１．事業者
名 称

社会福祉法人 梅寿会

所在地

島根県益田市高津四丁目６番４０号

電話番号

０８５６－２２－８５８８

代表者氏名

理事長

設立年月

昭和５３年１２月２３日

大 畑 國 男

２．事業所の概要
事業所の種類

指定一般相談支援事業所・平成２５年４月１日指定
事業所番号 ３２３０８０００４１号

事業の目的

障がい福祉に関する各般の諸問題につき、障がい者等、障がい児の保護者
又は障がい者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言
を行い、その他の障がい福祉サービスの利用支援等必要な支援を行う。
また、関係機関との連携を図りながら調整その他障がい者の権利擁護のた
めの必要な援助を行い、障がい者やその家族の地域における生活を支援し、
もって在宅障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。

事業所の名称

ラポール宝生苑

事業所の所在地

島根県益田市久城町５３１番地

電話番号

０８５６－３２－００２２

管理者氏名

施設長

竹 内 貴 子

（兼任）

①利用者サービス：一人ひとりの人権と個性を尊重し、ニーズに沿った個別
支援計画を作成することにより、その人らしく自律した生活と、質の高い
福祉サービスの提供に努める。同姓介助に向けて、ユニット編成等に取り
組む。
②安全管理対策
1.安全管理体制（災害、防犯、感染症・介護事故・労災の予防及び最小限
化）の強化。
2.4S 活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底を図るため毎月重点項目を決
め取り組む。
3.KY（危険予知）活動による職場環境の改善の周知と啓発に取り組む。
事業所の運営方 ③障がい者虐待防止及び差別解消法のための取り組み
1.虐待防止啓発のための定期的な研修実施、成年後見制度を活用した権利
針について
擁護、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等の取り組みに努
める。
2.障害者差別解消推進のための障がいの特性への対応（合理的配慮）に努
める。
④職員育成の取り組み：即応力のある感性豊かな職員育成のためОＪＴ、О
ＦＦ-ＪＴを実施し、個々の専門性を高め、質の高い福祉サービスの提供
を目指す。
⑤地域との関わり：インクルージョン（統合）の理念に基づいて、地域にお
ける障がい者ニーズの把握に努め、関係機関と連携し福祉の発展に努め
る。

開設年月

平成２０年１０月１日
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主たる対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病等

事業所が行って ○障がい者支援施設 ラポール宝生苑・令和２２年４月１日指定
事業所番号 ３２１０８００１１０号
いる他の業務
・施設入所支援事業
・生活介護事業
・短期入所事業
※地域生活支援事業 日中一時支援事業受託
○ラポール宝生苑・令和２４年４月１日
・特定相談支援
事業所番号 ３２３０８０００４１号
・障害児相談支援 事業所番号 ３２７０８０００３４号

３．事業実施地域
益田圏域
４．営業時間
営業日

月曜日～金曜日
でを除く。

ただし、国民の祝日、１２月３１日～１月３日ま

営業時間

８：３０～１７：３０

ｻｰﾋﾞｽ提供時間帯 ８：３０～１７：３０
上記の営業日、営業時間の他、電話等により２４時間常時の連絡体制
を確保して対応します。

その他
５．職員の体制

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種

常勤

非常勤

常勤換算

指定基準

勤務形態

１．管理者

１名

名

0.5 名

１名 施設、事業所と兼務

２．相談支援専門員

３名

名

1.5 名

１名 施設、事業所と兼務

当事業所では、利用者に対して指定地域相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置
しています。

６．職員の職務内容
職種
管理者

職務内容
職員の管理、指定地域相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把
握その他の管理を一元的に行います。また、職員に関係法令等の規定を遵守させ
るため必要な指揮命令を行います。
【基本相談支援】障がい者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や
障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

相談支援専門員

【指定地域移行支援】障害者支援施設や精神科病院等にいる障がい者が、地域に
おける生活に移行するための活動に関する相談その他の支援を行います。
【指定地域定着支援】居宅において単身で生活する障がい者等との常時の連絡体
制を確保し、緊急の事態への対処等を行います。
その他の職員に対する技術的指導及び助言を行います。
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７．指定地域移行支援の提供方法及び内容（第３条参照）
（１）地域移行支援計画を作成します。
【計画作成までの流れ】
利用者に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認
します。その上で、利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営
むことができるよう、適切な支援内容を検討します。

支援内容の検討結果を基に、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全
般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期等を記載した地域移行支援計
画の原案を作成します。

障害者支援施設や精神科病院等における担当者等を招集して地域移行支援計画の作成に係る会議を
開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めます。

地域移行支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の
同意を得た上で、地域移行支援計画を利用者に交付します。
（２）地域移行支援計画を基に、次のサービスを提供します。

相談及び援助

利用者に面接し、利用者の心身の状況等を確認した上で、利用者が地域にお
ける生活に移行するための活動に関する相談に適切に応じるとともに、障害
者支援施設や精神科病院からの外出に同行し、必要な支援を行います。
※面接又は同行による支援は、概ね１週間に１回行うものとし、少なくとも、
１ヶ月に２回行います。

利用者の心身の状況等に応じて、地域における生活に移行するための障害福
障害福祉サービス事業
祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援）の体験
の体験的な利用
的な利用を行います。
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８．指定地域定着支援の提供方法及び内容（第４条参照）
（１）地域定着支援台帳を作成します。
【台帳作成までの流れ】
利用者に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認
します。その上で、利用者が地域において日常生活を営む上での課題等の把握を行い、障害の特性
に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の支援を適切に行えるよう備えます。

支援内容の検討結果を基に、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要と
なる家族、利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等の関係機関の連絡先その
他の利用者に関する情報を記載した地域定着支援の台帳を作成します。
（２）地域定着支援台帳を基に、次のサービスを提供します。
常時の連絡体制の確 利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、利用者との常
時の連絡体制を確保します。また、利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状
保等
況を把握します。
緊急の事態が生じた場合には、深夜（午後１０時から午前６時までの時間）にお
ける電話による相談援助や速やかに利用者の居宅への訪問等による状況把握を
緊急の事態への対処
行い、利用者の家族、利用者の利用する障害福祉サービス事業者等その他の関係
等
機関との連絡調整、緊急の場合における一時的な滞在による支援等の措置を講じ
ます。

９．利用料金等（第５条参照）
①利用料金（別表 1 地域相談支援サービス料金表参照ください）
地域相談支援利用料

厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。なお、代
理受領した利用料の額については、利用者に通知します。

交通費

利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定
地域相談支援を提供した際には、それに要する交通費としても１ｋｍにつき２
０円をお支払いいただきます。

③利用料金のお支払い方法
交通費の支払いは、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月１５日までに以下のいずれか
の方法でお支払いください。
（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基
づいて計算した金額とします。
）
ア．窓口での現金支払（ラポール宝生苑事務所）
イ．金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関：山陰合同銀行、郵便局、ＪＡ、島根益田信用組合

10．利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第７条４項参照）
当事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じ
てその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となりま
す。
）保存期間は、指定地域相談支援を提供した日から５年間です。
＊ 当事業所における記録の項目は次のとおりです。
4

（１） 福祉サービス等の事業を行うもの等との連絡調整に関する記録
（２） 個々の利用者ごとに次の事項を記載した相談支援台帳
①地域移行支援計画及び地域定着支援台帳
②アセスメントの記録
③サービス担当者会議等の記録
④モニタリング結果の記録
（３） 利用者の障害の状態ならびに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務付けられた市
町村への通知事項
（４） 利用者からの苦情の内容等の記録
（５） 事故の状況及び事故に際しての対応の記録
閲覧・複写の受付

８：３０～１７：００

11．事故発生時の対応と損害賠償保険への加入（契約書第８条参照）
当事業者は、利用者に対する指定地域相談支援の提供によって事故が生じた場合には、速やかに
都道府県、市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、指定地域相談支援サ
ービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合
には、速やかに利用者の損害を賠償します。
当事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名

あいおい損害保険（株）

保険名

社会福祉事業者総合保険

補償の概要

対人賠償補償、対物賠償補償等

12．苦情解決体制について（契約書第１３条参照）
（１）当事業所における苦情解決体制
当事業所における苦情やご相談は下記の相談窓口で受け付けます。また、第三者委員も直接苦
情を受け付けることができます。
苦情受付担当者
［職名］ 相談支援専門員
（苦情受付窓口） ［職名］ 相談支援専門員
受付時間
受付電話番号

牧原 直也
野村 健

毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０
０８５６－３２－００２２（ＦＡＸ ０８５６－２３－４２５３）

苦情解決責任者

［職名］ 施設長 竹内 貴子

第三者委員

美濃地淳二
中山 景子

益田市須子町２－２１
益田市久城町１０５４－１

電話 ０８５６－２３－６８０４
電話 ０８５６－２３－４６５４

＊苦情受付ボックスをラポール宝生苑に設置しています。

（２）行政機関その他苦情受付機関
益田市役所障がい者福祉課内

所在地
電話番号
受付時間

益田市役所 益田市常磐町１－１
０８５６－３１－０２５１
８：３０～１７：１５
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所在地
電話番号
受付時間

島根県運営適正化委員会

松江市東津田町１７４１－３
０８５２－３２－５９１３
９：００～１７：００

13．虐待の防止について（契約書第１４条参照）
当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を
講じます。
（１） 虐待の防止に関する責任者の選定。
（２） 成年後見制度の利用支援。
（３） 苦情解決体制の整備。
（４） 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画など）を
行い、研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
（５） 地域移行支援計画及び地域定着支援台帳の作成など適切な支援の実施に努めます。
（６） 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利
擁護に取り組める環境の整備に努めます。
虐待防止受付担当者
（虐待防止受付窓口）

［職名］ 相談支援専門員
［職名］ 相談支援専門員

受付時間
受付電話番号
虐待防止責任者

牧原 直也
野村 健

毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０
０８５６－３２－００２２（ＦＡＸ ０８５６－２３－４２５３）
［職名］ 施設長 竹内 貴子

（７）行政機関の通報・届出窓口

障がい者虐待防止相談窓口
益田市役所障がい者福祉課内

島根県障がい者権利擁護センター

所在地
電話番号

ＦＡＸ

益田市役所 益田市常磐町１－１
０８５６－３１－１４７７
※夜間休日は宿直につながります。
（２４時間 ３６５日対応）
０８５６－３１－８１２０

所在地
電話番号
受付時間
電話番号
受付時間

島根県庁 松江市殿町８－３
０８５２－２２－６６８５
８：３０～１７：１５（平日）
０８０－５７５２－１７４５
上記記載時間以外の夜間・休日

14．第三者評価の実施状況
当事業所において、福祉サービス第三者評価制度による第三者評価は実施していません。
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令和

年

月

日

指定地域相談支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業所名

社会福祉法人 梅寿会
ラポール宝生苑

説明者職名
氏

名

印

私及び代理人は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定地域相談支援サービス
の提供開始に同意しました。また、支援計画に必要な利用者および家族等の個人情報を用いることに
ついて同意します。
利

用 者

住

所

氏

名

島根県
印

署名代行者
住

所

氏

名

印

家族(代理人)
住

所

氏

名

印
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