
１　事業所の概要

　（１）　事業所及び事業所番号

　サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所　　ゲストハウス　　けいざん2号館

　住所　　〒965-0823  福島県会津若松市慶山一丁目11番03号

　ＴＥＬ　　　　　　0242-23-8290

　ＦＡＸ   　　　　　　　　0242-23-8292

渡　部　佑　香

　１８　名

　（２）　事業所の配置状況

人数

（人） 常勤（人） 非常勤

従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うととともに、法令等において

規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し尊守すべき事

項について指揮命令を行う。（業務に支障がない限り兼務可能）

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提

供されるよう、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画

及び地域包括センターや居宅介護サービス事業所等の連絡調整等

小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者に対し、日常生活上の

健康管理並びに、世話、支援を行う

小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者に対し、必要な介護及び

日常生活上の世話、支援を行う

　（３）　職員の勤務体制

介　護　職　員
　　　　日中　　　　　　　日勤　　　９：００～１８：００　　　　　　　　

　　　　夜間　　　　　　　夜勤　　１６：３０～１０：３０　　　　宿直　　１６：３０～１０：３０　　　

管　　理　　者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９：００～１８：００

介護支援専門員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９：００～１８：００

看　護　職　員
　　　　日中　　　　　　　日勤　　　９：００～１８：００　　　　　　　　

　　　　夜間　　　　　　　夜勤　　１６：３０～１０：３０　　　　宿直　　１６：３０～１０：３０　　　

介　護　職　員 11
8

(4兼）

　従業者の職種 主な勤務時間

介護支援専門員 1 1(兼）

看　護　職　員 1 1(兼）

利用登録定員

従業員の職種
区分

勤務の内容

管　　理　　者 1 1(兼）

事　業　所　名

所　　在　　地

連　　絡　　先

事業所番号 0790200372

管理者氏名



　（４）　事業の実施地域、営業時間、定員等

事業の実施地域 　　会津若松市全域

※　上記地域以外の方は原則利用できません。　実施地域と利用希望者の

　　　市町村の契約があるときのみ利用可能です。

　　３６５日

　　２４時間

　　通いサービス基本時間 １０：００～１７：００

　　泊りサービス基本時間 １７：００～１０：００

　　訪問サービス基本時間 ２４時間

　　登録定員 １８名

　　通いサービス定員 １２名　/　日

　　泊まりサービス定員 　４名　/　日

２　サービス内容及び費用

　（１）　介護保険給付対象サービス

ア　サービス内容

　食事の提供及び支援をします。

　身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します

　調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます

　食事サービスの利用は任意です

　入浴または清拭を行います

　利用者の状況に応じ、衣類の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な支援

　を行います

　入浴サービスの利用は任意です

　利用者の状況に応じ、適切な排泄支援を行うとともに、排せつの自立についても

　適切な援助を行います

　利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努

　めます

　利用者の生活面の支援をします

　各種生活の楽しみごとを支援します

　血圧測定、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます

　利用者とその家族からのご相談に応じます

　利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います

　利用者の自宅にお伺いし食事や入浴、排せつ等の日常生活上の提供をします

　事業所に宿泊していただき食事、入浴、排せつ等の日常生活上の提供をしますお泊まりサービス

機　能　訓　練

生　活　支　援

健　康　管　理

相談及び援助

送　　　　　迎

訪問サービス

　　定員

種類 内　　　　　容

　食　　　　事

入　　　　　浴

排　　　　　泄

　　営業日

　　営業時間

　　サービス提供時間



イ　利用対象者

要支援１，２　要介護１～５までの方で、会津若松市民の方

ウ　費用

介護保険適用の　要支援及び要介護度別に、原則として料金表の利用料の各自負担割合表の

負担額に基づく額の支払いとなります。

【　料金表　】 自己負担分

通い・泊り（介護費用分）・訪問すべて含んだ一月単位の包括費用となります。

（１ヶ月あたり） 「　ケアホーム あいづ　」　利用者様

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（１ヶ月あたり） 「　ケアホーム　あいづ　」　利用者様以外の方

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

26，849円
（Ａ）－（Ｂ）

219，150円 241，641円
給付金額（Ｂ）

利用者負担
3，403円 6,877円 10，320円 15，167円 22，062円 24，350円

介護保険
30，627円 61，893円 92，880円 136，503円 198，558円

26，849単位

料金（Ａ） 34，030円 68，770円 103，200円 151，670円 220，620円 243，500円 268，490円

24，191円
（Ａ）－（Ｂ）

要介護度

単位数 3，403単位 6，877単位 10，320単位 15，167単位 22，062単位 24,350単位

197，451円 217，719円
給付金額（Ｂ）

利用者負担
3，066円 6,196円 9，298円 13，665円 19，878円 21，939円

介護保険
27，594円 55，764円 83，682円 122，985円 178，902円

24，191単位

料金（Ａ） 30，660円 61，960円 92，980円 136，650円 198，780円 219，390円 241，910円

介護報酬制度の改定が行われた場合は変更される場合もありますので予めご了承ください。

要介護度

単位数 3，066単位 6，196単位 9，298単位 13，665単位 19，878単位 21,939単位



加算

　加算の項目 単位

30単位 1日につき 　　　　　　　30円

800単位 １ヶ月につき 800円

500単位 １ヶ月につき 500円

700単位 １ヶ月につき 700円

350単位 １ヶ月につき 350円

総合マネジメント体制強化加算 1,000単位 1ヶ月につき 1,000円

64単位/日

10.20%

介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ） 1.20%

　（２）　介護保険対象外サービス

朝食 400円 600円 夕食 500円

実費 紙おむつ 実費

実費 トロミ等 実費

電気代（電気毛布・在宅酸素等 各100／日)・（洗濯代金・乾燥代金等　各200円／回）

その他の費用

　介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに関わる費用であって

　、利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。

３　サービス内容に関する苦情相談窓口

４　身体拘束0宣言

５　協力医療機関

看護職員配置加算（Ⅰ）

看取り連携体制加算 死亡日及び死亡日以前30日以下

　　総単位数のサービス別加算

　　総単位数のサービス別加算

　ＦＡＸ　　　　　0242-23-8292

　責任者　　　　管　理　者　　　　　　渡部　佑香

身体拘束廃止推進員養成研修修了者

岡田　　恵　

　ＴＥＬ　　　　　    0242-23-8290

内　科 医療生協　会津若松診療所

歯　科 日本訪問歯科協会

　担当者　　　　　　　　　　　　　　　                 渡部　佑香

　責任者　　　　　　管　理　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部　佑香

　連絡先　　　当事業所　窓口

　ＴＥＬ　　　　　    0242-23-8290

　ＦＡＸ　　　　　0242-23-8292

当事業所相談窓口

宿泊費　（課税対象） 2500円　/　日

おむつ等の料金
尿とりパット１枚　　

紙パンツ

当事業所相談窓口

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）

食 費          　(課税対象） 昼食（おやつ代含む）

サービス提供体制加算（Ⅲ）

内　容

　初期加算

認知症加算（Ⅰ）

認知症加算（Ⅱ）


