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グループホーム初音の杜運営規程 

（目 的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人一誠会が設置運営するグループホーム初音の杜     

（以下「事業所」という。）が行う、地域密着型サービスの指定認知症対応型共同生

活介護および指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業（以下「事業」という。）

の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、よって事業所

の管理者、計画作成担当者および介護職員等（以下「職員」という。）が、要介護状

態または要支援状態（ただし、要支援 2 の認定を受けた者に限る。以下同じ。）にあ

る高齢者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護および指定介護予防認知症対

応型共同生活介護（以下「サービス」という。）を提供することを目的とする。  

 

（事業の目的）  

第２条 この事業は、認知症によって自立した生活を営むことが困難になった利用者に対

し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世

話及び日常生活のなかで心身の機能訓練を行うことにより、利用者が安心と尊厳のあ

る生活を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。  

 

（サービスの方針） 

第３条 事業所が提供するサービスは、社会福祉法、介護保険法、厚生労働省令、大臣告

示等に定める制度の趣旨及び内容に沿ったものとする。  

 ２ 事業所がサービスを提供するにあたっては、利用者一人ひとりの人格を尊重し、そ

れぞれが日常生活上の役割をもち、家庭的な環境のもとで、できるだけ自立して日々

を過すことができるよう配慮する。 

 ３ 事業所が提供するサービスは人生の終末を迎えるに当たっての看取り介護を含むも

のであり、その具体的手順は別に定める｢看取り介護に関する指針｣によることとする。 

４ 事業所がサービスを提供するにあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とする。         

５ 事業所がサービスを提供するに当たっては、利用者および家族等（以下「利用者等」

という。）に対し、サービスの内容および提供方法について分かりやすく説明する。  

 ６ 事業所がサービスを提供するにあたっては、地元八王子市、関係する地域包括支援

センターおよび居宅介護支援事業所、並びに地域の保健・医療・福祉サービス事業者

との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。  

 ７ 事業所がサービスを提供するにあたっては、適切な介護技術をもって提供すること

とし、常に提供したサービスの質の管理および評価を行う。  

 

（事業所の名称等）  

第４条 事業所の名称および所在地は次のとおりとする。  

（１）名 称  グループホーム 初音の杜 

（２）所在地  八王子市宮下町９８８番地  
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（職員） 

第５条 事業所には次の職員を配置し、その員数は別表１「職員配置表」のとおりとする。  

（１）管理者  

（２）計画作成担当者  

（３）介護職員  

（４）事務員  

 ２ 前項に定めるほか、必要な職員を置くことができる。  

 

（職務） 

第６条 各職種職員の職務は次のとおりとする。  

 （１）管理者は、事業及び職員等の管理を一元的に行う。  

（２）計画作成担当者は、利用者に適切なサービスを提供できるように、認知症対応型

共同生活介護計画および介護予防認知症対応型共同生活介護計画（以下「介護計画」

という。）を作成するとともに、家族との連絡、連携する福祉施設および医療機関

等との調整を行う。  

 （３）介護職員は、介護計画に基づき、サービスの提供にあたる。  

 （４）事務員は、事業に伴う事務を行う。  

 

（利用定員）  

第７条 利用者定員は、１ユニット９人、２ユニットで計１８名とする。  

 

（介護計画の作成等）  

第８条 利用者のサービス開始に際し、利用者の心身の状態、意向及びその置かれている

環境、並びに家族の状況等を把握し、関係職員と協議のうえ、援助目標、その目標を

達成するためのサービスの内容等を記載した介護計画を作成する。  

 ２ 介護計画は、関係職員及び利用者等が参加するカンファレンスに基づいて作成又は

変更することとし、その内容について利用者等の同意を得ることとする。 

 ３ 介護計画の作成にあたっては、地域社会や同好の人たちとの活動に参加する等によ

り、利用者に適した多様な生活ができるよう努めることとする。 

 ４ 利用者には介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、その実施状況につい

て常に評価を行う。  

 ５ 介護計画の作成後においても、常にその実施状況及び利用者の態様の変化等の把握

を行い、必要に応じて介護計画を変更する。  

６ 介護計画を作成又は変更した場合は、その介護計画を速やかに利用者に交付する。  

７ 介護計画のサービス目標とサービス内容、その実施状況と実施の評価について、利

用者等に説明するとともに、記録する。 

 

（短期利用共同生活介護）  

第９条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専  

用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護（以下「短期利用共同生  
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活介護」という。）を提供する。  

２ 短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき１名とする。  

３ 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ 30 日以内の利用期間を定めるものとす  

る。 

４ 短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が  

作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型  

共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従い  

サービスを提供する。 

５ 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を  

得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等  

の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負担するものと  

する。 

（利用料等）  

第１０条 事業所が提供するサービスの利用料は、介護保険法に基づき厚生労働大臣が定

める基準（大臣告示、地域密着型サービスの運営基準等）によるものとし、介護サー

ビス給付費の１０％または２０％相当額、並びに居室料、食材料費、光熱水費及び共

益費その他所定の日用品費を合計した額とする。  

   なお、介護サービス給付費について、法定代理受領サービスでない場合の利用料は、

介護報酬の告示の額とする。  

２ 前第１項の各サービスの費用は、別紙２「利用料金表」の定めるところによる。 

 ３ 利用料は暦月によることとし、月額利用料を翌月末日までに支払うものとする。  

   入居又は退居等に伴い１か月に満たない入居月の場合は、各サービスについて利用

日数又は日割り計算等の所定の方法で算定する。  

 ５ 利用料の支払いは、振込み又は現金のいずれかの方法による。 

 ６ 利用料の支払いを受けたときは、事業所は介護サービス費とその他の費用を個別に

区分して記載した領収書を交付する。  

 

（利用資格および利用にあたっての留意事項） 

第１１条 サービスの対象者は、入居申請の時点で継続して３か月以上八王子市に居住す

る者であること。（なお、詳細は「八王子市地域密着サービスの区域外指定及び利用

に関する要綱」によるものとする。」）また、要介護又は要支援２の認定を受けた者で、

認知症の状態にあり、かつ少人数による共同生活を営むことに支障がないこととする。 

ただし、次のいずれにも該当しないこととする。  

（１）認知症に伴う著しい精神症状を伴う場合。  

（２）認知症に伴う著しい異常な行動がある場合。  

（３）認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。  

２ 利用申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、入居申込者が認知症の状

態にあることの確認を行う。  

 ３ 利用者の状態が変化し、第１項の規定に該当しなくなる等でサービスの提供が困難

と認められる場合には、退居していただく場合がある。この場合は適切な介護保険施
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設又は医療機関を紹介する等、必要な措置を講じるよう努める。  

４ 退居に際しては、利用者等の意向を踏まえたうえで、他のサービス提供事業所又は

医療機関等と協議し、介護の継続性が維持されるよう、必要な援助に努めることとす

る。 

 ５ 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支 

援援専門員と連携を図ることとする。 

（利用時の説明） 

第１２条 利用にあたっては、あらかじめ利用申込者及び身元引受人等に、この運営規程

の概要、職員の勤務体制、その他重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得

たうえで利用契約を締結する。  

 

（秘密の保持及び個人情報の管理） 

第１３条 事業所は、業務上知りえた利用者等に関する個人情報及び業務上の秘密事項に

ついて、利用者又は第三者の生命、身体等に危険をおよぼす等正当な理由がある場合、

正当な権限を有する官公庁の指示による場合、又は別に定める「個人情報提供同意書」

により同意がある場合に限り、第三者に開示することができる。それ以外の場合は、

契約継続中及び契約終了後においても、第三者に対して秘匿するものとする。  

 ２ 職員は、業務上知りえた利用者等の秘密を保持しなければならない。職員でなくな

った後においても、これらの秘密を保持するものとする。  

 ３ 本条の規定によるほか、個人情報については、事業所は別に定める個人情報保護規

程等に基づき、適正かつ適切に取り扱うものとする。 

 

（相談・苦情対応) 

第１４条 苦情、要望の窓口は計画作成担当者とし、サービス等に関する利用者等の要望、

苦情等に迅速、適切に対応する。  

 ２ 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から２年間保存する。  

３ 事業所は利用者からの苦情、要望等の解決について、本条によるほか、別に定める

「苦情解決に関する指針」の定めるところにより処理する。 

 

（事故処理）  

第１５条 事業所は、サービス提供に際し利用者に事故が発生した場合には、速やかに適

切な措置を講じるとともに、利用者の家族、関係する区市町村等に連絡する。  

 ２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完

結の日から２年間保存する。  

 ３ 発生した事故につき、事業所に賠償すべき責任がある場合には、事業所は速やかに

損害賠償を行う。  

  ４ 事故の処理及び予防について、本条によるほか、別に定める「リスクマネジメント

に関する指針」の定めるところにより処理する。  

 

（緊急時における対応策）  
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第１６条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じた場合は、状況に応じた救急

処置、主治医又は協力医療機関による処置、家族に報告すること等、適切な措置を講

ずる。 

 

（衛生管理）  

第１７条 サービスを提供するのに必要な設備、備品等諸物品、飲料水等については、清    

潔を保持し、所定の検査を行い、常に衛生管理に留意する。  

 ２ 事業所は、職員に感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、所定の健康

診断を実施する。  

３ 事業所において感染症が発生又は蔓延しないように、別に定める「食中毒の予防及

び蔓延の防止のための指針」等に定める措置を講じる。 

 

（非常災害対策）  

第１８条 事業所は災害に備えるため、別に定める消防計画を遵守し、防災設備を常に整

備する。 

２ 防火管理者の配置、防災訓練の実施は次による。  

      防火責任者   偕楽園ホームの防火管理者とする。     

      防災訓練    月１回実施する。     

３ 利用者は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法

で、職員に事態の発生を知らせる。  

 

（身体拘束の禁止）  

第１９条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急止

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

拘束等」という。）を行わない。  

２ 前項の規定による緊急止むを得ない身体拘束等は、あらかじめ利用者の家族に説  

明し、同意を得た場合に、その条件、態様と期間内においてのみ行うことができる。  

  ３ 前各項の規定による身体拘束等を行う場合には、その態様、時間、その際の利  

用者の心身の状況並びに緊急止むを得ない理由を記録する。  

 

（虐待等の禁止）  

第２０条 職員は利用者に対し、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の言動を行ってはな

らない。 

 

（運営推進会議）  

第２１条 関係者に開かれた運営および地域に密着したサービスを行うことで利用者サー

ビスの向上に資する趣旨で、事業所に運営推進会議を設置する。  

  ２  運営推進会議の設置及び運営に関する事項は、別に運営推進会議規程で定める。  

 

（その他運営に関する留意事項）  
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第２２条 事業所は、個人情報及び業務の正常な運営を阻害する等、守秘すべき事項を除

き、掲示、資料提供、説明会、情報紙、ホームページ等により、情報開示に努める。  

 ２ 事業所は、職員資質及び組織運営の向上を図るため、採用時及び現任、並びに職場

内及び外部等での各種研修の機会を設け、また業務の執行体制を検証・整備する。  

 ３ 事業所は、運営及びサービスに関する記録を整理し、別に定める文書保存規程によ

り保存・管理する。  

 ４ 事業及びサービス全般について、母体である偕楽園ホーム及び併設のデイサービス

センター初音の杜と連携を図り、併設のメリットを発揮することとする。 

 

（委任） 

第２３条 この規程の施行上必要な事項は、管理者が別に定める。  

付 則  この規定は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

別表１（第５条） 

職員配置表  

   職員は次の表の人員を配置する。 

区 分 ユニット１  ユニット 2 備 考 

管理者        1 通所介護管理者を兼務  

計画作成担当者      1     1 介護職員兼務  

介護職員 8 6 内２名は計画作成担当者兼務  

事務員      1  

※ １ 夜勤はユニットごとに行う。 
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別表２（第９条） 

平成 27 年 4 月 1 日改定 

グループホーム初音の杜 利 用 料 金 表 

 

１ 介護報酬利用者負担金  

基礎単位：1 単位＝\10.68 

（１）認知症対応型共同生活介護 基本分 

平成 27 年４月１日 1 割負担額 （平成 27 年 8 月以降も同様） 

要介護度別 単位数 利 用 料    

(介護報酬額） 

自己負担額（1 割負担） 

要支援２ 743 7142 690 

要介護１ 747 7180 693 

要介護２ 782 7517 726 

要介護３ 806 7747 748 

要介護４ 822 7901 763 

要介護５ 838 8055 778 

平成 27 年 8 月 1 日 2 割負担額 

要介護度別 単位数 
利用料    

(介護報酬額） 
自己負担額（2 割負担） 

   

要支援２ 743 6348 1483 
  

  

要介護１ 747 6382 1491 
  

  

要介護２ 782 6681 1561 
  

  

要介護３ 806 6886 1609 
  

  

要介護４ 822 7023 1641 
  

  

要介護５ 838 7160 1673 
  

  

 

（2）短期利用共同生活介護費 基本分 

平成 27 年４月１日 1 割負担額 （平成 27 年 8 月以降も同様） 

要介護度別 単位数 

利用料    

(介護報酬

額） 

自己負担額 

要介護１ 775 7449 719 

要介護２ 811 7795 753 

要介護３ 835 8026 775 

要介護４ 851 8180 790 

要介護５ 867 8334 805 
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平成 27 年 8 月 1 日 2 割負担額 

要介護度別 単位数 

利用料    

(介護報酬

額） 

自己負担額 

要介護１ 775 6622 1547 

要介護２ 811 6929 1619 

要介護３ 835 7134 1667 

要介護４ 851 7271 1699 

要介護５ 867 7408 1731 

 

（3）加算分 認知症対応型共同生活介護・短期利用共同生活介護 共通 

平成 27 年４月１日 1 割負担額 （平成 27 年 8 月以降も同様） 

  単位数 

利用料    

(介護報酬

額） 

自己負担額 

医療連携体制加算 39 375 42 

サービス提供体制加算Ⅱ 6 58 6 

※認知症ケア加算Ⅰ 3 27 5 

※若年性認知症利用者受入加算 120 1153 128 

※(新）夜間支援体制加算 25 240 27 

※看取り介護加算 144 1384 154 

※初期加算 30 288 32 

※退去時相談援助加算 400 3845 427 

介護職員処遇改善加算 介護度別負担額と加算の合計×83/1000 

 

平成 27 年 8 月 1 日 2 割負担額 

  単位数 
利用料    

(介護報酬額） 
自己負担額 

医療連携体制加算 39 333 83 

サービス提供体制加算Ⅱ 6 51 13 

※認知症ケア加算Ⅰ 3 26 6 

※若年性認知症利用者受入加算 120 1025 256 

※(新）夜間支援体制加算 25 214 53 

※看取り介護加算 144 1230 308 

※初期加算 30 256 64 

※退去時相談援助加算 400 3418 854 

介護職員処遇改善加算 介護度別負担額と加算の合計×83/1000 

※加算については別途条件が整った時のみの適用 
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２ 利用者負担金 

（１）認知症対応型共同生活介護分 

平成 27 年４月１日 

家賃 65000 

食材費 30000 

光熱水費 20600 

共益費 15000 

 

（２）短期利用共同生活介護分 

平成 27 年４月１日 

家賃 2160 

食材費 1000 

光熱水費 680 

共益費 500 

 

３ 実費負担 認知症対応型共同生活介護・短期利用共同生活介護 共通 

事務手数料（銀行引き落とし費用） 140 

訪問美容 実費 

医療に関する費用 実費 

オムツ代 実費 

個人で使用する日用品・衣料品・介

護用品 

実費 

個人で購読する新聞・雑誌などの購

読料 

実費 

レクレーション費（書道材料費） 150/回 

レクレーション費（プリザーブドフ

ラワー花代） 

1080/回 

レクレーション費（音楽療法） 3000/月 

行政手続き代行に関する費用 実費 

 

４ 入院・外泊・月途中の退所の場合の取り扱い 

（１）介護報酬利用者負担金 

   介護報酬は日額単位であり、入退院日を除く入院中の利用者負担金は算定されません。  

（２）家賃・光熱水費・食費・その他費用（共益費･町会費等）  

① 家賃、光熱水費、その他費用（共益費・町会費等）は入院中も月額で算定します。 

入院中、ショートステイご利用者に居室をご利用頂く場合があります。 

  ② 食費は在所日数を日額 1,000 円で算定します。 

（３）その他の費用 

    かかった実額とします。 


