ショートステイ高原園 （介護予防）指定短期入所生活介護
【ユニット型（空床型対応）】

運営規程

（事業の目的）
第１条

社会福祉法人緑会（以下「事業者」という。）が開設する、ショートステイ高原

園（以下「事業所」という。）が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所
生活介護（以下「指定短期入所生活介護等」という。）の事業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、施設で指定短期入所生活介護の提供に当
たる従業者（以下「職員」という。）が、要介護又は要支援状態にあり、居宅における
生活に一時的に支障が生じた高齢者（以下「利用者」という。）に対し、適正な指定短
期入所生活介護等を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図
るとともに、安心して日常生活を過ごす事が出来る様居宅サービス及び介護予防サービ
スを提供する事を目的とする。
（指定短期入所生活介護の運営の方針）
第２条

事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能

力に応じ自律した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他
日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用
者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
２

事業の実施に当たっては、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
たサービスの提供に努めるものとする。

３

事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・医療
・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めると
ともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとする。
（指定介護予防短期入所生活介護の運営方針）

第３条

事業所の職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、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支援及び機能訓練を行うことにより、利用
者の心身機能の維持回復を図ることをもって、利用者の生活機能の維持又は向上を目指
すものとする。
２

事業の実施に当たっては、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
たサービスの提供に努めるものとする。

３

事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、指定介護予防支
援事業者（地域包括支援センター）、保険医療機関及び関係市町村などと連携し、効率
性・柔軟性を考慮した上で、要支援者が出来る事は要支援者が行うことを基本としたサ
ービス提供に努める。
（指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護の一体的運営）

第４条

指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護のサービスの提供は、

同一の事業所において一体的に運営するものとする。
（事業所の名称及び所在地）
第５条

事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
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（１）

名

称

（２）

所在地

ショートステイ高原園
群馬県太田市龍舞町410番地2

（利用定員）
第６条

特別養護老人ホーム高原園の入居定員１００名以内において、入院等をした入居

者の居室を利用して、指定短期入所生活介護等を提供できるものとする。
（職員の職種、員数及び職務内容）
第７条

事業に従事する職員の職種、員数及び職務内容は、特別養護老人ホーム高原園に

勤務する従業者の配置によるものとする。

（指定短期入所生活介護の内容）
第８条

指定短期入所生活介護の内容は、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上

の世話、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養
又は娯楽に係る活動の機会の提供並びに送迎とし、指定短期入所生活介護の提供に当た
っては次の各号に留意するものとする。
（１）

指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化防止に資するよう、利用者の心身の状況を踏まえ、利用者が日常生活を営むのに
必要な援助を行うものとする。
（２）

指定短期入所生活介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者と連携を図る

こと等により利用者の心身の状況を把握し、これらを踏まえ、また、相当期間以上
にわたり継続して入居することが予定される利用者については、サービスの目標及
び当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載した短期入所生活介護計画
を作成し、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
（３）

指定短期入所生活介護の提供に当たっては、職員は利用者及びその家族に対し

て、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するものとする。
（４）

指定短期入所生活介護の提供に当たっては、事業所において利用者又は他の利

用者の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用
者の行動を制限する行為を行わないものとする。なお、緊急かつやむを得ず身体拘
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するものとする。
（５）

事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にそ

の改善を図るものとする。
（指定介護予防短期入所生活介護の内容）
第９条

指定介護予防短期入所生活介護の内容は、入浴、排泄、食事等の介護、その他日

常生活上の支援、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣
味、教養又は娯楽に係る活動の機会の提供並びに送迎とし、指定介護予防短期入所生活
介護の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。
（１）

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者の介護予防に資す

るよう、利用者の心身の状況を踏まえ、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を
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行うものとする。
（２）

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治医又は歯科医師から

の情報やサービス担当者会議等からの情報により、利用者の心身の状況及び日常生
活全般の状況を的確に把握し、これらを踏まえ、また、相当期間以上にわたり継続
して入居することが予定される利用者については、介護予防短期入所生活介護計画
を作成し、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
（３）

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者がその有する能力

を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めると共に、
利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用
者の主体的な活動参加を促すような働きかけに努めるものとする。
（４）

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって職員は、利用者及びその家族

に対して、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するものとす
る。
（５）

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、事業所において利用者又

は他の利用者の生命又は身体を保護する為やむを得ない場合を除き、身体拘束その
他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。なお、緊急かつやむを得ず
身体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するものとする。
（６） 事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行い、
常にその改善を図るとともに、主治医又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその
改善を行うものとする。
（指定短期入所生活介護等の利用料等）
第１０条

指定短期入所生活介護等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、事業所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利
用者から本人負担分の支払いをうけるものとする。
２

事業者は、前項の利用料の他、次の各号に定める費用の支払を受ける事が出来る。
（１）

滞在に要する費用として、別紙のとおり。

（２）

食事の提供に要する費用として、別紙のとおり。

（３）

理美容代として、実費。

（４）

指定短期入所生活介護等の提供に当たって、日常生活において通常必要となる

ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの。

３

ア

利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用の実費。

イ

利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽に要する費用の実費。

前項の費用の支払いを受ける場合には、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を受けることとする。

４

事業者は本条２項で設定した滞在に要する費用並びに食事の提供に要する費用、その
他の費用の額を改定することがある。費用の改定にあたっては、介護保険制度の改正
内容や施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し
改定するものとし、利用者又は身元保証人に改定の考え方を書面で説明し、書面での
同意を得た上で改定するものとする。
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（通常の送迎の実施地域）
第１１条

通常の送迎の実施地域は、太田市及び大泉町、邑楽町の区域とする。

（サービス利用に当たっての留意事項）
第１２条

利用者は、次の各号に定める事項について遵守しなければならない。

（１）

利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。

（２）

利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。

（３） 利用者は、喧嘩、口論または暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。
（４）

利用者は、事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。

（５）

利用者が、外出する時は、あらかじめ外出届を提出し、管理者又は責任者の承
認を得なければならない。

（６）

利用者の所持金その他の貴重品については、自己管理を原則とする。ただし、
利用者の心身の状況等により、利用者又はその家族からの申し出により、管理者
が責任を持って管理する事が出来る。

２

前項第６号の規定により、管理者が利用者の所持金その他貴重品を保管する事となっ
た場合、管理者は、善良な注意義務をもって保管するものとする。
（緊急時の対応）

第１３条

職員は、指定短期入所生活介護等の提供中に、利用者の体調や容体の急変、そ

の他緊急事態等が生じた場合は、速やかに家族及び主治医又はあらかじめ定めた協力医
療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
（非常災害対策）
第１４条

事業者は、想定される非常災害の態様ごとに、その程度及び規模に応じ非常災

害に関する具体的計画を定めるものとする。
２

管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を
地域の消防署の協力を得た上で、年２回以上実施するなど、利用者の安全に対して万全
の備えを行うものとする。

３

事業者は、医療機関、他の社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における連携及び
協力関係を構築するよう努めるものとする。
（衛生管理等）

第１５条

事業者は、事業所において利用者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるものとする。また、
医薬品及び医療用具の管理についても、適正な管理を行うものとする。
２

事業者は、事業所において感染症の発生又はまん延の防止をする為に、必要な措置を
講ずるものとする。
（事故発生時の対応）

第１６条

事業者は、提供した指定短期入所生活介護等の提供により事故が発生した場合

は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及市に連絡すると共
に、必要な措置を講ずるものとする。
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２

前項の事故については、その状況及び事故に際して採った処置を記録するものとする。

３

事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護等の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ものとする。
（苦情処理等）

第１７条

事業者は、提供した指定短期入所生活介護等に対する利用者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する等、必要な措置を講ずるも
のとする。
２

前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

３

事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会（以下「市等」とい
う。）から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力をし、市等から指導又は助
言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

４

事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
（秘密保持）

第１８条

職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
２

前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に
明記する。

３

事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使
用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。
（地域との連携）

第１９条

事業者、事業所の運営に当たって、地域住民又はボランティア団体等との連携

及び協力を行い、地域との交流に努めるものとする。
（職員の研修）
第２０条

事業者は、全ての職員に対し、質的向上を図るため、次の各号に定めるとおり

研修機会を設けるものとする。

２

（１）

採用時研修

（２）

継続研修

採用後２ヵ月以内
年２回

必要と認める場合は、前項に掲げる研修の他に、研修を実施する事が出来る。
（記録の整備）

第２１条

事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護等の提供に関する次の

各号に定める記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。
（１）

短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画

（２）

提供した具体的サービス内容等の記録

（３）

身体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

（４）

利用者に関する市町村への通知に係る記録

（５）

苦情の内容等に関する記録
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（６）
２

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

事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から
５年間保存するものとする。
附

則

この規程は、平成２９年３月１日から施行する。
平成３０年４月１日改定。
平成３１年２月１日改定。
令和１年１０月１日改定。
令和３年４月1日改定。
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別紙

① 空床型ユニット型短期入所生活介護サービス費・加算
サービス内容略称

単位（１日あたり）

備考

５１２

空床型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費
（Ⅰ）、１日あたり

６３６

空床型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費
（Ⅰ）、１日あたり

６９６

空床型ユニット型短期入
所生活介護費（Ⅰ）、１日
あたり

７６４

空床型ユニット型短期入
所生活介護費（Ⅰ）、１日
あたり

８３８

併空床型ユニット型短期
入所生活介護費（Ⅰ）、１
日あたり

９０８

空床型ユニット型短期入
所生活介護費（Ⅰ）、１日
あたり

９７６

空床型ユニット型短期入
所生活介護費（Ⅰ）、１日
あたり

要支援１

要支援２

要介護１

基
本

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

若年性認知症の方を受け
入れ、個別の担当者を定め

若年性認知症利用者受け入
れ加算

120

当該利用者の特性やニー
ズに応じたサービスを提
供した場合

加
算

療養食加算

８/回

厚生労働大臣が定める
療養食を提供、１食を１回

送迎加算

１８４/回

送迎を行う場合（片道）

サービス提供体制加算Ⅲ

６

介護職員総数のうち常勤
職員の占める割合が100分
の75以上

サービス提供体制加算Ⅲ

６

入居者に直接提供する職
員の総数の内、勤続年数7
年以上の者の占める割合
が100分の30以上
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常勤の看護職員を１名以

看護体制加算（Ⅰ）

４

看護体制加算（Ⅱ）

８

基準より看護師を1名以上
配置

1８

夜勤を行う介護職員又は
看護職員の数が最低基準
を１以上上回っている

夜勤職員配置加算（Ⅱ）
新型コロナウィルス感染症へ
の対応

上

所定単位数の
1/1000

緊急短期入所受入加算

緊急利用者を受け入れた
時

90

機能訓練体制加算

１２

介護職員処遇改善加算Ⅰ

合計単位数×8.3％
合計単位数×2.7
％

特定処遇改善加算（Ⅰ）
加算

令和3年9月30日まで

地域加算（太田市）７級地

介護職員処遇改善加算を
除く合計単位数
１単位数あたり１0.１７円

地域加算（太田市）７級地

１単位数あたり１0.１７円

②食費及び居住費
ア、介護保険負担限度額認定者以外の食費（7 月 31 日まで）・居住費
料金の種類
日額
食事の提供に要する費用

１,３９２円（朝食 272 円、昼食 656 円、夕食 464 円）

居住に要する費用

２,００６円

イ、介護保険負担限度額認定者の食費（7 月 31 日まで）・居住費
料金の種類

日

額

第１段階認定者

３００円

第２段階認定者

３９０円

第３段階認定者

６５０円

居住に要する費用

第１段階認定者

８２０円

（介護保険負担限度額認定者）

第２段階認定者

８２０円

食事の提供に要する費用
（介護保険負担限度額認定者）

第３段階認定者

１ ,３ １ ０ 円

ウ、食費（8月1日～）
料金の種類

日額

第1段階認定者

老齢福祉年金受給者・生活保護受給者

３００円

第2段階認定者

年金収入等80万円以下

６００円

第3段階認定者①

年金収入等80万円超120万円以下

１,０００円

第3段階認定者②

年金収入等120万円超

１,３００円

負担限度額認定者以外

１,４４５円
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