
指定（介護予防）通所介護 おうよう園デイサービスセンター 利用契約書 

 

             様（以下「契約者」という）と、おうよう園デイサービスセンター（以

下「事業者」という）は、事業者が契約者に対して行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護（以下

「指定通所介護（予防）という」について、次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結します。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ可能な限りその居宅に 

おいて自立した生活を営むことができるよう、指定通所介護（予防）を提供し、契約者は事業者に 

対しそのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１ 契約期間は、平成  年  月  日から契約者の要介護認定又は要支援認定の有効期間 

満了日までとします。 

２ 契約満了の２日前までに、契約者から事業者に対して、文書により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。 

 

第３条（通所介護（予防）計画の決定・変更） 

１ 事業者は、契約者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、「居宅サービス計画」に沿って 

生活相談員等に「通所介護（予防）計画」の作成を担当させる。 

２ 事業者はこの「通所介護（予防）計画」の内容を契約者及びそのご家族様に説明し、同意を得た 

上で署名・捺印を頂く。 

３ 事業者は6ヶ月に1回、もしくは契約者及びそのご家族様の要請に応じて、計画担当の生活相談員

等に通所介護（予防）計画について変更の必要があるかどうか調査させ、変更の必要があると 

認められた場合には、契約者及びそのご家族様と協議の上、通所介護（予防）計画を変更する。 

４ 事業者は通所介護（予防）計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、同意を得た 

上で署名・捺印を頂く。 

 

第４条（通所介護（予防）の提供場所・内容） 

１  提供場所    おうよう園デイサービスセンター 

所 在 地    弘前市大字城南５丁目１３番地１５ 

２ 事業者は、第３条で定めた通所介護（予防）計画に沿ってサービスを提供します。 

 

第５条（サービス提供の記録の整備と開示） 

１ 事業者は、サービス提供記録を整備し、本契約の終了後２年間保管します。 

２ 事業者は必要に応じて、または申し出があった場合、個人のサービス提供記録の開示を行いま

す。 
 

 

 

 

 

 



第６条（料金） 

１ 契約者は、利用日にサ－ビス対価として下記に定める利用単位ごとのサ－ビス利用料金を支払う。 

２ 事業者は、契約者から料金の支払いを受けたときは、契約者に対し領収証を発行する。 

３ 次に掲げる費用を徴収する。 

（ⅰ）次条の通常事業実施地域以外に要した交通費は、その実費を次のとおり徴収する。 

１ 通常の実施地域を越えた地点から片道 1キロメートルまで１００円追徴。 

２  通常の実施地域を越えた地点から片道１キロメートル以上 1キロメートル 

増すごとに１００円を追徴  

（ⅱ） 前項のほか次に揚げる費用を利用した場合、実費徴収とする。 

※介護保険外サービス 

早朝・延長料金（1時間） ￥500- 

早朝・延長料金（2時間） ￥1,000- 

食事代（朝） ￥240- 

食事代（昼） ￥520- 

食事代（夕） ￥500- 

理・美容代 ￥2,000- 

岩盤浴代 ￥400- 

（ⅲ） 前各項に掲げるもののほか、通所介護（予防）の提供において行事参加費・作品作成費等、

お客様が負担することが適当と認められる費用。 

品　　　　名 本体価格 1枚あたり

介護ウエット ¥646 販売なし

メディパフラット ¥1,666 ¥56

メディパットＬ ¥948 ¥32

メディパンツＬ ¥3,367 ¥188

メディパンツＭ ¥3,366 ¥169

メディパＷガードエアリーＬ ¥1,158 販売なし

ライフリー横モレ安心テープ止タイプＬ ¥3,791 ¥223

ライフリー横モレ安心テープ止タイプＭ ¥3,791 ¥189

ライフリー横モレ安心テープ止タイプＳ ¥3,783 販売なし

ライフリー一晩中安心パットウルトラ ¥4,706 販売なし

吸引カテーテル ¥58

（経管栄養）イルリガートル ¥419

（経管栄養）注入器20ml ¥110

吸引カテーテル ¥58

経鼻栄養カテーテル ¥171

BOXティッシュ（5個入） ¥454

カミソリ（10本入） ¥285

歯ブラシ ¥140

エチケットライオン ¥241

ポリデント　 ¥752

〈　日用消耗品価格一覧　〉

介護物品

医療物品

日用物品

 

（４）各費用の支払を受けるに当たってはあらかじめお客様、又はそのご家族様に対して 

サービスの内容・金額について説明し、お客様の同意を得るものとする。 

 



（５）利用料は次の介護報酬上の告示額とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、いったんサ－ビス利用料金の全額を 

お支払い頂きます。そして介護認定を受けた後、自己負担額を除いた金額が介護保険から 

払い戻されます。（償還払い） 

※介護保険給付額に変更がある場合には、自己負担額も変更となります。 

 

第７条（サービスの中止） 

１ 契約者は事業者に対して、サービス提供日の前日午後５時３０分までにサ－ビス中止の連絡を 

してください。 

  ２ 契約者の急な体調不良や急用によるサ－ビス中止に関しては、サ－ビス提供日の朝８時００分 

までにご連絡ください。 

 

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

基本サービス費 403 460 518 575 633
個別機能訓練加算Ⅱ 50 50 50 50 50

入浴加算 50 50 50 50 50
サービス提供体制加算Ⅱ 6 6 6 6 6

②自己負担 食材費 520 520 520 520 520

¥1,029 ¥1,086 ¥1,144 ¥1,201 ¥1,259

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

基本サービス費 606 713 820 927 1034
個別機能訓練加算Ⅱ 50 50 50 50 50

入浴加算 50 50 50 50 50
サービス提供体制加算Ⅱ 6 6 6 6 6

②自己負担 食材費 520 520 520 520 520

¥1,232 ¥1,339 ¥1,446 ¥1,553 ¥1,660

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

基本サービス費 695 817 944 1071 1197
個別機能訓練加算Ⅱ 50 50 50 50 50

入浴加算 50 50 50 50 50
サービス提供体制加算Ⅱ 6 6 6 6 6

②自己負担 食材費 520 520 520 520 520

¥1,321 ¥1,443 ¥1,570 ¥1,697 ¥1,823

※所要時間3時間以上5時間未満（9:00～12:15）

利用料

①保険
適用

①+②合計(1日）

①+②合計(1日）

介護職員処遇改善加算）　（基本サービス費+各種加算・減算）×利用日数×1.9％で算出されます。

※所要時間5時間以上7時間未満（9:00～14:15）

利用料

①保険
適用

①+②合計(1日）
※所要時間7時間以上9時間未満（9:00～16:15）

利用料

①保険
適用

②自己負担

¥520 ¥520

介護予防・生活支援事業利用料金

合計（利用日毎） ¥1,520

食材費 ¥520

24 48

食材費 520 520

利用料 ¥1,000

¥2,884 ¥5,029

2回目以降

要支援１ 要支援２

2115 4236

225 225

通常規模型（介護予防）通所介護利用料金

①保険
適用

利用料

基本サービス費

運動機能向上

サービス提供体制加算Ⅱ

①+②初回のみ（月）



第８条（料金の変更） 

１ 第７条に定めるサ－ビス料金について変更があった場合、事業者は契約者に対して文書で通知 

することによりサ－ビス利用料金を変更する事ができる。 

２ 事業者は契約者が料金の変更について同意を得た上で署名・捺印を頂きます。 

３ 契約者が料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することによりこの契約を 

解約することができます。 

 

第９条（契約の終了） 

１ 契約者は事業者に対して、１週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を 

解約することができます。ただし、契約者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は 

予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２ 次の事由に該当した場合は、契約者は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。 

① 事業者もしくはサ－ビス従事者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者もしくはサ－ビス従事者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者もしくはサ－ビス従事者が故意または過失により契約者の身体、財物、信用等を傷つ

け、または著しい不信行為、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 他お客様が契約者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合に

おいて、事業者が適切な対応をとらない場合。 

３ 次の事由に該当した場合は、事業者は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。 

①契約者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも 

かかわらず30日以内に支払われない場合 

 ②契約者又はそのご家族様等が事業者やサービス従業者又は他のお客様に対して本契約を 

継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

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 契約者が介護保険施設に入所した場合 

 ② 契約者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

 ③ 契約者が死亡した場合 

 

第１０条（秘密保持） 

１ 事業所の従業員は、サービス提供をする上で知り得た契約者及びそのご家族様に関する 

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、契約者またはご家族様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 

会議等において、契約者またはご家族様の個人情報を用いません。 

  

第１１条（賠償責任） 

   事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、事業者の責に帰すべき事由により 

契約者に生じた損害について賠償する責任を負う。 

     



第12条（健康管理） 

事業者は、お客様の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善

又は維持のための機能訓練と健康管理を行う。 

 

第 13条 （緊急時の対応） 

サービスの提供時間内に契約者の状態が急変した場合、速やかにご家族様、担当介護支援専門員、

主治医に連絡し、必要な措置を講ずるとともに管理者に報告をする。 

但し、受診に伴う費用は（有料タクシー、ヘルパーなど）は個人負担とする。 

 

第14条（連携） 

事業者は、通所介護（予防）の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉 

サービスを提供する者との密接な連携に努めます。なお、第10条第２項から第４項に基づいて 

解約通知をする場合は、事前に介護支援専門員に連絡します。 

 

第15条（苦情処理） 

 事業者は、契約者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し迅速に対応します。 

 

 

 

 

第16条（協議事項） 

 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と 

誠意を持って協議する 

第17条（裁判管轄） 

   本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、契約者及び事業者は、契約者の住所地を 

管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 

 

 

 

 
附記  この規定は平成 12年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 17年  10月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 18年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 19年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 20年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 21年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 22年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 23年  2月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 23年  3月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 24年  4月 1日より施行する。 

附記  この規定は平成 26年  4月 1日より施行する。 

 

 

 


