あかね居宅介護支援センター運営規程
（事業の目的）
第 １条

この事 業所が行 う居宅 介護支 援事業は 、要介 護状態 となった 高齢者 が介護 サービス

を 適切に 利用 できる よう 、利用 する サ ービ スの 種類及 び内 容、担 当者 等を定 めた 計画を作
成 し、そ の計 画に基 づく 介護サ ービ スの提 供が 確保さ れる ようサ ービ ス事業 者等 との連絡
調 整の便 宜の 提供を 行う こ とに よっ て利用 者が 可能な 限 り 有する 能力 に応じ て自 立した日
常生活を営むことができのように支援することを目的とする。
（運営の方針）
第２条

運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。

（ １）居 宅介護 支援のサ ービス 提 供に 当たって は、利 用者の 心身の状 況やそ の置か れている
環 境等に 応じ て利用 者の 選択に 基づ く 適切 な福 祉サー ビス や保健 医療 サービ スが 多様な業
者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
（ ２）居 宅介護 支援のサ ービス 提 供に 当たって は、利 用者の 意思及び 人格を 尊重し 、常に利
用 者の立 場に 立って 利用 者に提 供さ れ る指 定居 宅サー ビス 等が特 定の 種類又 は居 宅サービ
ス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。
（ ３）当 事業の 運営に当 たって は、市 町村 や老 人福祉 法に規 定する 老 人介護 支援セ ンター 並
び に地域 包括 支援セ ンタ ー、そ の 他 の指定 居宅 介護支 援事 業者及 び介 護保険 施設 等との連
携 にて総 合支 援事業 、地 域再生 ・活 性化に 取り 組み、 地域 包括ケ アシ ステム の構 築 を図り
ながら運営するものとする。
（ ４）当 事業の 運営に当 たって は、認 知症の人 が認知 症とと もにより よく生 きてい くことが
で きるよ うな 環境の 整備 に努力 し、 認知症 への 理解を 深め るため の普 及・啓 発の 推進等を
は じめと する 七つの 柱を 基本と する 認知症 施策 推進総 合戦 略（新 オレ ンジプ ラン ）に取り
組むものとする。
（ ５）当 事業所 は、法定 研修等 におけ る実習受 入事業 所とな るなど、 人材育 成への 協力体制
の整備をするものとする。
（事業所の名称及び所在地）
第３条

この事業所の所在地及び名称は、次のとおりとする。

（１）名称

あかね居宅介護支援センター

（２）住所

青森県五所川原市大字前田野目字長峰１１２番地２

（職員の種類、員数及び職務内容）
第４条

職員の種類、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

（１）管理者

１名

管理者 は、介護 支援専 門員に 居宅サー ビス計 画の作 成に関す る業務 を担当 させると
ともに、指導監督を行うものとする。
（２）介護支援専門員

４名

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に係る業務を行う。

（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。

（ １）営 業日

月曜日 から土 曜日ま でとす る 。ただ し、祝 祭日及び １月１ 日を除 く１２月
３１日から１月３日までの期間は休業する。

（ ２）営 業時間

午前８ 時３０ 分から 午後５ 時 ３０分 までと する。た だし、 電話等 により、

２４時間常時連絡が可能な体制とする。
（指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額）
第６条

指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の額は、次のとおりとする。

（１）指定居宅介護支援の提供方法及び内容
①

指定居 宅介護支 援の提 供の 開 始に際し 、あら かじめ 利用申し 込み者 又はそ の家族に
対 し運 営規 程の 概要等を 記載 した 文書 を交付し て説 明を 行い、 当該提 供の 開始 につい
て利用申し込み者の同意を得なければならない。

②

指定居 宅介護支 援の提 供の 開 始に際し 、あら かじめ 居宅サー ビス計 画が利 用者の希
望 を基 礎と して 作成され たも ので ある こと等に つき 説明 を行い 、理解 を得 なけ ればな
らない。

③

介護支 援専門員 は、居 宅サ ー ビス計画 の作成 の開始 に当 たっ ては、 当該地 域におけ
る 複数 の指 定居 宅サービ ス事 業者 等 の 紹介、サ ービ スの 内容、 利用料 等の 情報 を適正
に 利用 者又 はそ の家族に 対し て提 供し て利用者 にサ ービ スの選 択を求 め 、 それ を理解
したことについて署名を得て、支援経過等に記載するものとする。

④

介護支 援専門員 は、居 宅サ ー ビス計画 の作成 に当た っては、 適切な 方法に より利用
者 につ いて その 有する能 力や 既に 提供 を受けて いる 指定 居宅サ ービス 等、 その おかれ
て いる 環境 等の 評価を通 じて 利用 者が 現に抱え てい る問 題点を 明らか にし 、利 用者が
自 立し た日 常生 活を営む こ と がで きる ように 支 援す るう えで解 決すべ き課 題を 把握し
なければならない。

⑤

介護支 援専門員 は、前 号に 規 定する解 決すべ き課題 の把握に 当たっ ては、 利用者の
居 宅を 訪問 し、 利用者又 はそ の家 族に 面接して 行わ なけ ればな らない 。こ の場 合にお
い て介 護支 援専 門員は、 面接 の趣 旨を 利用者又 はそ の家 族に対 して十 分に 説明 し理解
を得なければならない。

⑥

介護支 援専門員 は、利 用者 及 びその家 族の希 望並び に利用者 につい て把握 された解
決 すべ き課 題に 基づき当 該地 域に おけ る指定居 宅サ ービ ス等が 提供さ れる 体制 を勘案
し て提 供さ れる サービス の目 標及 びそ 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なければならない。

⑦

居宅サービス計画に係る課題分析票は、全国社会福祉協議会方式を採用する。

⑧

介護支 援専門員 は、サ ービ ス 担当者会 議（介 護支援 専門員が 居宅サ ービス 計画の作
成 のた めに 居宅 サービス 計画 の原 案に 位置付け た指 定居 宅サー ビス等 の担 当者 （以下
こ の号 におい て「 担当者 」と いう。） を招 集し て 行う 会議を いう 。以下 同じ。） を随 時
開 催し 、担 当者 に対する 照 会 等に より 、当該居 宅サ ービ ス計画 の原案 の内 容に ついて
担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。

⑨

介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付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上でその種類、内容、利用料等について
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

⑩

介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者か
ら個別サービス計画の提出を求め、サービス事業所との連携を図るものとする。

⑪

介 護 支 援専 門 員 は、 居 宅 サ ー ビス 計 画 の作 成 後 に お いて も 利 用者 及 び そ の 家族 、指
定居 宅サービス事 業者等を 月に最低１ 回 は訪問し て居宅サービ ス計画の 実施状況の把
握を 行うとともに 利用者に ついての解決 すべき 課 題の把握を行 い、必要 に応じて居宅
サー ビス計画の変 更、指定 居宅サービス 事業者等 との連絡調整 その他の 便宜の提供を
行うものとする。

⑫

介護支 援専門員 は、利 用者 の 居宅にお ける日 常生活 上の能力 や利用 してい る居宅サ
ー ビス 等の情 報を 日頃よ り医 療機関 と共 有し、 利用 者が入 院す る場合 の情 報提供 連携、
退 院時 は円 滑な 在宅生活 への 移行 を支 援するこ とに もつ ながる ために 、医 療機 関と平
常時から連携強化を図るものとする。

⑬

介護支 援専門員 は、 居 宅サー ビス事業 者等か ら利用 者の服薬 状況、 口腔機 能、心身
又 は生 活の 状況 等に係る 情報 の提 供を 受け、居 宅介 護支 援業務 におい て把 握し た情報
は 、利 用者 の同 意を得て 主治 の医 師若 しくは歯 科医 師又 は薬剤 師に提 供す るも のとす
る。

⑭

介護支 援専門員 は、利 用者 が 提示する 被保険 者証に 、法第７ ３条第 ２項に 規定する
認 定審 査会 意見 又は法第 ３７ 条第 １項 の規定に よる 指定 に係る 居宅サ ービ スの 種類に
つ いて の記 載が ある場合 には 、利 用者 にその趣 旨（ 同条 第１項 の規定 によ る指 定に係
る居宅サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、
理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

⑮

介護支 援専門員 は、居 宅サ ー ビス計画 の作成 又は変 更に当た っては 、利用 者の自立
し た日 常生 活の 支援を効 果的 に行 うた め、原則 とし て特 定の時 期に偏 るこ とな く計画
的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

⑯

介護支 援専門員 は、居 宅サ ー ビス計画 の作成 又は変 更に当た っては 、利用 者の日常
生 活全 般を 支援 する観点 から 、介 護給 付等対象 サー ビス 以外の 保健医 療サ ービ ス又は
福 祉サ ービ ス、 当該地域 の住 民に よる 自発的な 活動 によ るサー ビス等 の利 用も 含めて
居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

⑰

指定居 宅介護支 援の提 供に 当 たっては 、懇切 丁寧に 行うこと を旨と し、利 用者又は
その家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

⑱

利用者及びその家族からの相談は当事業所相談室において行うが、必要に応じて利
用者及びその家族を訪問して行うものとする。

⑲

当事業所は、地域包括支援センターから支援困難ケースを紹介された場合に、当該
ケースを受託し居宅介護支援提供を行うものとする。

⑳

介護支援専門員は、介護保険上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマ
ネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることと
する。

㉑

当事業所は、地域における居宅介護支援事業のケアマネジメントの質の向上を牽引
する立場にあることから、地域包括支援センターや他法人が運営する居宅介護支援事
業所と共同の事例検討会･研修会等を実施する。

㉒

当事 業 所は 、 介護 支 援 専門 員 実務 研 修に お け る科 目 「ケ ア マネ ジ メ ント の 基礎 技 術
に関する実習」等の協力体制を確保する。

（２）利用料その他の額
①

指定居 宅介護支 援を提 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
るものとする。

②

指定 居宅 介護支 援に 要した 交通 費は、 五所 川原市 (市浦、 金木を除 く )にお 住まいの
方 は無 料で す。 それ以外 の地 域の 方は 、通常の 事業 の実 施地域 を超え た地 点か ら換算
して、１㎞につき３７円の費用を徴収する。

（通常の事業の実施地域）
第 ７条

通常の 事業の実 施地域 は、五 所川原市 地域包 括支援 センター 協力機 関あか ね在宅介

護 支援セ ンタ ーの担 当地 区であ る七 和地区 、長 橋地区 （豊 成）と する 。その 他の 地域につ
いては相談に応じる事とする。
（緊急時等における対応方法）
第 ８条

職員は 、現に指 定 居宅 介護サ ービスの 提供を 行って いるとき に利用 者に病 状の急変

が 生じた 場合 その他 必要 な場合 は、 速やか に、 主治医 への 連絡を 行う 等の必 要な 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。
（事故発生時における対応方法）
第 ９条

職員は 、現に指 定居宅 介護介 サービス の提供 を行っ ていると きに利 用者に 事故が発

生 した場 合に は、管 理者 に報告 し、 直ちに 応急 処置を 行う と同時 に医 療機関 への 搬送等の
措置を講じ、速やかに家族に連絡を行うものとする。又、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 の原 因を釈 明し 、再発 生を 防止す る為 の対策 を講 じなけれ
ばならない。
２

賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償での対応を行うものとする。

（非常災害対策）
第 １０条

管理 者は、非 常災害 対 策に 関する具 体的計 画を策 定すると ともに 、非常 災害対策

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
（虐待防止に関する事項）
第 １１条

管理 者は、利 用者 の 人権の 擁護・虐 待の防 止等の ため、責 任者を 設置す る等必要

な 整備を 行う ととも に、 その職 員に 対し、 研修 を実施 する 等の措 置を 講ずる よう 努めるも
のとする。

（相談・苦情等の解決）
第１２条

提供した指定居宅介護サービスに関する利用者並びにその家族等からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
２

提供 した指 定居宅介 護 サー ビスに 関し、法 令に基 づき市 町村又は 県が行 う報告 若しくは
文 書その 他の 物件の 提出 若しく は提 示の命 令、 又は当 該職 員から の質 問 若し くは 事業所の
設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、利用者並びにその家族から

の 苦 情 に関 し て市 町 村又 は 県 が行 う 調査 に 協力 す る とと も に、 市 町村 又 は 県の 助 言に 従 っ
て必要な改善を行わなければならない。
３

社会 福祉法 （昭和２ ６年法 第４５ 号）第８ ３条に 規定す る運営適 正化委 員会が 同法第８
５条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

（秘密の保持について）
第１３条

当事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知りえた契約者及び家族の秘密を

漏らしてはならない。
２

当事業所の従事者であった者は、正当な理由がなくその業務上知りえた契約者及び家族の秘
密を漏らしてはならない。

３

事業者は、契約者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議、地域ケア会議等
で必要がある場合に限り、必要な範囲内で契約者又は家族の個人情報を用いる場合がある。
（個人情報保護に対する基本方針）

第１４条

個人情報については、当事業所が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護の

ために、自主的なルール及び体制を確保し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び
厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言するものとす
る。
２

個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
①個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知又は公表し、利用目的に従って、適切
に個人情報の収集、利用、提供を行うものとする。
②個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにする。
③個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、
予防措置等を講じて適切な管理を行うものとする。

３

安全性確保の実践
①当事業所は、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
②個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続
的な改善に努めるものとする。

４

個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
当事業所が保有する個人情報についての質問や問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、
利用停止等の依頼について、窓口を設置するものとする。
（個人情報の利用目的）
第１５条

個人情報の利用については、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護

の方針の下、利用目的を特定する。あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、必要な範囲を超
えて個人情報を取り扱うことはしないものとする。
（１）あかね居宅介護支援センター内部での利用目的
①当事業所が利用者等に提供する介護サービス
②介護保険事務
③介護サービスの利用にかかる当事業所の管理運営業務のうち次のもの
・入退所等の管理
・会計、経理
・事故等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
④当事業所の管理運営業務のうち次のもの
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
・当事業所において行われる学生等の実習への協力
・当事業所において行われる事例研究
（２）他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
①当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち
・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所
等との連携（サービス担当者会議、地域ケア会議等）、照会への回答
・利用者の診療等に当たり外部の医師の意見・助言を求める場合
・家族等への心身の状況説明
②介護保険事務のうち
・審査支払い機関へのレセプトの提出
・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出
④当事業所の管理運営業務のうち
・外部監査機関への情報提供
（会議及び研修について）
第 １６条

介 護支援 専門 員は、 利用 者 への 対応 の検討 会や 伝達等 を目 的とし た会 議を定期

的 に開催 しな ければ なら ない。 また 、 介護 支援 専門員 とし ての ス キル アップ に努 め、計画
的な研修の参加・実施を行うものとする。
（契約の終了）
第１７ 条

利 用者は、 事業者 に対し て文書で 通知す る こと で契約を 解消す ること ができる

ものとする。
２

契約の対象外に該当した場合は、契約は自動的に終了するものとする。

３

利 用者及 びその家 族によ る当事 業者介護 支援専 門員に 対して、 不適切 行為や ハラスメ

ン ト行為 等に ついて 利用 継続し 難い 背信行 為等 につい ては 、契約 を終 了する こと ができる
ものとする。

附

則

この規程は、平成１１年１０月１日から施行する。
１．平成１５年４月１日一部改正
２．平成１６年４月１日一部改正
３．平成１８年４月１日一部改正
４．平成１９年４月１日一部改正
５．平成２４年４月１日一部改正
６．平成２６年４月１日一部改正
７. 平成２７年４月１日一部改正
８．平成２７年９月１日一部改正
９．平成２８年６月１日一部改正
１０. 平成３０年４月１日一部改正
１１. 平成３１年３月４日一部改正
１２. 平成３１年４月１日一部改正

