用契約 

⇒ 居宅介護サービス

計画作成依頼届出 

⇒ 要介護者状況

及び希望把握 

 

⇒ サービス担当者会議開催 ⇒ 居宅介護サービス計画原案及び費用試算の提示 

 

⇒ 各サービス提供事業者

とサービス利用契約 

⇒     サービス 

提供開始 

⇒     サービス実施状況 

利用者状況把握 

⇒    再認定等

申請援助 

                 ↑  給付管理  ↑ 

 

 

 



３ 利用料金 

(１) 利用料 

要介護又は要支援認定を受けられた方は、【契約書別紙】に基づき介護保険制度から

全額給付されるので自己負担はありません。（法定代理受領） 

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、一旦契約書別 

紙に規定する料金を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。 

このサービス提供証明書を後日、保険者の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受 

けられます。                              

(２) 解約料 

お客様はいつでも契約を解約することができ、料金はかかりません。 

 (３) 支払い方法 

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月１５日までに前月分の請求をいたし 

  ますので、当月内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行しま 

  す。お支払い方法は、ご契約の際に決めさせていただきます。 

 

４ サービスの利用方法 

 (１) サービスの利用開始 

   まずは、お電話等でお申込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

   契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 

 (２) サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

     お申し出くだされば、いつでも解約できます。 

   ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等やむをえない事情により、サービスの提供を終了させていただく場 

    合がございます。 

     その場合は、終了３０日前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介 

    護支援事業者をご紹介いたします。 

③ 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。 

     ・利用者が介護保険施設に入所した場合・・・入所した日の翌日 

     ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、 

     非該当（自立）と認定された場合・・・非該当となった日 

      この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

     ・利用者の要介護認定区分が要支援と認定された場合・・・要支援となった日 

     ・利用者がお亡くなりになった場合・・・死亡の翌日 

④ その他 

     利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約 

    を継続しがたいほどの背信行為を行なった場合は、文書で通知することにより、 

    即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 



５ 当事業所の居宅介護支援の特徴等 

(１) 運営の方針 

  ① 利用者の生活の質を高めることをめざします。 

② 利用者と家族の思いを大切に親身になって支援します。 

③ 地域の社会資源を十分視野に入れたサービス計画をめざします。 

 (２) 留意点 

   ① 個人情報については、個人情報保護法と当事業団の規則に基づき、適切に保護 

    します。 

   ② サービス事業者の推選については、介護保険法の趣旨に基づき、公正中立に行

ないます。 

 

６ サービス内容に関する相談・苦情 

(１) お客様相談・苦情担当     

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて 

提供しているサービスについてのご相談・苦情を承ります。             

受付担当 湯田真理子 
電話 ０４９－２５１－８９８５ 

解決責任者 熊井 洋子 

第三者委員 

山口 由美 

熊木佐知男 

勝山  祥 

電話 ０４８－２６０－７６９６十文字学園女子大学 

電話 ０４９－２５４－９７０６ 

電話 ０９０－７１９０－２２７４ 

   また、介護支援専門員に対する苦情については運営主体が責任を持って対応します。 

 (２) その他 

当事業所以外に、市町村等の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

富士見市 高齢者福祉課介護保険担当 

              電話  ０４９－２５１－２７１１（代） 

埼玉県国民健康保険団体連合会（介護苦情相談専用） 

    電話  ０４８－８２４－２５６８ 

                   FAX  ０４８－８２４－２５６１ 

 

７ 当事業所の概要 

  運営主体      社会福祉法人富士見市社会福祉事業団 

 代表者役職・氏名  理事長  栁 田 政 男    

  所在地・電話番号  富士見市大字鶴馬３３６０番地１ 

              ０４９－２５１－１０３０ 

                   

 

 

 

 



       平成  年  月  日 

 

 居宅介護支援の提供開始にあたり、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。 

事業者 

    所在地   富士見市大字鶴馬３３６０番地１ 

    名 称   居宅介護支援事業所ふじみ苑 

    説明者   介護支援専門員              印 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から重要な事項の説明を受け、居宅介護支 

援の提供開始について同意しました。 

 

利用者                   印 

 

  家族代表                  印 

 

 


