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おもえ小規模多機能支援センター 
 

【 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 】 

令和４年 11 月１日現在 

 

重要事項説明書 
１ 事業主体 

事業主体（法人名） 特定非営利活動法人 ふれあいステーション・あい 

法人の種類 特定非営利活動法人 

代表者（役職名及び氏名） 理事長 佐々木 りほ子 

法人所在地 
〒０２７－００６１ 

岩手県宮古市西町 1丁目 2 番１３号 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０１９３－６４－４１１７  ＦＡＸ ０１９３－６４－４１２２ 

設立年月日 平成１５年９月１８日     

法人の理念 

１．できる事をできる時にしながら、ふれ合い支え合い助け合え

るまちづくり・人づくり・仕事づくり・住まいづくりを推進し、

以って、誰もがその持てる能力を発揮し、いつまでも、自分ら

しく、安心して暮らせるようなシステムとネットワークを構築

することにより、地域福祉の推進を図ります。 

２．誰もが連携・協力し合う地域助け合いの精神を提唱し続ける

ことにより、地域の健全なる保健・福祉・教育の増進を図りま

す。 

 

２ 事業所の概要 

 ① 事業所の名称等 

事業所の名称 おもえ小規模多機能支援センター 

事業所の責任者（管理者） 木村 友実 

開設年月日 平成１９年１２月１日 

介護保険事業者指定番号 ０３９０２０００８７ 

事業所の所在地 
〒０２７－０１１１ 

岩手県宮古市重茂１－３５－１ 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０１９３－８９－５３１５  ＦＡＸ ０１９３－８９－５３１６ 

交通の便 
宮古駅バスのりば②より乗車 → 重茂漁協前より下車 徒歩

約３分 

敷地概要・面積 
都市計画区域及び準都市計画区域外   敷地面積：1,060.17

㎡ 

建物概要 構造:木造 1階建て  延べ床面積：251.67 ㎡ 
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② 主な設備 

宿泊室 ５室（定員５名／日） １室あたり面積 １０．８㎡～７．５㎡ 

食堂、居間 食堂・居間 83．9㎡ 合計 83．9㎡（１人当たり３．９㎡） 

トイレ 車椅子対応トイレ－４箇所  トイレ－４箇所 

浴室 １室 

台所 １室 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要支援者・要介護者が可能な限り、住み慣れた地域でその人らし

い暮らしが実現できるよう、通い、訪問、泊まり等を柔軟に組み合

わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、必要な日常生活上

の援助を行うことによって、その家族の身体・精神的な負担の軽減

を図ることを目的とします。 

運営方針 

１ 提供するサービスは、利用者一人ひとりの人権を尊重し、その人

がその人らしく家庭的な環境の下で日常生活を送ることができる

ようサービスを提供します。  

２ 提供するサービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、

告示の主旨及び内容に沿ったものとします。 

３ 利用者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地

域住民との交流や地域活動への参加を図り、利用者の心身の状況

やその置かれている環境を踏まえて、通い、訪問及び泊まりを柔

軟に組み合わせることにより、サービスを提供します。  

４ 運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等地域との交流を図っていきます。  

５ 居宅サービス事業者や他の保健医療機関との密接な連携を図り、

サービスを提供します。  

６ サービス提供にあたっては、利用者に身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為は行いません。但し、利用者又は他の利用者

等の生命を保護するため緊急やむを得ないと判断した場合は、そ

の様態及び時間、その際の心身の状況及び緊急やむを得ない理由

を記録するものとします。  

７ サービス提供にあたっては、あらかじめ利用者または家族に対

し、サービスの提供等について、わかりやすく説明を行います。  

８ 提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの情報を公表し、常に改善を図りま

す。 

 

４ 事業実施地域、営業時間、定員等 

営業日及び営業時間等 営業日 １年３６５日    営業時間 ２４時間 

サービス提供時間 

通いサービス  基本  9:３0～17:０0 

泊まりサービス 基本 17：00～9：30 

訪問サービス  基本 ２４時間 

通常の事業実施地域 
岩手県宮古市重茂地区 全域 （他地域については相談に応じま

す） 

定 員 
登録定員２９名 通いサービス定員１５名 泊まりサービス 

員５名 
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５ 職員勤務の体制 

 ①職員配置状況 

職種 常勤 
常勤 

兼務 非常勤 
非常勤 

兼務 職務内容 

管理者  

 

１名 

 

 

 
事業を代表し、従業者の管理および業務の管

理を一元的に行う。 

介護支援 

専門員 
 

      
３名 

 

 
相談、介護計画の作成、各関係機関との連絡、

調整等を行う。 

看護職員 １名 

 

 １名 

 健康状態を把握・管理し、利用者の主治医や

協力医療機関との連携を図るとともに、機能

訓練書を作成する。 

介護職員 ８名 

 

1 名 ５名 

 小規模多機能型居宅介護計画、介護予防小規

模多機能型居宅介護計画に基づき、サービス

の提供にあたる。 

② 主な職種の勤務の体制 

職種 勤務体制 職種 勤務体制 

管理者並びに 

介護支援専門員 
8:30～17:30 

介護職、看護師 

並びに 

介護支援専門員 

昼間の体制 

日勤  6:00～11:00 

   6:00～15:00 

8:30～17:30 

      8:30～15:30 

    ８:30～16:00 

9:00～14:00 

9:00～15:00 

    9:00～16:00 

   １0:00～19:00 

１4:00～18:00 

１4:00～19:00                   

夜間の体制 

① 夜勤  

16:00～翌 9:00 １名 

② 宿直 （自宅待機） 

17:30～翌 8:30 １名 

 

６ サービスの概要 

通いサービ

ス 

食 事 

食事の提供及び食事の介助をします。 

食事は食堂でとっていただくよう配慮します。 

身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基

づいて提供します。 

調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます。 

排 泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立

についても適切な援助を行います。 

入 浴 

利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等

の適切な介助を行います。 

入浴サービスについては任意です。 
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機能訓練 
利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止

するように努めます。 

健康チェッ

ク 
血圧測定、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

送 迎 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

訪問サービス 
利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の

必要な支援を提供します。 

泊まりサービス 
事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上

の援助や機能回復訓練を提供します。 

７ サービス利用料金 

 （１）保険給付サービス利用料金 

保険給付サービス 

サービスを提供した場合の利用料は介護報酬告示上の額とし、法定

代理受領分は介護保険負担割合の負担率を乗じた額とします。 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせ

て、利用者の負担額を変更します。 

月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、

登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。 

 登録日とは利用者と事業所が契約を締結した日ではなく、サービス

を実際に利用開始した日 

 登録終了日とは利用者と事業所の利用契約を終了した日 

○基本自己負担額（１割負担の場合） 

  【利用者負担Ａ】 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加

算Ⅱ 

看護職員

配置加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１  ３,４３８円 ９００円 ６４０円  ０円 0 円 0 円 １,０００円 

要支援２  ６,９４８円 ９００円 ６４０円 ０円 0 円 0 円 １,０００円 

要介護１ １０,４２３円 ９００円 ６４０円 ０円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護２ １５,３１８円 ９００円 ６４０円 ５００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護３ ２２,２８３円 ９００円 ６４０円 ０円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護４ ２４,５９３円 ９００円 ６４０円 ０円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護５ ２７,１１７円 ９００円 ６４０円 ０円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

【利用者負担Ｂ】（１割負担の場合） 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加

算Ⅰ 

看護職員

配置加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１  ３,４３８円 ９００円 ６４０円  ０円 0 円 0 円 １,０００円 

要支援２  ６,９４８円 ９００円 ６４０円 ０円 0 円 0 円 １,０００円 

要介護１ １０,４２３円 ９００円 ６４０円 ８００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護２ １５,３１８円 ９００円 ６４０円 ８００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護３ ２２,２８３円 ９００円 ６４０円 ８００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護４ ２４,５９３円 ９００円 ６４０円 ８００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 

要介護５ ２７,１１７円 ９００円 ６４０円 ８００円 ９００円 １,０００円 １,０００円 
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【利用者負担Ｃ】（２割負担の場合） 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加算

Ⅱ 

看護職員配

置加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１ ６,８７６円 １,８００円 １,２８０円  ０円 0 円 0 円 ２,０００円 

要支援２ １３,８９６円 １,８００円 １,２８０円 ０円 0 円 0 円 ２,０００円 

要介護１ ２０,８４６円 １,８００円 １,２８０円 ０円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護２ ３０,６３６円 １,８００円 １,２８０円 １,０００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護３ ４４,５６６円 １,８００円 １,２８０円 ０円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護４ ４９,１８６円 １,８００円 １,２８０円 ０円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護５ ５４,２３４円 １,８００円 １,２８０円 ０円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

【利用者負担Ｄ】（２割負担の場合） 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加算

Ⅰ 

看護職員配

置加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１ ６,８７６円 １,８００円 １,２８０円  ０円 0 円 0 円 ２,０００円 

要支援２ １３,８９６円 １,８００円 １,２８０円 ０円 0 円 0 円 ２,０００円 

要介護１ ２０,８４６円 １,８００円 １,２８０円 １,６００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護２ ３０,６３６円 １,８００円 １,２８０円 １,６００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護３ ４４,５６６円 １,８００円 １,２８０円 １,６００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護４ ４９,１８６円 １,８００円 １,２８０円 １,６００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

要介護５ ５４,２３４円 １,８００円 １,２８０円 １,６００円 １,８００円 ２,０００円 ２,０００円 

【利用者負担Ｅ】（３割負担の場合） 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加算

Ⅱ 

看護職員配置

加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１ １０,３１４円 ２,７００円 １,９２０円  ０円 0 円 0 円 ３,０００円 

要支援２ ２０,８４４円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 0 円 0 円 ３,０００円 

要介護１ ３１,２６９円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護２ ４５,９５４円 ２,７００円 １,９２０円 １,５００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護３ ６６,８４９円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護４ ７３,７７９円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護５ ８１,３５１円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

 

【利用者負担Ｆ】（３割負担の場合） 

       

介護度 

 

小規模居宅介護 

 

初期加算    

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

認知症加算

Ⅰ 

看護職員配置

加算 

訪問体制強

化加算 

総合マネジ

メント体制

強化加算 

要支援１ １０,３１４円 ２,７００円 １,９２０円  ０円 0 円 0 円 ３,０００円 

要支援２ ２０,８４４円 ２,７００円 １,９２０円 ０円 0 円 0 円 ３,０００円 

要介護１ ３１,２６９円 ２,７００円 １,９２０円 ２,４００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護２ ４５,９５４円 ２,７００円 １,９２０円 ２,４００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護３ ６６,８４９円 ２,７００円 １,９２０円 ２,４００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護４ ７３,７７９円 ２,７００円 １,９２０円 ２,４００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 

要介護５ ８１,３５１円 ２,７００円 １,９２０円 ２,４００円 ２,７００円 ３,０００円 ３,０００円 
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① 初期加算（３０円/日） 

 小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）事業所に登録した日から起

算して 30 日以内の期間については、初期加算として利用者負担があります。 

30 日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 

② サービス提供体制強化加算Ⅱ （６４０円/月） 

介護福祉士（看護師又は准看護師であるものを除く）の割合が５０％以上配置している事

業所についての加算です。 

③ 認知症加算 （Ⅰ→８００円/月） （Ⅱ→５００円/月） 

  Ⅰ 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の方に対する加算です。 

  Ⅱ 要介護２かつ認知症高齢者の日常生活自立度がⅡの方に対する加算です。 

④ 看護職員配置加算Ⅰ （９００円/月） 

  常勤かつ専従の看護師を 1名以上配置している事業所についての加算です。 

⑤ 訪問体制強化加算 （１,０００円/月） 

訪問サービスを担当する常勤の職員を２名以上配置し、１月あたり延べ訪問回数が 200

回以上の事業所についての加算です。 

⑥ 総合マネジメント体制強化加算 （１,０００円/月） 

利用者様の心身または利用者様のご家族様に関わる環境の変化に対して、多職種間が共

同し、サービスの計画の見直しを随時行っている事や地域の医療機関や関係機関に対し、

事業所が提供できるサービスの詳細に関する情報を提供している事、地域における活動

への参加の機会が確保されている事業所についての加算です。 

⑦ 介護職員処遇改善加算 

  サービスに応じた加算率（10．２％）を介護報酬総額に乗じて加算します。 

⑧ 特別地域加算（所定単位数に 1５/１００を乗じた単位数） 

（介護予防）厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場

合についての加算です。 

＊上記の料金表には掲載していない加算 

⑨ 若年性認知症利用者受入加算 （８００円/月） 

   ※介護予防小規模多機能型居宅介護は 450 円/月 

   若年性認知症利用者様ごとに個別の担当職員を定めている事業所についての加算です。 

⑩ 生活機能向上連携加算 （Ⅰ→１００円/月） （Ⅱ→２００円/月） 

Ⅰ 生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅計画を作成し計画に基づいた支援を

行った時の加算です。  

Ⅱ 生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携した時の加算です。 

⑪ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

  サービスに応じた加算率（1．７％）を介護報酬総額に乗じて加算します。 

 （２）その他のサービス利用料金 

  以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

食事の提供に要する費用 朝食２５０円  昼食５００円  夕食５００円 

おむつ代・洗濯代 

おむつ・リハビリパンツ １枚２００円  

失禁パット １枚１００円 

洗濯代（衣類、バスタオル、フェイスタオル、靴等）       

１回１００円 

泊まりに要する費用 

１泊１,９００円（１名で個室を使用した場合） 

１泊 ９５０円（夫婦等２名で個室を使用した場合） 

１泊１,０００円（災害等の非常時や経済的に困窮している 

場合等、やむを得ずホールを使用した場合） 
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通常の事業実施地域を 

越える送迎費用 

通常実施地域を越えた地点から利用者の居宅までの距離に

対して、実費をご負担いただくことがあります。 

通常の事業実施地域を 

越える訪問サービスの交通費 

交通機関を利用した場合  交通機関利用料金実費 

 

自動車を利用した場合 

通常実施地域を越えた地点から利用者の居宅までの距離に

対して、実費をご負担いただくことがあります。 

レクリエーション、クラブ活

動 

利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやク

ラブ活動に参加していただくことができます。 

・材料費等の実費 

（３）利用料金の支払い方法 

サービス利用料金の請求 

保険給付サービス利用料金とその他のサービス利用料金はサ

ービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求

いたします。 

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用

者あてにお届けします。 

サービス利用料金の支払い 

請求月の末日までに、下記の方法によりお支払いください。 

ア）事業者の指定する金融機関口座への振り込み又は引き落

とし 

【金融機関名】 

・東日本信漁連 宮古山田支店 重茂営業店 

・宮古信用金庫 駅前支店 

・ゆうちょ銀行 

イ）事業者の指定するゆうちょ銀行口座への郵便振替 

お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必

ず保管をお願いします。 

 

８ 利用にあたっての留意事項 

被保険者証の提示 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

食 事 
食事内容に制限のある場合や食事のキャンセルは、予め申し出てくだ

さい。 

入 浴 

入浴サービスについては任意です。血圧測定等の身体状態を把握し、

状況に応じては、入浴を控えていただくことがあります。その際の判

定基準は、主治医の意見書又は指示を仰ぎます。 

送 迎 道路状況によっては、お約束時間に送迎できない場合があります。 

訪 問 
訪問サービスの提供にあたっては、計画に沿ったサービスを提供しま

す。 

泊まり 

急な利用希望はできるだけ対応いたしますが、宿泊室の定員を超える場

合は、利用できないことがあります。 

他の利用者の希望もありますので調整させていただくことがあります。 

設備、備品の使用 
事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来

の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償していただく
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場合があります。 

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。 

また無断で他の利用者の宿泊室に立ち入らないようにしてください。 

飲酒、喫煙 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は決められた場所でお願いします。職員が必ず同行します。 

所持品の持ち込み 高価な貴重品や金銭はこちらで管理できません。 

動物の持ち込み ペットの持ち込みはお断りいたします。 

宗教活動、政治活動 
事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くだ

さい。 

 

９ 非常災害時の対策 

防災の対応 
消防計画に基づき、速やかに消化活動に努めるとともに、避難・誘

導にあたります。 

防災設備 防災管理者を選任し、消火設備、必要設備を設けます。 

防災訓練 
消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員および利用

者が参加する消火通報、避難訓練を年間計画で実施します。 

１０ 事故発生時・緊急時の対応方法 

事故発生時や利用者の体

調悪化時の緊急時の対応

方法 

利用者様の症状を確認し、御家族へ連絡します。症状により救急

車を要請し宮古病院へ搬送します。 

協力医療機関 「１１ 協力医療機関等」参照 

主治医 

利用者の主治医  

所属医療機関名  

所在地 電話番号  

家族等 

緊急連絡先のご家族等  

住所 電話番号  

１１ 協力医療機関等 

協力医療機関 

木澤内科医院  院長 木澤 健一 

所在地 宮古市 津軽石５－８０－１２  

電 話 ０１９３－６７－２２１２ 
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１２ 秘密の保持 

利用者及びその家族に関する 

秘密の保持について 

事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をするうえで

知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な利用な

く、第三者に漏らしません。 

 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続しま

す。 

従業者に対する 

秘密の保持について 

就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得

た利用者及びその家族に関する秘密を保持する義務を規定し

ています。 

また、その職を辞した後にも秘密の保持の義務はあります。 

個人情報の保護について 

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において利用者の個人情報を用いませ

ん。また、利用者の家族の個人情報についても、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で利用者の家

族の個人情報を用いません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれ

る記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

１３ 小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）計画 

小規模多機能型居宅介護計

画 

（介護予防小規模多機能型

居宅介護計画）について 

小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介

護）サービスは、利用者一人一人の人格を尊重し、住み慣れた

地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流

や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サー

ビス、泊まりサービスを柔軟に組み合わせることにより、地域

での暮らしを支援するものです。 

事業所の計画作成担当者（介護支援専門員）は、利用者の状

況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協議

のうえで小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居

宅介護）計画を定め、また、その実施状況を評価します。 

計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明

のうえ交付します。 

サービス提供に関する 

記録について 

サービス提供に関する記録は、その完結の日から２年間保管し

ます。 

また、利用者又は利用者の家族はその記録の閲覧が可能です。 

複写の交付については、実費をご負担いただきます。 

１４ 苦情相談機関 

事業所苦情相談窓口 

担当者 管理者  木村 友実 

連絡先 ０１９３－８９－５３１５ 

 

また、苦情受付箱を事業所受付けに設置しています。 
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事業所外苦情相談窓口 

宮古市保健福祉部介護保険課 

連絡先 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目 1 番３０号 

     ０１９３－６２－２１１１（代表） 

岩手県国民健康保険団体連合会 保健介護課 

連絡先 〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原三丁目 7 番 30 号 

０１９－６０４－６７００ 

 

 

 

１５ 運営推進会議の概要 

運営推進会議の目的 

サービス提供に関して、提供回数等の活動状況を報告し、運営

推進会議から評価、要望、助言を受け、サービスの質の確保及

び適切な運営ができるよう設置します。 

委員の構成 
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援セン

ター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開催時期 おおむね２ヶ月に１回開催します。 
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指定小規模多機能型居宅介護サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提

供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。  

事業者所在地 岩手県宮古市西町 1丁目 2 番１３号 

事業者法人名 特定非営利活動法人 ふれあいステーション・あい 

法人代表者名    理事長   佐々木 りほ子    印  

事業所所在地 岩手県宮古市重茂１－３５―１ 

事業所名称 おもえ小規模多機能支援センター 

説明者 氏名  管理者   木村 友実     印                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  私は、本説明書にもとづいて、重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅介護サー

ビス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に同意しました。 

利 用 者    住 所  

利 用 者    氏 名                      印  

利用者の家族   住 所  

利用者の家族   氏 名             （続柄    ） 印  

 

この重要事項説明書の説明年月日 

                                                 

令和  年   月   日 

 


