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（介護の具体的取扱方針） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、利用者が住み慣れた地域で生活を継続

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、訪問サービス及び宿泊サービス

を柔軟に組み合わせる事により、妥当適切にサービスを提供します。 

２．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用

者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮し

て行います。 

３．小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、

漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが

できるよう必要な援助を行います。    

４．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

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

等について、理解しやすいように説明を行います。    

５．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行いません。    

６．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しま

す。   

７．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、通いサービスの利用者が登録定員に比

べて著しく少ない状態が続かないように配慮します。 

８．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、登録者が通いサービスを利用していな

い日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登

録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供します。 

９．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、定めた登録定員に満たない時のみ短期

利用を行えるものとします。短期利用の期間は、７日以内とします。（利用者の日常生活

上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 14 日以内の利用が可能で

す） 

 

（居宅サービス計画の作成） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ の管理者は、介護支援専門員に、登録者の

居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 

２．介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号）第１

３条各号に掲げる具体的取り組み方針に沿って行うものとします。 

 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、毎月、市町村に対し、居宅サービス計画



 

において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置

づけたものに関する情報を記載した文書を提出します。 

 

 

（利用者に対する居宅サービス計画書の書類の交付） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介

護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申し出があった場合には、当該登録者

に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

（小規模多機能居宅介護計画の作成） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ の管理者は、介護支援専門員に、小規模多

機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させます。 

２．小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会

の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めます。 

３．介護支援専門員は、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、

他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、

これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、

訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行います。 

４．介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 

５．介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機

能型居宅介護計画を利用者に交付します。 

６．介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多

機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小

規模多機能型居宅介護計画の変更を行います。 

 

（介護等） 

１．介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する

よう、適切な技術を持って行います。 

２．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、その利用者に対して、利用者の負担に

より、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外

の者による介護を受けさせることはいたしません。 

３．指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な

限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めます。 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエは、利用者の外出の機会の確保その他の利用

者の意向等をふまえた社会生活の継続のための支援に努めます。 

２．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、利用者が日常生活を営む上で必要な行



 

政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、

その同意を得て、代わって行います。 

３．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、常に利用者の家族との連携を図るとと

もに利用者とその家族との交流等の機会を確保するように努めます。 

（緊急時等の対応） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供

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

の医師又はあらかじめ指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ が定めた協力医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

（運営規定） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、事業の運営についての重要事項に関する

規定を以下のように定めます。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、利用者が住み慣れた地域で生活を継続で

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、訪問サービス及び宿泊サービスを

柔軟に組み合わせる事により、妥当適切にサービスを提供します。 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

管理者：１名 

    ※事業所の管理業務に従事します。 

介護支援専門員：１名以上 

※登録者のサービス調整、相談業務、行政への届け出の代行を行います。 

小規模多機能型居宅介護従事者（うち１以上の者は、常勤） 

看護職員：１名以上（小規模多機能型居宅介護従事者のうち１以上の者は、看護

師又は准看護師）          

     ※健康チェック等の医療業務を行います。 

介護職員：通所サービス３：１以上（常勤換算方法） 

     訪問サービス１日２名以上（常勤換算方法） 

         宿泊サービス１名以上 

         宿直勤務に当たる者１名以上（自宅待機し、随時の訪問サービスに支

障がない体制を整備） 

         ※日常生活の介護等を行います。 

 

（３）営業日及び営業時間 

①営業日 ３６５日 年中無休 

②営業時間 

通いサービス利用時間帯   ６：００  ～  ２１：００ 

宿泊サービス利用時間帯  ２１：００  ～   ６：００ 

訪問サービス利用時間帯   ２４時間 



 

（４）指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通所サービス及び宿泊サービスの利

用定員 

  指定小規模多機能型居宅介護登録定員   ２５名 

通いサービス利用定員          １５名 

宿泊サービス利用定員           ５名 

 

（５）指定小規模多機能型居宅介護の利用料その他の費用の額 

提供する当事業所の利用料金は、重要事項説明書のとおりとし、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ます。（法定代理受領サービスであるときは、介

護保険法で定められた額とします。） 

ただし、次に掲げる項目について、別に定める利用料金の支払いを受けます。  

① 宿泊にかかる費用  

② 食事の提供にかかる費用 

③ レクリエーションやクラブ活動にかかる費用の実費 

④ サービス提供に関する複写物の交付にかかる費用の実費 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用の実費 

⑥ 日常生活品の購入代金等、日常生活に要する費用で利用者が負担することが適当であ

るものにかかる費用の実費 

※前６項に関して、厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化その他や

むを得ない事由がある場合、相当な額に変更することとします。その場合事前に変更

の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までに利用者に説明することとし

ます。 

 ※前６項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとします。 

  

（６）通常の事業の実施地域 

豊川市内 

 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

自傷他害又は感染症に罹患している方のご利用はできません。 

 

（８）緊急時における対応方法 

病状の悪化や急変時については、主治医又は協力医療機関と連絡を取り、速やかに適

切な対応を行います。 

 

（９）非常災害対策 

天変地異等の際については、地域の防災組織と連携を図り、適切に対処いたします。 

 



 

（１０）その他運営に関する重要事項 

  別途重要事項説明書に記載 

 

 

（定員の遵守） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行いません。 

 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必

要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることがありますのでご了承下さい。

なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合も、定員を超えることがあります。 

 

（協力医療機関等） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、主治の医師との連携を基本としつつ、

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関等を定めます。 

２．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めま

す。 

３．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携

及び支援体制を整えます。 

協力医療機関 

・医療機関     こじま内科クリニック   豊川市八幡町上宿７５－５ 

・歯科医療機関   こばやし歯科       豊川市青馬町５丁目３４番地 

連携施設 

・介護付有料老人ホーム シニアヴィラ パトリ 

                      豊川市国府町下河原３－１ 

（調査等への協力等） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に

関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われて

いるかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

 

（地域との連携等） 

１．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、利用者の家族、地域住民の代表者、指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ 

が所在する市町村の職員又は指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ が所在する区域を

管轄する介護保険法（平成９年１２月７日法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等

により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、お

おむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要



 

な要望、助言等を聴く機会を設けます。 

 

運営推進会議のメンバー                              

・利用者の家族の代表者                  １名 

・地域住民の代表者                    ２名 

・市町村職員又は地域包括支援センターの職員        １名 

・小規模多機能型居宅介護の管理者             １名 

・知見を有する者                     １名 

                          合計 ６名 

２．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、前項の報告、評価、要望、助言等につ

いての記録を作成するとともに、当該記録を公表します。 

３．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、その事業の運営に当たっては、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の地域との交流を図ります。 

４．指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、その事業の運営に当たっては、提供し

た指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する

者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めます。 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

 指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、可能な限り、利用者がその居宅において

生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が法第６３条第６項各号に掲

げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行え

るよう、必要な措置を講ずるよう努めます。 

 

（記録の整備） 

１、指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備します。 

２、指定小規模多機能型居宅介護 ホワイエ は、利用者に対する指定小規模多機能型居

宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しま

す。 

（１）居宅サービス計画書 

（２）小規模多機能型居宅介護計画書 

（３）基準第３条の１８第２項に規定する提供した具体的サービスの内容等の記録 

（４）基準第７３条第六号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（５）基準第３条の２６に規定する市町村への通知に係る記録 

（６）基準第３条の３６第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（７）基準第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

（８）基準第８５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 


