
 

 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人わかば会が開設する、おうよう園デイサービスセンター（以下 「事業所」と

いう）が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）

の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者やスタ

ッフが、要支援・要介護状態にあるお客様に対し、自立支援に向けて適正なサービスを提供す

ることを目的とする。 
 

（運営の方針） 

第２条  指定通所介護（予防）サービス計画に基づき、可能な限り在宅においてその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行

うことにより、お客様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにご家族様の身体的

及び精神的負担の軽減を図ることを目指し、地域やご家庭との結びつきを重視する。 
 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条  この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 （１） 名 称   おうよう園デイサービスセンター 

         （２） 所在地   弘前市大字城南５丁目１３番地１５ 
 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条   この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

職名 資格 常勤 非常勤 兼務の別 合計 業務内容 

管理者 社会福祉主事 1 名  

特養 

ショートスティ 

グループホーム 

1 名 
施設スタッフ及び業務

の管理 

生活相談員 

介護支援専門員    

1（1）名 

お客様の相談 

通所介護計画作成 

介護業務 

 介護福祉士 1（1）名  
（1）名デイサービス 

介護士 

看護師 正看護師  2 名 

特養 

ショートステイ 

グループホーム 

2 名 

利用お客様の健康管理 

機能訓練指導員 

正看護師   

 1 名 
機能訓練計画の作成・

評価及び訓練実施 
准看護師 1 名  

介護士 介護福祉士 1（1）名 1 名 
（1）名 デイサー

ビス生活相談員 
2（1）名 

お客様の日常生活全般

の介護 

介護員  3 名 2 名  5 名 
お客様の日常生活全般

の介護 

合  計 7 名 5 名  12 名  

 

 

 

(介護予防)通所介護 おうよう園デイサービスセンター運営規程 



 

（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／年中無休 

         （２） 営業時間／午前７時から午後５時半まで 

（３） サービス提供時間／午前９時００分から午後３時３０分まで 

            早朝サービス／午前７時から午前８時５９分まで（保険外） 

           延長サービス／午後３時３１分～午後５時３０分まで（保険外） 

※上記営業時間外にサービスの必要のある場合は、勤務体制を整える事が出来る時に限りサービスを提

供します。 

 

（指定通所介護（予防）の利用定員） 

第６条 （１）事業所の利用定員は３４名とする。（災害等やむを得ない場合を除き） 

 

（指定通所介護（予防）の内容及び利用料その他の費用提供方法及び内容） 

第７条 １．指定通所介護（予防）の内容は、次のとおりとし、指定通所介護（予防）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し、当該指定通所介護（予防）

が法定受領サービスであるときは、その１割の額とする。     

 

２． 指定通所介護（予防）の内容 

（ⅰ）生活相談 

（ⅱ）機能訓練 

（ⅲ）介護サービス 

（ⅳ）介護方法の指導 

（ⅴ）健康状態の確認 

（ⅵ）送迎 

（ⅶ）食事サービス       

（ⅷ）入浴サービス 

 

３．次に揚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（昼） ￥530- 

理・美容代（顔そり付き） ￥2,500- 

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。 

＜日用品消耗品価格一覧＞ 

 

 品名 本体価格 １枚あたり 

介護物品 

メディパフラット ￥1,697 ￥57 

メディパット L ￥966 ￥33 

メディパンツ L ￥3,430 ￥191 

メディパンツ M ￥3,429 ￥172 

ライフリー横モレ安心テープ止タイプ L ￥3,861 ￥227 

ライフリー横モレ安心テープ止タイプ M ￥3,861 ￥193 

医療物品 

吸引カテーテル ￥59  

（経管栄養）イルリガードル ￥427 

（経管栄養）注入器 20ml ￥112 

経鼻栄養カテーテル ￥174 

日用物品 

カミソリ（10本入） ￥290 

歯ブラシ ￥143 

歯磨き粉 ￥245 

義歯洗浄剤 ￥766 

 

 （ⅳ） 各費用の支払い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 

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。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条   通常の事業の実施地域は、弘前市とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第９条   サービス利用にあたっての留意事項は次のとおりとする。 

（１） お客様は管理者や職員の指導による機能訓練等を行い、共同利用の秩序を保ち、相互の

親睦に努める。 

（２） お客様は健康に留意するものとする。 

（３） お客様は事業所の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために事業所に協力する。 

（４） お客様は、けんか、口論、泥酔などで他のお客様等に迷惑を及ぼすことをしない。 

（５） お客様は、宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために 

他人の自由を侵すことをしない。 

（６） お客様は、指定した場所以外で火気を用いない。 

（７） お客様は必要以上の金品を持参しない。やむをえず持参した場合は、事務室にて一時お

預かりを申し出てください。お客様管理での紛失に関しては責任を負いかねます。 

 

（健康管理） 

第１０条  事業所は、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。 

 

（緊急時の対応） 



第１１条  サービスの提供時間内にお客様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する。 

但し、受診に伴う費用は（有料タクシー・ヘルパーなど）個人負担とする。 

（事故発生時の対応） 

第１２条  （１）サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村・ご家族様等に連

絡を行うと共に必要な措置を講じる。 

          （２） サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

但し、施設の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。   

（非常災害対策） 

第１３条 （１）非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、非難に関する計画を作成する。 

      （２）非常災害に備えて少なくとも年２回は避難、救出その他必要な訓練等を行う。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１４条 （１）事業所の従業者は正当な理由がなく業務上知り得たお客様又はそのご家族様の秘密

を漏らしてはならない。 

      （２）退職者等が、正当な理由がなく業務上知り得たお客様又はそのご家族様の秘密を漏

らすことがないよう必要な措置を講ずる。 

      （３）居宅介護支援事業者等に対して、お客様に関する情報を提供する際には、あらかじ

め文書によりお客様の同意を得る。 

      （４）スタッフの資質向上のために、次のとおり研修の機会を設ける。 

          ⅰ  採用時研修  採用後１ヵ月以内（新人職員教育訓練） 

ⅱ  継続研修   部門別内部研修計画による（年４回以上） 

            （５）事業所の運営にあたっては、地域住民又は住民活動との連携を、協力を行うなど地

域との交流を図る。 

附記  この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

附記  この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附記  この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附記  この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２３年 ２月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２３年 ３月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２３年 ７月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２３年１２月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２７年 ８月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２７年１１月２１日から施行する。 

附記  この規程は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成２８年 ６月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成３０年 １月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附記  この規程は、令和 １年 ５月 １日から施行する。 

附記  この規程は、令和 １年１０月 １日から施行する。 


