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グループホーム けやきの杜 

＜認知症対応型共同生活介護＞ 

＜介護予防認知症対応型共同生活介護＞ 

〈短期利用共同生活介護〉 

重要事項説明書 

平成２７年８月１日改正 

１．施設経営法人 

（１） 法人名       医療法人 若愛会 

（２） 法人所在地     福岡県北九州市若松区下原町９番１３号 

（３） 電話番号      ０９３－７７１－０１５５ 

（４） 代表者名      理事長  山 内  孝 

（５） 設立年月日     平成１年１月１７日 

２．ご利用事業所 

（１） 事業所の種類 

指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 

（２） 事業所の名称    グループホーム けやきの杜 

（３） 事業所の所在地   福岡県北九州市若松区西小石町１７番２７号 

（４） 電話番号      ０９３－７５１－１０２０ 

（５） 管理者       施設長  西 本 葉 子 

（６）当事業所の理念   

一．安心して落ち着く｢自分の居場所｣作りのお手伝いをします 

一．人とのふれあいを大切に明るい生活を過ごせるよう心に寄り添った介護をします 

 一．人としての尊厳を大切に自分らしく生きがいを持って暮らせる日々を支えます 

（７）開設年月日     平成１６年４月１日 

（８）入所定員      入  所  ２７名 

３．居室の概要 

 居室・設備の種類 室数 備考 

 全個室 ２７室(９室×3 フロア)  

 食堂 ３室（１室×３フロア）  

 キッチン ３室（１室×３フロア）  

 居間 ３室（１室×３フロア）  

 浴室 ３室（１室×３フロア） 入浴用車椅子対応１・２F 

 トイレ １５室（５室×３フロア）  

 エレベーター ２ヶ所  

 ガーデンテラス   
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４．職員の勤務体制 

職員の職種 職員数 常勤  非常勤 備考 

管理者（看護師） １名 １名  兼務 痴呆実務者研修基礎・専門終了 

計画作成担当者 

（介護支援専門員） 

2 名 2 名  兼務 痴呆実務者研修基礎・専門終了 

兼務 認知症介護実務者研修終了 

計画作成担当者 １名 １名  兼務 認知症介護実務者研修終了 

介護従事者 ２３名 １４名 ６名  

栄養士    委託 

事務職員 １名   兼務 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

   ご利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立支援と日常生活の充実に資するよ

う適切な技術をもってサービスを提供します。 

① 食事 

・ 栄養士による栄養の管理のもと、食事を提供します。 

・ ご利用者の心身の状況に応じ、買い物から調理まで生活リハビリの一貫と 

して行います。 

② 入浴 

・ ご利用者の身体状況を考慮し、ご希望に合わせた時間帯に行います。 

・ １・２階は車椅子の方でも対応できる特殊浴槽があります。 

③ 排泄 

・ ご利用者の身体能力を最大活用した援助を行い、個人の身体状況に応じた 

排泄誘導を行います。 

④ 機能訓練 

・ ご利用者の心身等の状況に応じて無理強いすることなく、身支度や調理

など日常生活におけるさまざまな行為をして頂き、残存能力を高める生活

リハビリを主体とした訓練を行います。 

⑤ 健康管理 

・ かかりつけ医と連携し、看護職員による健康管理を行います。 

⑥ その他自立への支援 

・ 散歩、買い物、ドライブ、地域行事の参加等で適度な全身運動と、地域社 

会との交流を図ります。 

⑦ サービス利用料金（１日あたり） 

・ ご利用者の要介護度に応じたサービスの利用料金から介護保険給付額を 

除いた金額（自己負担）と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払
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いください。（サービス料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります） 

⑧ 医療連携加算 

・ホームの職員とし、看護師１名以上確保し２４時間連絡可能な体制（オンコ

ール体制）を整え、健康管理・医療連携体制を強化しているための加算です。 

⑨ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

・認知症介護実践者研修リーダー研修（痴呆実務者研修専門課程）を修了した

者を配置した場合の加算です。 

⑩ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

・勤続年数 3 年以上の職員を規定の割合で配置した場合の加算です。 

⑪ 退居時相談援助加算 

・退居時にご利用者又は、ご家族等に対して、退居後の居宅サービス又は福祉

サービスについて相談援助を行った場合の加算です。 

⑫ 看取り加算 

・医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと

診断したご利用者に対しての加算です。 

⑬ 若年性認知症利用者受入加算 

・若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合

の加算です。 

⑭ 短期利用型共同生活介護 

・空部屋・入院者のベッドを利用し 1 ユニット 1 名（30 日間）利用可能です。 

⑮ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（短期利用共同生活介護のみ対象） 

・医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難で

あり、緊急に認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断さ

れた場合の加算です。 

（２） 介護保険給付対象とならないサービス 

① 食費 

② 部屋代 

③ 水道光熱費 

④ おむつ代 

⑤ 理美容代 

⑥ 布団リース代 

⑦ 医療費 

⑧ その他嗜好品等の雑費 

⑨ レクリエーション 

ご利用者の希望によりレクリエーション等に参加していただきます。 

その際材料代等の実費をいただく場合があります。 
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主なレクリエーション行事予定 

 行事内容 

４月 花見 

５月 ドライブ（菖蒲） 

６月 ドライブ（あじさい） 

７月 七夕祭り 

８月 夏祭り 

９月 敬老会・お月見 

１０月 ドライブ（コスモス） 

１１月 紅葉ドライブ 

１２月 クリスマス会・正月準備 

１月 新年会・初詣 

２月 節分 

３月 ひなまつり 

 

⑩ 複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供について記録をいつでも閲覧できますが、複写物を 

必要とする場合は実費をご負担いただきます。 

⑪ 日常生活上必要となる諸費用 

日常生活品の購入代金等ご契約者に負担いただくことが適当であるもの（個人 

の衣料など個人で使用するもの）にかかる費用を負担いただきます。 

（３） 利用料金のお支払い方法 

① 下記指定口座への振込 

② 金融機関口座からの自動引落 

（４） 協力医療機関について 

① 協力医療機関：山内クリニック・戸畑共立病院・若戸病院 

② 協力歯科医療機関：田中歯科 

７．グループホームけやきの杜を退所していただく場合（契約の終了について） 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援１と判定された場

合 

③  医療法人若愛会が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により 

施設を閉鎖した場合 

④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に 

なった場合 

⑤ 当グループホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した 

場合 
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⑥ ご契約者から退所の申し出があった場合 

⑦ 医療法人若愛会から退所の申し出を行った場合   

 

● ご契約者からの退所の申し出（中途解除・契約解除） 

     契約の有効期間内であっても、ご契約者から当グループホームの退所を申し出

ることができます。 

     その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

    但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、グループホームを退所する

ことができます。 

① 介護保険給付対象サービスの利用料金変更に同意できない場合、ご契約者 

が入院された場合。 

② 医療法人若愛会もしくはグループホームけやきの杜が正当な理由なく本 

契約に定める介護サービスを実施しない場合。 

③ 医療法人若愛会もしくはグループホームけやきの杜が故意又は過失によ 

りご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本

契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

④ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つける恐れがある場合に 

おいて、医療法人若愛会が適切な対応をとらない場合。 

● 医療法人若愛会からの申し出により退所していただく場合 

以下の事項に該当する場合には、当グループホームから退所していただくことが 

あります。 

⑤ ご契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項につい 

て、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

⑥ ご契約者による、サービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当期 

間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

⑦ ご契約者が故意または重大な過失により従業者またはサービス従業者もし 

くは他の利用者等の生命・身体・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を

行うことによって、本契約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合。 

⑧ ご契約者が連続して２ヶ月を超えて病院または診療所に入院すると見込ま 

れる場合もしくは入院した場合。また、その際グループホームでの生活が困

難であると判断された場合。 

⑨ ご契約者が介護老人福祉施設・介護老人保健施設に入所した場合もしくは 

介護療養型医療施設に入院した場合。 
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８．契約者が病状等に変化があった場合 

① 急性期の場合 

医療機関・ご家族様と連携をとり、対応いたします。（緊急時は、その限りでは

ありません。） 

② ２ヶ月以内の入院の場合 

２ヶ月以内に退院され、グループホームでの生活が可能である場合には、退院 

後再びグループホームに入居することができます。但し、身体状況により居室の

変更をお願いする場合があります。また、入院期間中であっても、お部屋代をご

負担いただきます。 

   １日あたり１，５００円 

③ グループホームでの生活が困難と判断された場合には、契約を解除する場合があ

ります。 

④ 入院中のお部屋は、短期入居に使用させて頂くことがあります。その際は、お部

屋代は頂きません。 

⑤ 病院受診については、御家族様にお願いしております。御協力お願いいたします。 

９．看取りについて 

終末期のケアは、ご利用者が医師の診断のもと、回復不能の状態に陥った時に、

人生の終焉を迎えるご利用者の苦痛を和らげ、長い人生の最後のひと時を、落ち

着き充実した時にできるよう支援することを目的としています。ホームでは、看

取り介護を希望されるご利用者と、その御家族の支援をいたします。 

また、介護実施中にやむを得ず病院や、在宅等に搬送する場合においても、搬送

先の病院等への引き継ぎ、継続的な支援をいたします。 

① 看取り介護の実施内容 

１）栄養と水分 

看取り介護にあたっては多職種が協力し、ご利用者の食事・水分摂取量、

浮腫、尿量及び排便量等の確認を行うとともに、利用者の身体状況に応

じた食事の提供や好みの食事等の提供に努めます。 

２）清潔 

ご利用者の身体状況に応じ可能な限り入浴や清拭を行い、清潔保持と感

染症予防対策に努める。 

３）苦痛の緩和 

４）家族への援助 

５）死亡時の援助 

    ただし、ホームには医療が整っていないため、主治医や訪問看護等の御協力をお

願いする事もあります。 
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１０．円滑な退所のための援助 

   ご契約者がグループホームけやきの杜を退所する場合には、ご契約者の希望によ

り、医療法人若愛会はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し円滑な

退所のために必要な援助をご契約者に対して速やかに行います。 

① 適切な病院もしくは診療所または介護保険施設等の紹介 

(ア) 居宅介護支援事業者の紹介 

(イ) その他の保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介 

１１．非常災害対策 

非常時の対応 

 

別途定める消防計画に則り対応を行います。 

別途定める消防計画に則り年２回避難訓練を行います。 

防火訓練 

 

 

 

 

 

設備名称    個数等 設備名称      個数等 

スプリンクラー  有 防火扉・シャッター  有 

避難階段     有 屋内消火栓      有 

自動火災報知器  有 防火用水  有 

誘導灯     有   

カーテンは防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 

 

若松消防署への届出日：平成１６年３月３１日 

 

防火管理者   西本 葉子 

 

１２．残置物引取人 

  入所契約が終了した後、グループホームけやきの杜に残されたご契約者の所持品（残

置物）をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引受人」を定めていただき

ます。 

   グループホームけやきの杜は、「残置物引受人」に連絡のうえ、残置物を引き取って

いただきます。 

   また、引渡しにかかる費用については、ご契約者または、残置物引取人にご負担い

ただきます。 

＊ 入居契約時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結するこ

とは可能です。 

１３．苦情の受付について 

・グループホームけやきの杜における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

(ア) 苦情受付窓口（担当者） 

担当者       田中 優子 

苦情解決責任者   西本 葉子 

また、各階に苦情受付ボックスを設置しています。 
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・行政機関その他苦情受付機関 

(イ) 住所地区の区役所高齢者・身体障害者相談コーナー 介護保険担当 

若松区 ０９３－７６１－５３２１ 

（内線 ４７２） 

戸畑区 ０９３－８７１－１５０１ 

（内線 ４７２） 

八幡西区 ０９３－６４２－１４４１ 

（内線 ４７２） 

八幡東区 ０９３－６７１－０８０１ 

（内線 ４７２） 

小倉北区 ０９３－５８２－３４３３ 

（直通） 

小倉南区 ０９３－９５１－４１１１ 

（内線 ４７２） 

門司区 ０９３－３３１－１８８１ 

（内線 ４７２） 

  

(ウ) 国民健康保険団体連合会 

福岡県福岡市博多区吉塚本町１３番４７号 

              電話番号０９２－６４２－７８５８ 

(エ) 福岡県社会福祉協議会（福岡県運営適正化委員会） 

福岡県春日市原町３－１－７クローバープラザ４階 

              電話番号０９２－９１５－３５１１ 

 

１４．グループホームけやきの杜利用の留意事項 

    グループホームけやきの杜のご利用にあたって、当グループホームに入所されて

いる利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項を

お守りください。 

（１） 持ち込みの制限 

  入居にあたり、以下のものは持ち込むことができません。 

  多額の金銭、貴重品、飲食物、ライター、果物ナイフなどの危険物等 

  また、食べ物と間違う可能性のあるもの 

（２） 面会 ９：００～１９：００（御入居者様配慮の為時間厳守です） 

（３） 外出・外泊 

  外出・外泊をされる場合は、事前にお申し出ください。 

（混乱されることがあるため、1 泊 2 日の外泊でお願いします） 

（４） 食事 

  食事が不要な場合には、前日までにお申し出ください。 

（５） 施設・設備の使用上の注意 

① 居室および食堂や居間等の共用設備、敷地を本来の用途にしたがっ

て利用してください。 

② 故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、

施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担
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により現状に復して頂くか、または相当の代価をお支払いいただく場

合があります。 

③ ご契約者のサービスの実施および安全衛生等の管理上の必要がある

と認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を

とることができるものとします。 

但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮

を行います。 

④ グループホームの職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗

教活動、政治活動、営利活動をおこなうことはできません。 

⑥  施設内は禁煙です。 

（６） その他 

① 介護サービス計画書（ケアプラン）は本人・家族の意見等を尊重し

作成します。 

② 介護サービス計画書作成後、計画作成担当者より説明を行い、同意

を得てサービスを提供し、また定期的に見直しを行います。 

③ 知り得た情報（別掲）プライバシーは保護いたします。 

④ 特定の必要な情報（別掲）については、医療機関等と情報を交換す

る場合があります。また、ご契約者に対するサービスの向上のため、

担当者によるサービス担当者会議等を行います。その際に利用者又は、

その家族の個人情報を用いる場合があります。 

（別掲） 

・ 氏名、年齢、連絡先 

・ 既往歴、現病歴における病状 

・ 身体の状況（日常生活動作について） 

・ 家族の状況（世帯状況、家族関係） 

・ 生活環境（利用しているサービス、嗜好品、趣味）など 

⑤ ボランティア・研修生等を受け入れ、活動を共にする場合があります。 

⑥ 当グループホームでは身体拘束を行いません（ご利用者の事故防止等

のためやむを得ず行う場合は、事前に相談させていただきます。） 

１５． 事故発生時の対応について 

① 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、入所者の家族等に

連絡を行うとともに、状況に応じた対応をおこないます。 

② 当グループホームにおいて、医療法人 若愛会の責任によりご契約者に生じた損害

については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。但し、契約者に故意ま

たは過失が認められる場合には、相当と認められるときに限り、医療法人 若愛会

の賠償責任を減じる場合があります。 
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別表１‐１ 

認知症対応型及び介護予防型共同生活介護料金表 

 

入居一時金 

 入居時  ２００，０００円お預かりいたします。 

１． 入居一時金は、退居時お返し致します。 

注）著しく破損があれば修繕費にあてさせていただきます。 

入居利用表 

１． 法定給付サービス（介護保険）1 割負担金（１単位：１０.１４） 

要介護度 日単位 医 療 連 携 加 算

（日） 

サービス提供体制

強化加算Ⅰロ（日） 

認知症専門   

ケア加算Ⅰ（日） 

介護職員処遇

改善加算率 

月額（３０日） 

要支援 2 ７４３単位  １２単位 3 単位  

 

８．３％ 

２４，９７２円 

要介護度１ ７４７単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ２６，３８９円 

要介護度 2 ７８２単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ２７，５４３円 

要介護度３ ８０６単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ２８，３３３円 

要介護度４ ８２２単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ２８，８６０円 

要介護度５ ８３８単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ２９，３８７円 

 

 

２． 法定給付サービス（介護保険）２割負担金（１単位：１０.１４） 

要介護度 日単位 医 療 連 携 加 算

（日） 

サービス提供体制

強化加算Ⅰロ（日） 

認知症専門   

ケア加算Ⅰ（日） 

介護職員処遇

改善加算率 

月額（３０日） 

要支援 2 ７４３単位  １２単位 3 単位  

 

８．３％ 

４９，９４４円 

要介護度１ ７４７単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ５２，７７７円 

要介護度 2 ７８２単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ５５，０８５円 

要介護度３ ８０６単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ５６，６６５円 

要介護度４ ８２２単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ５７，７１９円 

要介護度５ ８３８単位 ３９単位 １２単位 3 単位 ５８，７７４円 
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別表１‐２ 

＊初期加算・・・入居日から３０日まで１日あたり３１円加算されます。 

＊医療連携加算・・・1 日あたり４０円加算されます。（要支援２をのぞく） 

＊外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は負担金は頂きません。 

                      （入院期間中も同様です） 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰロ・・１日あたり１３円となります。 

＊認知症専門ケア加算Ⅰ・・1 日あたり 3 円となります。（日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M） 

 

２．利用者負担金 

食費 日額 月額（３０日の場合） 

お部屋代 １，５００円 ４５，０００円 

食費 １，４５０円 ４３，５００円 

水道光熱費  ７００円 ２１，０００円 

合計     ３，６５０円 １０９，５００円 

 

＊お部屋代は、契約期間中は外泊中・入院中でも頂きます。 

＊食費は一食のみでも同額いただきます。 

＊水道光熱費は一律７００円頂きます。（外泊時は、初日と最終日以外は頂きません。 

 

３．その他負担金 

おむつ代・理美容代・嗜好品・交通費・

お小遣い・布団のリース・医療費等 

実 費 
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別表２ 

短期利用型共同生活介護料金表 

１．法定給付サービス（介護保険）1 割負担金（１単位：10.14） 

要介護度 日単位 医療連携加算（日） サービス提供体制

強化加算Ⅲ（日） 

介護職員処遇

改善加算率 

日額 

要支援 2 ７７１単位  １２単位  

 

８．３％ 

８６０円 

要介護度１ ７７５単位 ３９単位 １２単位 ９０８円 

要介護度 2 ８１１単位 ３９単位 １２単位 ９４７円 

要介護度３ ８３５単位 ３９単位 １２単位 ９７４円 

要介護度４ ８５１単位 ３９単位 １２単位 ９９１円 

要介護度５ ８６７単位 ３９単位 １２単位 １，００８円 

２．法定給付サービス（介護保険）２割負担金（１単位：10.14） 

要介護度 日単位 医療連携加算（日） サービス提供体制

強化加算Ⅲ（日） 

介護職員処遇

改善加算率 

日額 

要支援 2 ７７１単位  １２単位  

 

８．３％ 

１，７２０円 

要介護度１ ７７５単位 ３９単位 １２単位 １，８１５円 

要介護度 2 ８１１単位 ３９単位 １２単位 １，８９４円 

要介護度３ ８３５単位 ３９単位 １２単位 １，９４７円 

要介護度４ ８５１単位 ３９単位 １２単位 １，９８２円 

要介護度５ ８６７単位 ３９単位 １２単位 ２，０１６円 

＊医療連携加算・・・1 日あたり４０円加算されます。（要支援２をのぞく） 

＊外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は負担金は頂きません。 

                      （入院期間中も同様です） 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰロ）・・１日あたり１３円加算されます。 

２．利用者負担金 

食費 日額 

お部屋代 １，０００円 

食費 １，５００円 

合計     ２，５００円 

＊食費は一食５００円いただきます。 

３．その他負担金 

おむつ代・理美容代・嗜好品・交通費・お小

遣い・医療費等 

実費 

＊費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、内容及び費用について説明を行い、同意を得ます。 
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■ その他 新しい加算（平成２７年４月改正） 

① 退居時相談援助加算･･･退居時にご利用者又はご家族等に対して、退居後の居宅サー

ビス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に１回に限り 410 円加算さ

れます。 

 

② 看取り介護加算･･･医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断したご利用者について加算されます。 

       死亡日以前４日以上３０日以下     146 円 

       死亡日以前２日又は３日        690 円 

       死亡日               1298 円 

③ 若年性認知症利用者受入加算･･･若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共    

同生活介護を行った場合に１日あたり 123 円加算されます。 

 

④認知症専門ケア加算 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）･･･職員に「認知症介護実践者リーダー研修」を修了し

た者を配置した場合に１日あたり3円加算されます。 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）･･･職員に「認知症介護指導者研修」を修了した者を配

置した場合に１日あたり 4 円加算されます。 

（上記２つは重複して加算されることはありません。） 

 

⑤サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰイ）･･･職員に介護福祉士を規定の割合で配置した                       

場合１日あたり 19 円加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰロ）･･･職員に介護福祉士を規定の割合で配置した               

場合１日あたり 13 円加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）･･･常勤職員を規定の割合で配置した場合に１日

あたり 7 円加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）･･･勤続年数３年以上の職員を規定の割合で配置

した場合１日あたり 7 円加算されます。 

（上記３つは重複して加算されることはありません。） 
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グループホームけやきの杜は、サービス内容説明及び重要事項説明書に基づいて、認知

症対応型生活介護及び、介護予防認知症対応型共同生活介護・短期利用型共同生活介護サ

ービス内容及び重要事項の説明をおこないました。 

 

事業者  住所          福岡県北九州市若松区西小石町１７番２７号 

      事業者（法人名）    医療法人  若愛会 

      施設名         グループホーム  けやきの杜 

      事業所番号       ４０７０２００８５４ 

      代表者名（管理者）   西 本 葉 子        印 

 

 

 

説明者  職名 

      氏名                         印 

 

 

 

 

 私は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、認知症対応共同生活介護及

び介護予防認知症対応型共同生活介護・短期利用型共同生活介護サービス内容及び重要事

項の説明を受け同意し・交付されました。 

 

 

平成    年    月    日 

利用者  住所 

      氏名                         印 

 

代理人  氏名                         印 

 

 

 利用者家族 

      住所 

      氏名                         印 

 

H２７年８月１日改正 

 


