
１． 事業の目的と運営方針

２． 施設の内容

（１） 提供するサービスの種類

施設名 特別養護老人ホーム　ほゝえみ

指定番号

所在地 東京都立川市上砂町　２－３－１０

管理者の氏名 理事長 青木　澄雄

施設長 川越　悟

電話番号 ０４２－５３７－７００５

ＦＡＸ番号 ０４２－５３７－７００６

サービスを提供する地域　　　　立川市　　　　　　短期入所者については東京都

（２） 施設の従業者体制

（３） 職種の勤務体制

健康管理及び療養上の指導

１名（常勤　１名）

１名（常勤　１名）

２名（常勤１名、非常勤１名）

１２名（常勤１１名、非常勤１名）

１名（常勤　１名）

食事の献立作成、栄養計算、栄養指導等

健康管理、療養管理

介護業務

ケアプランの作成

７：３０～１６：３０

１７：００～１０：００

１０：３０～１９：３０

８：３０～１７：３０

１名

人　　員

１名（常勤　１名）

１名（非常勤　１名）

生活相談及び指導

介護職員

介護支援専門員

生活相談員

２人

２人

３人

２人

栄養士

看護師

柔道整復士

業務の一元的な管理

機能訓練、リハビリ

遅　番

日　勤

　要介護状態にある方に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することにより要介護
状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。
また、東京都及び立川市、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの
提供に努めます。

特別養護老人ホーム　ほゝえみ　　重要事項説明書

1393000086

夜　勤

医師　（嘱託）

早　番

調理員

従事するサービス種類、業務

施設長

職　　種



（４） 設備の概要

定員２９名

○ 居室　（個室）　２９室

入所者の居室には、ベッド・たんす・ロッカー・エアコン・椅子・テレビ・ナースコール等の備品

○ 食堂　　　２室　

○ 浴室 　　　１室　

○ 洗面所及びトイレ

洗面所・・・各居室、各階廊下に２か所ずつ

便所・・・・各階に４か所ずつ

○ 機能訓練室　　　2室

○ 医務室    １室

入所者の診療・治療、薬管理のために、医務室を設けています。

○ 静養室 　（個室で対応します）　

３． サービスの内容

（１） 基本サービス

① 食事 朝食 ７：３０～　８：３０

昼食 １２：００～１３：００

夕食 １８：００～１９：００

② 介護 食事介助、更衣介助、排泄介助、体位変換、移動介助、相談等の精神的ケア

③ 入浴 週２回の入浴を実施します。特別浴又は清拭となる場合があります。

④ 機能訓練 機能訓練室にて入所者の状況に応じて機能訓練を実施します。

⑤ 健康管理 定期健康診断、健康チェック（血圧、体温）、嘱託医師による回診（週１回）

医療が必要と判断された場合は速やかに医療機関に通院又は入院して頂きます。

緊急時は医療機関に責任を持って引き継ぎます。

⑥ 生活援助 寝たきり防止のためできる限り離床に配慮します。

生活リズムを考え、毎朝夕の更衣を行うよう、配慮します。

清潔な寝具を提供します。（リネン交換を週１回実施、必要な場合はその都度実施）

（２） その他のサービス

① 理容 月１回、理容サービスを実施しております（料金は自己負担）。

② レクリエーション 体操、料理クラブ、カラオケ、書道、歌等定期的に実施しています。

季節の行事、お誕生日会、外出、ボランティアによる慰問

③ 行政手続き代行

④ 金銭等の管理 自らの手による管理が困難な場合はお預かり、管理致します。

身体状況に応じた食事を提供し、食事の時間、場所はご利用者の希望に応じます。

行政機関への手続きが必要な場合、ご家族の状況によっては代行して行います。

入所者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、入所者が使用できるテーブ
ル・いす・箸や食器類などの備品

浴室には入所者が使用しやすいよう、一般浴槽の他に要介助者のための特殊浴
槽を設けます。

入所者が使用できる機能訓練室を設けています。(食堂と併用）



４． 利用料金

（１） 介護報酬告示額

① 基本料金 別紙「重要事項説明書（別紙：介護費）」参照

② 加算料金 別紙「重要事項説明書（別紙：介護費）」参照

（２） その他の費用

①  「居住費」及び「食費」  １日あたりの金額

※ 介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。

第１段階 市民税非課税世帯の老齢年金受給者

第２段階 市民税非課税世帯であって、課税年金額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

第３段階 市年税非課税世帯であって、第１、第２段階以外の方

第４段階 市民税課税世帯の方

※

② 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担）

ア 嗜好品代 実   費   (ご希望の方) 

イ 事務手数料 月　額　　１５００円

ウ 理容代 １ 　回　　１５００円

ウ その他 個人で必要な物品・食品の購入(ご希望の方)

医療費・薬代（実費）、歯科往診費用（2,000～2,500円）

希望者が参加されるレクリエーション、クラブ活動費用や外出時の実費

５． サービス利用に当たっての留意事項

（１） 入所者又はその家族は、体調の変化があった際には施設の従業者にご一報ください。

（２）

（３）

（４）

（５） 施設内には、熱感知器が設置してあるので、ライター・マッチ等の使用はご遠慮ください。

（６） 施設内における他のご利用者様、職員に対する宗教活動及び政治活動は遠慮ください。

（７）

ご利用者様の健康状態及び運営管理上必要があると認められるときは、協議の上居室を変更す
ることがあります。

入所者は、施設内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。また、施
設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が
生じた場合、弁償していただく場合があります。

施設内での喫煙・飲酒は原則としてお断りしています。、また、酒気を帯びての施設内への立ち
入りはご遠慮ください。

ご利用者様の介護状態に変化が見られた際は、ご家族と協議のうえ介護認定の変更申請うこと
があります。

３２０円

居住費

　　　 １，３８０円

　　　　　 ６５０円

　　　　　 ３９０円

　　　　　 ３００円

食費

ご利用者様が、入院あるいは外泊等で、ほゝえみの居室を利用しない場合は、介護保険の
「負担限度額」に関係なく、１日あたり居住費として1,150円をご負担いただきます。ただし、
短期入居者が当該空室を利用した場合は、居住費は発生しません。

第３段階

第２段階

第１段階

　     １，１５０円

８２０円

４２０円

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該介護老人福祉施設のサービスが法定代理受領
サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。

第４段階



（８）

（９） 他のご利用者様に、迷惑となる行為は慎んでください。

（１０） 外出は必ずご家族の付添のもとでお願いします。(但し、施設行事は除きます。)

６． 非常災害対策

消防署 立川消防署 立川市泉町1156-1 電話　042-526-0119

砂川出張所 立川市砂川町3-43-4 電話　042-535-0119

防火管理者 川越　悟

・ 防災時の対応　　防火管理者により対応します。

・ 防災設備　　　　　消防署の定期的な検査・指導のもと整備されています。

・ 防災訓練　　　　　年３回の防災訓練を実施しています。

避難場所 一時避難場所　　ウェルケアひだまり　    上砂町3-36-14   042-534-9966

敬愛ホーム　　　 　　　　上砂町2-14-1   　042-537-5637

広域避難場所　　昭和記念公園

その他

・ 備蓄 ３日分の食糧・水・その他を備蓄しています。

・ ＡＥＤ ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を設置してあり、導入訓練を実施しています。

７． 緊急時の対応

８． 事故発生時の対応

９． 守秘義務に関する対策

１０．入所者の尊厳

入所者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。

１１．身体拘束の禁止

面会時間は、１０：００～１８：００とさせていただきます。これ以外の時間はご相談くだ
さい。また、飲食物の持ち込みは、衛生上及び健康上の理由のため職員にお申し出くださ
い。

施設では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡
を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回以上ご入
所者及び従業者等の訓練を行います。

サービス提供時に入所者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医
療機関への連絡等必要な措置を講じます。

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、東京都、立川市および関係諸機関等への連
絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべ
き事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

施設及び従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保守します。また、退職後におい
てもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。

原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急や
むを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に入所者及びその家族へ十分な説明を
し、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由について記録します。



１２．苦情相談窓口

※ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

ご利用相談室　窓口担当者： 川越　悟（施設長）

ご利用時間： ８時３０分～１７時３０分

ご利用方法： 電話　０４２－５３７－５６３７

また、玄関に苦情受付箱を設置しています。

※ 公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。

・ 立川市役所介護保険課介護給付係

立川市泉町１１５６－９

電話番号：042-523-2111(内線1441)　  ＦＡＸ番号：042-522-2481

受付時間：８時３０分～１７時００分（土日、祝日を除く）

・ 東京都国民健康保険団体連合会介護相談指導課介護相談窓口

東京都千代田区飯田橋３丁目５番地１号　　東京区政会館１１階

電話番号：03-6238-0177

受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く）

・ 東京都社会福祉協議会　　福祉サービス運営適正化委員会（事務局）

東京都千代田区神田駿河台1-8-11　東京YWCA会館3階

TEL：03-5283-7020（専用電話）　　　ファックス：03-5283-6997

※ 苦情処理第三者委員

弁護士　　　田路　至弘(とうじ　よしひろ)　　　電話番号03-3214-6436

公平中立な立場で苦情を受け付け、相談にのっていただける委員です。

１３．協力医療機関等

＜協力医療機関・施設＞

○ 独立行政法人国立病院機構　 所在地 東京都立川市緑町3256番地
災害医療センター 電話 042-526-5511

○ アイコールメディカル在宅クリニック 所在地 立川市曙町1-30-12JPﾄﾗｽﾄﾋ゙ﾙ2F
（嘱託医） 電話 042-519-3078

○ 山下歯科診療所 所在地 東京都立川市幸町2-23-8
電話 042-534-0188

○ 特別養護老人ホーム 所在地 立川市上砂町2-14-1
敬愛ホーム 電話 042-537-5637

○ 高齢者介護施設 所在地 立川市上砂町3-36-14
ウェルケアひだまり 電話 042-534-9966

１４．損害賠償について

当施設において、施設の責任によりご入所者様に生じた損害については、施設は、速やかにその損
害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、損害の発生について、ご入所者
様に故意又は過失が認められた場合には、ご入所者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額す
るのが相当と認められた場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。

施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、入所者の状態が急変した場合等に
は、速やかに対応をお願いするようにしています。また、バックアップ施設として近隣の３施設と連携
しています。



１５．法人の概要

名称・法人種別・代表者 社会福祉法人敬愛会　　理事長　　青木　澄雄

本部所在地 立川市幸町４－５２－１

定款の目的に定めた事業 保育所 特別養護老人ホーム

高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護

通所介護 看護小規模多機能型居宅介護

訪問介護 短期生活入所者生活介護

居宅介護支援事業所 高齢者向け住宅

所在地 東京都立川市上砂町２－３－１０

事業所名 特別養護老人ホーム　ほゝえみ

説明者 川越　悟 印

＜利用者＞

住所

氏名 印

＜代理人＞

住所

氏名 印

【その他確認欄】

嗜好品（おやつ、飲み物等の飲食物）：２２０円／日　について

□ 希望する □ 希望しない

   私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説
明を受けました。

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日

   介護老人福祉施設入所にあたり、ご利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な
事項を説明しました。

＜事業者＞


