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介護付有料老人ホームティエラ 

 

 

 

 



 

1 事業主体の概要 

事業主体の名称 株式会社ティエラ 

代表者名（役職） 米 重 敏 明（代表取締役） 

所在地 山口県岩国市多田三丁目 104 番地 2 

基本財産・資本金 1000 万円 

主な出捐者・出資者 米重 敏明   米重 あや子 他 

他の主な事業 無 

 

２ 事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

株式会社ティエラが介護付有料老人ホームティエラ及び介護付有料

老人ホームティエラ二番館で実施する指定特定施設入居者生活介護及

び指定介護予防特定施設入居者生活介護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、施設の管理者や職員が入居

者に対して、適性かつ良質のサービスを提供することを目的とします。 

施設運営の方針 

１ 特定施設入居者生活介護の従業者は、特定施設サービス計画に基づ

き、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練及び療養上の世話を行うことにより、利用者の有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるように支援することを目指

します。 

２ 安定的かつ継続的な事業運営に努めます。 

３ 特定施設入居者生活介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めます。 

 

３ 施設概要 

施設名 介護付有料老人ホームティエラ 

施設の類型及び表示事項 

類型：介護付有料老人ホーム 

居住の利用形態：利用権方式 

入居時の要件：要支援・要介護 

専用居室区分：個室、二人部屋、四人部屋 

介護保険の指定居宅サービス

の種類 

特定施設入居者生活介護  介護予防特定施設入居者生活介護 

 山口県指定 3570801195 号 

施設長（施設の管理者）名 山本 眞弓 

開設年月日 平成 18 年 3 月 23 日 

所在地・電話番号 

〒741-0092 

山口県岩国市多田三丁目 104 番地 2 

山口県岩国市多田三丁目 105 番地 1(二番館)  

ＴＥＬ 0827－44－3003 

交通の便 山陽道岩国ＩＣより車で 3 分   JR 新岩国駅より車で 5 分 

敷地概要（権利関係） 

権利形態  所有権 米重 慶親  米重 あや子  米重 敏明 
(根抵当権設定有・広島銀行) 

敷地面積  4219.46 ㎡…多田三丁目 104 番地 2 
 
権利形態 所有権 株式会社 ティエラ(根抵当権設定有・広島銀行) 
敷地面積 3635.18 ㎡・・・多田三丁目 105 番地 1 



建物概要（権利関係） 

権利形態  所有権  株式会社 ティエラ(根抵当権設定有・広島銀行) 
建築構造 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建て 2 棟 
延床面積 2837.51 ㎡ 

2908.96 ㎡ (二番館)  

 

４ 営業日    

営業日・営業時間 年中無休 24 時間 

 

５ 従業者の勤務体制（従業者の職種、員数及び職務内容）      令和 4 年 4 月 1 日時点 

 
職員数 

夜間勤務職員数 

（19 時～翌朝 9 時） 

常勤換算 

後の人数 
職務内容・備考 

従 

業 

者 

の 

内 

訳 

施設長 1  － 従業者及び業務の管理 

生活相談員 1  － 生活相談・助言等 

直接処遇職員 

介護職員 

看護職員 

39 

 8 
    2 

27.1 

4.5 

介護→入居者の身体介護、

生活支援 

看護→健康管理等 

機能訓練指導員 1   機能訓練 

計画作成担当者 3   入居者のケアプラン作成 

 

直接処遇職員の 

人員配置の状況 

要介護者等の人数      要支援 15 人 要介護 70 人 

ホームに配置する直接処遇職員の人数（常勤換算)      31.6 人 

要介護者等に対する直接処遇職員の人数の割合      3：1            

常勤換算方法 常勤の週勤務時間（40 時間）で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 
早 6:30～14:00  遅 12:30～20:00  日 8:30～17:30   夜 19:00～9:00   

看護師 8：00～17：00 

利用者の人数によって職員数の変動や勤務体制の変更がある場合があります。 

 

６ 介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要  

 

居室（一般居室・介護居室、一

時介護室）の概要 

居室総数       ８２室      定員      ９２人   
 
内訳 介護居室       ２室（４人部屋）  ・・・４０．２９㎡ 
             ２室（２人部屋）  ・・・２１．７６㎡ 
           １２室（個室Ａ）   ・・・３１．３６㎡ 

２４室（個室Ｂ）   ・・・２１．７６㎡ 
  １室（特別室Ａ２名） ・・・８８．７１㎡ 
  １室（特別室Ｂ２名） ・・・５３．７６㎡ 
 

（二番館）      ４室（二番館個室Ａ）・・・３２．５０㎡ 
３６室（二番館個室Ｂ）・・・２２．７５㎡ 

一時介護室      １室  定員     １人（10.88 ㎡） 
 

（二番館）      １室  定員     １人（11.025 ㎡） 

浴室、食堂、機能訓練室の 

概要 

浴室    共用の浴室 （大 1、小 4） 
食堂          1 階（88.74 ㎡） 
機能訓練スペース  3 階 
 
 
（二番館） 
浴室    共用の浴室 （特 1、大 1、小 1） 
食堂          1 階（82.50 ㎡） 
機能訓練スペース  3 階（109.76 ㎡） 



共用施設概要 

（設備関係含む） 

共用施設 
   食堂、浴室、機能訓練室、和室、洗濯室、 

多目的ホール、診察室、一時介護室、ロビー 
   スタッフステーション 事務所 
設備関係 
    エレベーター1 基 
 
 
（二番館） 
共用施設 
   食堂、浴室、機能訓練室、洗濯室、ロビー 

多目的ホール、診察室、一時介護室、談話スペース 
   スタッフステーション 事務所 
設備関係 
    エレベーター1 基 

ﾅｰｽｺｰﾙ等緊急連絡・安否確認 

ﾅｰｽｺｰﾙ等の設置箇所（共用の浴室、トイレ、各居室） 
職員常駐 24 時間対応（ 夜勤介護スタッフ 2 名が巡回） 
 
（二番館） 
ﾅｰｽｺｰﾙ等の設置箇所（共用の浴室、トイレ、各居室） 
職員常駐 24 時間対応（ 夜勤介護スタッフ 2 名が巡回） 

 

７ 介護を行う場所（利用者が他の居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続き） 

要介護時に介護を行う場所 入居されている居室又は一時介護室にて介護します。 

入
居
後
に
居
室
又
は
施
設
を
移
る
場
合 

一時介護室へ移る場合 

（判断基準・手続き等） 

 

一時的に 24 時間の介護等が必要となった場合はスタッフ間で協議し、

可能な限り、入居者や家族、身元引受人の同意を得た上で一時介護室に

て介護します。（夜間や急な場合は事後報告にて対応） 

介護居室を変更する場合 

（同上） 

心身の状態に応じて危険防止等の目的のために居室を変更することが

あります。 

他のホームへ移る場合 

（同上） 

入居後、医療行為や問題行動の増大により、当施設における生活が困難

になった場合は本人、家族または身元引受人と相談し対応します。 

 

８ サービスの内容（要介護状態等の区分に応じて提供する標準的な介護サービスの内容） 

月額利用料（介護費用を除 

く）に含まれるサービス 

別添 「介護サービス一覧表」による 
介護保険給付内介護サービスの

内容、頻度とその利用料 

上記以外の介護サービス及び費

用負担の必要なサービスとその

利用料 

別添 「介護サービス等一覧表」による 

※ 利用者の求めに応じ、サービス提供記録を開示します。 



 
９ 利用者状況 (令和 4 年 4 月 1 日時点) 

入居者数及び定員  85  人（定員   92 人） 

利用者内訳 

性  別       男性   19 人    女性 66 人 

介護の 

要否別 

要支援者  15 人        

要支援 1      10 人    

要支援 2       5 人 

 

要介護者  70 人         

要介護 1      32 人 

要介護 2      17 人 

要介護 3      10 人 

要介護 4       5 人 

要介護 5       6 人 

 

平均年齢        89.6 歳  

運営懇談会の開催状況 

開催回数 ：１年に１回開催 

           ただし、必要に応じて臨時に開催 

主な議題 ：サービス提供の状況報告 

           入居者及び身元引受人からの意見交換など 

 

１０ 利用料の額及びその改定方法 

○施設利用に係わる利用料について 

費用の納入方式 月払い方式・口座振替 

月額利用料（実際にかかる利用料） 
1 人入居の場合    128,200～203,200  円／月～ 

2 人入居の場合     286,400～346,400  円／月～ 

 

 

 

 

 

内 

 

訳 

家賃相当額  45,000～120,000 円 

共益費 40,000 円／人･月 
共益費について、月初めから月末迄の 1 ヶ月単位にて費用をいただき

ます。 

 使 途 共用施設の光熱費、維持管理費、事務費等 

 
食  費 

 
43,200 円／人･月 食費について、月初めから月末迄の 1 ヶ月単位にて費用をいただきま

す。ただし、入院中は日割り計算となります。 
   

※１）消費税込の価格です。 
※２）軽減税率判定のための一食当たりの価格計算 
月額 40,000 円/30 日/3 食＝445 円≦640 円とし、 
軽減税率対象とします。 

生活  
ｻﾎﾟｰﾄ費 

0 円／人･月 

（介護保険に係る

利用料を除く） 

 
水道光熱費 

専用個室の電気代について基本料金と使用量分の費用を月初めから月

末迄の 1 ヶ月単位にていただきます。 

 

 その他の費用負担 

シーツリース及びテレビアンテナ使用料については介護付有料老人ホ

ームティエラ「管理運営規定」にもとづく月額利用料をいただきます。

個人の医療費・薬剤費、日常生活用品費・消耗品費・新聞代、理美容

代等は別途実費負担となります。 

改定ルール 
人件費、物価の変動等に基づき、原則として 3 年に一度見直し、運営

懇談会にて意見を聞いて決定します。 

  



 

○介護保険に係わる利用料について 

介護保険に係る利用料 

（１割の料金で表記） 

特定施設入居者生活介護（1 割～3 割負担） 

※介護負担割合証による記載の割合を負担とする。表記は一割の金額。 

◎特定施設入居者生活介護費 

要支援 1 182 円(一日につき)        要介護 1  538 円（一日につき） 

要支援 2 311 円(一日につき)        要介護 2 604 円（一日につき） 

要介護 3 674 円（一日につき） 

要介護 4 738 円（一日につき） 

要介護 5 807 円（一日につき） 

◎個別機能訓練加算（Ⅰ）  12 円（一日につき） 

機能訓練指導員を配置し、共同して個別機能訓練計画を作成し、計画的に

機能訓練を行う場合に算定します。 

◎個別機能訓練加算（Ⅱ）  20 円（1 ヵ月につき） 

（Ⅰ）の個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓

練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適正かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用する場合に算定します。 

 

◎科学的介護推進体制加算  40 円（1 ヵ月につき） 

入居者ごとの、ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入居

者の心身の状況等に係わる基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応

じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、それらの情

報その他サービスを適正かつ有効に提供するために必要な情報を活用して

いる場合に算定します。 

 

◎医療機関連携加算  80 円（１ヵ月に一回） 

看護職員が利用者ごとの健康の情報について随時記録し、協力医療機関又

は主治医に定期的に情報提供を行う場合に算定します。 

 

◎若年性認知症入居者受入加算  120 円（一日につき） 

若年性認知症の利用者とご家族様の希望を踏まえ、個別に担当者を定め、

介護サービスを提供する場合に算定します。 

 

◎口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  20 円（一回につき） 

利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態に

ついて確認を行い、それら情報を担当する介護支援専門員に提供した場合

に算定します。 

 



◎夜間看護体制加算  10 円（一日につき）★要介護者のみ算定 

常勤看護師を配置し看護に係る責任者を定め、24 時間連絡が取れる体制を

とっており、「重度化した場合の対応にかかわる指針」を定め、入居契約時

に利用者またはご家族に対し説明を行い、同意を得た場合に算定します。 

 

◎退院・退所時連携加算 30 円（一日につき）★要介護者のみ算定 

医療提供施設を退院・退所して当施設に入居した場合に入居から 30 日に

限り算定します。 

 

◎看取り介護加算（Ⅰ）  72 円（一日につき）死亡日 45 日前～31 日前 

             144 円（一日につき）死亡日 30 日前～ 4 日前 

             680 円（一日につき）死亡日 前々日、前日 

             1280 円（一日につき）死亡日 

利用者が医師の診断による終末期を迎えられた時、ご本人及びご家族が施

設でのターミナルケアを希望した場合に限り、利用者の意志と尊厳を守る

介護を実施します。「人生最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン」等の内容に沿った取組を行った場合、看取りに関する

協議等の場の参加者として、生活相談員を明記する場合に算定します。 

◎看取り介護加算（Ⅱ）  572 円（一日につき）死亡日 45 日前～31 日前 

             644 円（一日につき）死亡日 30 日前～ 4 日前 

            1180 円（一日につき）死亡日 前々日、前日 

             1780 円（一日につき）死亡日 

（Ⅰ）の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員

を配置する場合に算定します。 

 

◎サービス提供体制強化加算 

介護職員の配置が以下のどちらかに該当する場合に算定します。 

（Ⅰ）   22 円（一日につき） 

◆介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70 以上 

◆特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤

続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 100 分の 25 以上 

それに加えて、サービスの質の向上に資する取組を実施していること 

 

◎介護職員処遇改善加算 

厚生労働省の定める基準に適合して介護職員の賃金改善等を実施している

場合に算定します。 

（Ⅰ）所定単位数に 8.2％を乗じた単位数を算定 



◎介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算を取得し、職場環境等要件の取り組みを行い、取り

組みを見える化している場合に算定します。 

（Ⅰ）所定単位数に 1.8％を乗じた単位数を算定 

特定施設入居者生活介護に含まれないサービス利用については別途実費負担  

別添「介護サービス等一覧表」による 

 

１１ 事故発生時の対応 

事故発生時の対応 

施設従業員の過失により、事故が発生し利用者の生命、身体、財産に
障害が発生した場合は、損害保険などの手配を行い、誠実に対応しま
す。ただし、天災などの不可抗力は除きます。 
損害賠償責任保険に加入（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 

 

 

１２ 苦情処理の体制 

苦情解決の体制 

苦情箱及び窓口を設置し、担当者が誠実に対応します。 
苦情処理担当者：管理者 
 受付時間 月曜～金曜 8 時 30 分～17 時 30 分 
 電話及び面接 
苦情箱  設置 24 時間投書可能 

 
 

行政機関における苦情窓口 

岩国市介護保険課 指導監査班 
〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目 14-51 
電話 0827-29-2511 

 
 

 

山口県国民健康保険団体連合会 苦情相談班 
〒753-8520 山口市朝田 1980 番地７ 
電話 083-995-1010  

 

 

 

 

１３ 医療 

協力医療機関・協力歯科医療機関

（又は嘱託医） 

の概要及び協力内容 

 
協力医療機関  中村クリニック 
協力内容    診療時間内における訪問診療・往診、緊急時対応、

健康診断、健康相談   
診療科目    内科、糖尿病内科、呼吸器内科 
 
 
協力歯科医療機関  Yasuda dental clinic west 

(ヤスダデンタルクリニックウエスト) 
協力内容    診療時間内における訪問診療、口腔外科相談 
診療科目    歯科 
 
 
協力医療機関・協力歯科医療機関は日常の健康管理について支援を行
い、通院、必要に応じて往診等を受けられます。 
 

保険者が岩国市外の場合は当該市町村へ 

 



入居者が医療を要する場合 

の対応 

病気・怪我の治療は協力医療機関、周辺医療機関において治療を受

けられます。緊急の医療については協力医療機関、その他救急対応の

可能な医療機関において治療が受けられます。 

協力医療機関、協力歯科医療機関への通院付き添いは基本的には看

護職員またはその他のスタッフが行いますが、場合により家族へ協力

を求めることがあります。休日等通院送迎が困難な場合は介護タクシ

ー等を利用します。また、その際は実費料金がかかります。 

協力医療機関・協力歯科医療機関以外への通院介助は原則ご家族で

行って頂きます。協力医療機関・協力歯科医療機関以外への受診・通

院時の付添いサービスもございますが、施設・職員の都合等によりご

希望に添えない場合もあります。また、協力医療機関・協力歯科医療

機関以外への受診・通院時の付添いサービスは、別途に定める料金が

かかります。 

入院によって施設に不在の期間があっても居室の利用権は存続しま

す。 

 

１４  緊急時等における対応方法および非常災害対策 

非常時の対応 別途定める消防計画書に沿って対応します。 

防災設備 
防火壁 消火器 消火栓 自動火災報知設備及び火災通報装置 

スプリンクラー 

消防計画等 
消防署への届出 

防火管理者： 一番館：若杉雄幸 二番館：神田直哉  

 

１５ 個人情報 

情報保護 情報保護管理者： 管理者 

個人情報保護に関する方針 個人情報使用同意書に基づき、個人情報を使用します。 

 

 

１６ 入居・退去等 

入居の条件 
要支援、要介護の方で､共同生活を円滑に過ごせる方。 
※感染症の方は入居できません。但し医師により、他の入居者に感染
する恐れがないと診断された場合にはこの限りではありません。 

身元引受人等の条件、義務等 
身元引受人を一人以上定めて頂きます。利用料等の支払いについて入
居者と連帯して責任を負うとともに必要な時は身柄を引き取る責任を
負います。原則として親族に限ります。 

体験入居 

 有 

（期間）７日間（６泊７日）まで 

（費用）7,700 円／日（消費税込） 

 

１７ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 
来訪者は面会時間を遵守し、その都度面会簿の記入をお願いします。 

来訪者の宿泊については事前にご相談下さい。 

外出・外泊について 外出・外泊の際は必ず行き先と帰宅時間を届け出てください。 

居室・設備・器具の利用 

施設内の居室や設備・器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに

反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあり

ます。 



喫煙・飲酒 

施設内での喫煙はお断りします。 

飲酒は他利用者の方のご迷惑にならないようにお願いします。健康上の

理由により禁酒等の指示を受けられた場合は遵守していただくようお

願いします。 

迷惑行為 
騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。またむやみに他

の入居者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の利用者や職員に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下

さい。 

 

添付書類：「介護サービス等の一覧表」「重度化した場合の対応に関わる指針」 

 

 

 

説明年月日  令和  年  月  日 

 

説明者署名 

 

上記内容の説明をうけ重要事項説明書及び添付書類について了承し副本として一部交付を受けました。 

 

同意年月日  令和  年  月  日 

 

利用者                印 

 

 

身元引受人                             印       （続き柄）         


