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短期入所生活介護事業所清鈴園 

重要事項及びサービス内容説明書                 

（短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護共通説明書） 

 

あなたに対する短期入所生活介護サービスの提供開始にあたり，厚生省令第３７号第

１２５条１項に基づいて，当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

あなたに対する介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始にあたり，厚生省令第

３５号第１３３条１項に基づいて当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりで

す。 

なお、＊印付で介護予防（＊介護予防）と記載のある箇所は、要支援１または要支援

２の方に提供する介護予防給付についてのみの説明です。それ以外は、介護給付と介護

予防給付両方に共通する説明です。 

 

１．事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

事業者の所在地 広島県廿日市市原３６２番地の２ 

代表者名 理事長 西尾 正嗣 

電話番号 ０８２９－３８－００１１ 

設立年月日 １９６７（昭和４２）年３月２８日 

 

２．ご利用の事業所 

事業所の名称 短期入所生活介護事業所 清鈴園 

事業所の所在地 広島県廿日市市原３６２番地の２ 

管理者の氏名 猪股 誠司 

電話番号 ０８２９－３８－００１１ 

ファクシミリ番号 ０８２９－３８－１１９２ 
介護保険指定事業所番号 広島県指定第３４７２７００２２２号 

 

３．通常の送迎実施地域 

送迎実施地域 廿日市市（旧廿日市市地区、旧大野町地区） 

 

４．事業者が実施するその他の事業 

サービスの種類 
広島県知事の事業者指定  利用 

定数 指定年月日又は事業開始日 指定番号 

介護老人福祉施設 1971（昭和４６）年 7 月２９日 
広島県  

  3472700263 号 
58 人 

通所介護サービス 2000（平成１２）年３月１６日 広島県  

 3472700214 号 
25 人 

居宅介護支援事業 1999（平成１１）年９月１０日 広島県  

 3472700024 号 

老人介護支援ｾﾝﾀｰ ２００６年度 
介護保険外サービス 

配食サービス １９９５年度 
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５．事業の目的と運営の方針    

介護予防 

事業の目的 介護保険法の定めるところにより，ご契約者（利用者）が

可能な限りその居宅において，その能力に応じ自立した日

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

及び日常生活動作訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指します。 

施設運営の方針 事業の運営，サービスの提供にあたっては関係法令，省令

及び告示に適合することはもとより，次のことを基本的方

針とします。 

（1）利用者が可能な限りその居宅において，その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必

要な日常生活上の支援及び日常生活動作訓練を行なうと

共に，心身機能の維持回復を図ります。 

（2）利用者及びその家族（以下「利用者等」という）の自

己決定を尊重し、選択利用に必要な情報を適切に提供し，

意向に沿ったサービスの提供に努めます。 

（3）正当な理由なくサービス提供を拒まずまた，サービス

提供にあたっては地域包括支援センター及び福祉，保健，

医療公私のサービスと連携し効果的なサービス提供に努

めます。 

 

 

介護給付 

事業の目的 介護保険法の定めるところにより，ご契約者（利用者）が

可能な限りその居宅において，豊かでかつその能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるように支援すると共

に，ご家族の心身の負担の軽減を図ることを目的とします。 

施設運営の方針 事業の運営，サービスの提供にあたっては関係法令，省令

及び告示に適合することはもとより，次のことを基本的方

針とします。 

（1）利用者が可能な限りその居宅において，その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必

要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うと共に，利用

者の社会的孤立感の解消及び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ります。 

（2）利用者及びその家族（以下「利用者等」という）の自

己決定を尊重し選択利用に必要な情報を適切に提供し，

意向に沿ったサービスの提供に努めます。 

（3）正当な理由なくサービス提供を拒まずまた，サービス

提供にあたっては居宅介護支援事業者及び福祉，保健，

医療公私のサービスと連携し効果的なサービス提供に努

めます。 
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６．施設の概要 

（１）敷地および建物 

敷地 ２,５２６.３３㎡ 

建物 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

延べ床面積 ２,５２９㎡ 

利用定員 （定員）４名         （特養）５８名 

 

 

（２）居室  

居室の種類 室   数 面   積 1 人あたりの面積 

４人部屋 １室 ３６．０㎡     ９．０㎡  

 

 

（３）主な設備（特別養護老人ホームと共用） 

設備の種類 数 面   積 1 人あたりの面積 

食堂・機能訓練室 １室 １８７.５㎡ ３.０㎡ 

浴室・脱衣室 
特殊浴槽２台 

１室 

 

 ７２.０㎡ １.２㎡ 

便所・洗面整容室 ２個所  ３６.０㎡ ０.６㎡ 

医 務 室       １室  ２４.０㎡ ０.４㎡ 

（注１）食堂・機能訓練室の指定基準は１人あたり３㎡です。 

 

 

７．職員体制（主たる職員） 

 

従業者の職種 員数 

員 数 

区   分 保有資格 

 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １ 1    介護支援専門員 

生活相談員 １ 1    介護支援専門員 

 

介護職員 

 

看護職員 

 

21 

 

   4 

 

18 

 

   4 

 

 

 

 

 

3 

 

  

 

 

 

介護福祉士  18名 

 

看護師        4名 

機能訓練指導員 １   1  理学療法士  

医師 １   1  内科 

栄養士 １ 1    管理栄養士 
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８．職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 

管理者 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務。 

生活相談員 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務。 

介護職員 ・早番，日勤，遅番，夜勤の４直体制で勤務します。 

・夜間（１９：３０～翌日７：００）は，原則として夜勤職員 

２名で勤務します。  

（特別養護老人ホームと一体で運用します。） 

看護職員 ・正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務。 

・夜間については交代で自宅待機を行い，緊急時に備えます。 

介護支援専門員 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務。 

機能訓練指導員 週１日、月曜日 （１３：００～１７：００）勤務。 

医師 週２日、火，金曜日 

栄養士 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務 

 

９．営業日および営業時間等 

営業日 年中無休（但し、１２月２９日から１月３日までは除く） 

ご予約の方法 
ご利用の予約は，利用を希望される期間の初日の６カ月前

から受け付けております。 

 

10．施設サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

（２）介護保険給付外サービス         別添「サービス内容説明書」による。 

 

11．サービス利用にあたってご留意いただく事項 

 

来訪・面会 

来訪者は，必ず面会カードに記入し，職員に面会を告げて

ください。なお，食品のもちこみは原則お断りいたします。

持参された場合はご本人にお渡しになる前に職員に告げて

ください。 

外出・外泊 

外泊・外出の際には必ず事前に申し出て，嘱託医に健康上

その可否の確認をとってください。 

行き先と帰宅時間を職員に申し出てください。 

嘱託医師以外の医

療機関への受診 

主治医又は嘱託医の指示があるか，ご本人，ご家族のご希

望により受診の便宜をはかります。 

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したがってご利

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ございます。 

喫煙・飲酒 

喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

飲酒は夕食時に限らせていただいています。自己管理が難

しい場合は園でお預かりします。 

迷惑行為等 

騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。ま

た，むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにし

てください。 
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所持品の管理 

利用開始時に所持品を確認し預り品確認書に記録します。 

在園中は所定の名札つきのカゴに入れて管理します。 

利用終了時に預り品確認書により確認してお返しいたしま

す。 

現金等 貴重品 原則として現金，貴重品は持ち込まないでください。 

宗教活動・政治活動 
施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動は

ご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 

 

12．協力医療機関 

医療機関の名称 半明内科クリニック 

院長名 半明晃二 

所在地 廿日市市宮内４丁目―１０－２３ 

電話番号 ０８２９－３９－０１１１ 

診療科 内科 リハビリ科 

契約の概要 

当施設と半明内科クリニックとは，入所者に病

状の急変があった場合で，主治医が不在の時，

往診などにより対応していただくことを契約

しています。 

 

   

医療機関の名称 ＪＡ広島総合病院 

所在地 廿日市市地御前１丁目３－３ 

電話番号 ０８２９－３６－３１１１ 

契約の概要 

当施設とＪＡ広島総合病院とは，入所者に病状

の急変があった場合など、救急対応していただ

くことを契約しています。 

 

13．利用料及び支払い方法 

（１） 甲は乙に対して，乙から提供を受ける介護保険給付サービスならびに介護保

険給付外サービスについて，別表による単価により作成された請求書のとおり利

用料等を支払います。 

（２） 乙は，甲が支払うべき短期入所生活介護サービスに要した費用について，甲

が介護サービス費として市町村より支給を受ける額の限度において，甲にかわっ

て市町村より支払いを受けます。（以下「法定代理受領サービス」といいます。） 

（３） 乙は甲に対し，サービス利用最終日後に当該サービスの利用料等の請求書を

交付します。請求書には，甲が利用した各種サービスにつき，種類毎に利用回数，

利用単位の内訳，介護保険適用の有無，法定代理受領の有無等を明示します。 

（４） 甲は，乙に対し，利用料等を原則として金融機関引き落としで支払います。 

（５） 乙は，甲から利用料等の支払いを受けたときは，甲に対して，領収証を交付

します。領収証には，乙が提供する各種サービスごとの介護保険給付の対象とな

るものと対象外との区別，領収金額の内訳を明示します。 
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14．保険給付請求のための証明書の交付 

1.  乙は、法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護サービスを提供し

た場合において、甲から利用料の支払いを受けたときは、甲に対してサービス提

供証明書を交付します。 

2.  サービス提供証明書には、提供した短期入所生活介護サービスの種類、内容、

利用単位、費用等を記載します。 

  

15．苦情等申立先 

お客様相談室 窓口担当者 髙本 裕子（介護支援専門員） 

時   間 毎月曜日から土曜日 ９時～１８時 

方   法 電話 （０８２９－３９－８７８７）電話でお

聞かせいただくか，当方から訪問させて

いただきます。 

ご意見箱 玄関にお客様ご意見箱を設置しております。 

なお，下記においても受け付けております。 

廿日市市市役所 

福祉保健部高齢介護課  

所在地   廿日市市下平良１丁目１１－１ 

電話番号  ０８２９－３０－９１５５ 

ご利用時間 平日 8 時 30 分から午後 5 時１５分まで 

広島県国民健康保険団体連合会 

介護保険係 

所在地   広島市中区東白島町１９－４９ 

国保会館 

電話番号  ０８２－５５４－０７８３ 

 

16．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「特別養護老人ホーム清鈴園 消防計画」にの

っとり対応を行います。 

近隣との協力関係 施設の屋上に非常用サイレンを設置し，これが鳴った場合

には近隣居住者が施設に救援に来てもらうように依頼し

てあります。 

平常時の訓練等 別途定める「特別養護老人ホーム清鈴園 消防計画」にの

っとり総合消防訓練の他，年２回夜間を想定した避難訓練

を入所者の方も参加して実施します。 

防災設備 

（特別養護老人ホ

ームと共通） 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・ｼｬｯﾀｰ ４箇所 

避難階段 １箇所 屋内消火栓 ７箇所 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 18 箇所 非常用電源 あり 

ガス漏れ報知機 あり   

カーテン，布団等は防炎性能のあるものを使用しておりま

す。 

消防計画等 消防署への届出日：平成２２年 ６月２１日（変更届） 

防火管理者   ：猪股  誠司 

 



 7 

 

17．その他 

(１) 担当職員の変更 

①あなたはいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。 

その場合，変更を拒む正当な理由がない限り，変更の申し出に応じます。 

②当事業所は，担当の職員が退職する等正当な理由がある場合に限り，担当の

職員を変更することがあります。その場合には，事前にあなたの了解を得ます。 

(２) 利用契約について 

①当事業所利用希望者との間に利用契約を行うにあたっては、本「重要事項及び

サービス内容説明書」の説明を行い、その内容を了解した場合に書面をもって

行います。 

②利用契約を行うにあたって認知症高齢者等，意思能力に瑕疵がある利用者の

場合には，成年後見人制度を利用するか,またその程度にいたらない利用者の

場合も、契約の理解に難がある場合は，家族や地域福祉権利擁護制度の「生

活支援員」等の立ち会いを求めることがあります。 

 （３）利用の中止 

    止むをえず利用を中止する場合は、電話等による連絡をして下さい。当事業所 

    が何らかの理由で営業を中止する場合は、あなたに速やかに連絡し、利用の代 

    替となる方策等を講じます。 
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短期入所生活介護サービス サービス内容説明書 

１．介護保険給付サービス  ＊介護予防 

種   類  内     容  利用料 

食事の支援 ・栄養士の立てる献立表により，栄養と

利用者の身体状況に配慮したバラエ

ティに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂でと

っていただけるように配慮します。 

（食事時間） 

朝食  ７：３０から 

昼食 １１：４０から 

夕食 １８：００から 

 

 

 

排せつの支援 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ

支援を行うとともに，排せつの自立に

ついても適切な支援を行います。 

・おむつを使用する方に対しては，１日

７回定時交換を行うとともに，必要に

応じて随時交換を行います。 

入浴の支援 ・週２回以上の入浴または清拭を行い

ます。 

・機械を用いての入浴が可能です。 

着替え等の支援 ・寝たきり防止のため，できる限り離床

に配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し，適切な整

容が行われるよう支援します。 

・シーツの交換は週１回，寝具の消毒は

月１回実施します。 

介護予防支援 ・入所者の状況に適合した日常生活動

作支援を行い，生活機能の維持・改善

に努めます。 

健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・嘱託医師により，週２回診察日を設け

て健康管理に努めます。また，緊急時

等必要な場合には主治医あるいは協

力医療機関に責任をもって引き継ぎ

ます。 

・入所者が外部の医療機関に通院する

場合は，その介添えについてできるだ

け配慮します。 

（当施設の嘱託医師） 

氏 名：半明晃二 

診療科：内科 リハビリ科 

診療日：毎週火，金曜日 
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相談および援助 ・利用者およびそのご家族からのいかなる相

談についても誠意をもって応じ，可能な限

り必要な支援を行うよう努めます。 

送迎 ・身体状況等一定の基準に該当する方で，ご

自分で来所が困難な方は，リフト付きの送

迎車で入退所の送迎を行います。 

 

１．介護保険給付サービス 

種   類  内     容  利用料 

食事の介助 ・栄養士の立てる献立表により，栄養と

利用者の身体状況に配慮したバラエ

ティに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂でと

っていただけるように配慮します。 

（食事時間） 

朝食  ７：３０から 

昼食 １１：４０から 

夕食 １８：００から 

 

 

 

排せつの介助 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ

介助を行うとともに，排せつの自立に

ついても適切な援助を行います。 

・おむつを使用する方に対しては，１日

７回定時交換を行うとともに，必要に

応じて随時交換を行います。 

入浴の介助 ・週２回以上の入浴または清拭を行い

ます。 

・寝たきり等で座位のとれない方は機

械を用いての入浴も可能です。 

着替え等の介助 ・寝たきり防止のため，できる限り離床

に配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し，適切な整

容が行われるよう援助します。 

・シーツの交換は週１回，寝具の消毒は

月１回実施します。 

機能訓練 ・入所者の状況に適合した日常生活動

作訓練を行い，心身機能の維持・改善

に努めます。 
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健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・嘱託医師により，週２回診察日を設け

て健康管理に努めます。また，緊急等

必要な場合には主治医あるいは協力

医療機関等に責任をもって引き継ぎ

ます。 

・入所者が外部の医療機関に通院する

場合は，その介添えについてできるだ

け配慮します。 

（当施設の嘱託医師） 

氏 名：半明晃二 

診療科：内科 リハビリ科 

診療日：毎週火，金曜日 

 

 

相談および援助 ・利用者およびそのご家族からのいかなる相

談についても誠意をもって応じ，可能な限

り必要な援助を行うよう努めます。 

送迎 ・リフト付きの車両で、来所帰宅の送迎を行

うことができます。 

 

２．介護保険給付外サービス 

種   類 内     容 利用料 

特別な送迎 ・当施設の通常の送迎実施地域外の方，あるいは実施 

は実施地域内で特に送迎をご希望の方に、リフト車 

フト車での送迎を実施します。 

・実費 

境界から１Ｋm２０円 

施設から１Ｋm２０円 

滞在費 

 

・光熱水費相当分です。第一段階の方は無料。 ・３２０円/日 

 

食事の提供 

 

 

 

 

 

・管理栄養士による食材の検収により、新鮮でおいしい。 

 美味しい食事を提供します。 

 

 

・負担段階限度額 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階 ６５０円 

第４段階１５００円 

 

 

 

教養娯楽施設の

利用 

・当施設では次の教養娯楽施設を整えておりま

す。 

クラブ活動（生花，俳句，墨絵，絵画，英語，

粘土クラフト，書道，音楽レク，カラオケ，

ピアノ演奏会など） 

喫茶コーナー（毎週 火曜日） 

・実費 

レクリエーショ

ン行事 

・ご希望により併設の特別養護老人ホーム入所

者と同様のレクリエーションをご利用いた

だけます。（外出，買物等） 

・施設外レクリエーシ

ョンについて実（交

通費・入場料等） 

個別の希望によ

り提供した食費 

 

・カロリー食 食事にとろみをつけるもの 

 ゼラチン等 

 

・運営規程参照 
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以上、重要事項及びサービス内容説明書の説明を受けたこと及び内容について同意する

証として、本書 2 通を作成し署名押印します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

                  ご本人               印 

 

                    

                   ご家族 

                  介護者等              印 
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個人情報保護に対する基本方針 

１基本方針  

 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その

適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法

令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。 

 

２個人情報の適切な収集・利用・提供の実施 

(1) 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、 

適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。 

(2) 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。 

(3) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対       

 策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。 

 

３安全性確保の実践 

(1) 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報保護        

に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。 

(2) 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改

善に努めます。 

 

４個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 

   

当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用

停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。 

 

【個人情報保護管理者】    電話 ０８２９－３８－００１１ 

               FAX  ０８２９－３８－１１９２ 

 

2005 年 7 月 26 日 

                    社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

                    理 事 長   西 尾 正 嗣 
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個人情報の利用目的 

社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団では、個人情報保護法及び利用者の権利と

尊厳を守り安全管理に配慮する｢個人情報に対する基本方針｣の下、ここに利用者の個人

情報の｢利用目的｣を公表します。 

【利用者への介護サービスの提供における利用目的】 

１． 施設内部での利用目的 

① 施設が利用者等に提供する介護サービス 

② 介護保険事務 

③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 入退所等の管理 

・ 会計、経理 

・ 介護事故、緊急時等の報告 

・ 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２． 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護

支援事業者等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・ その他の業務委託 

・ 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・ 家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 

・ 保険事務の委託（一部委託含む） 

・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は提出等 

【上記以外の利用目的】 

１． 施設内部での利用に係る利用目的 

① 施設の管理運営業務のうち 

・ 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

・ 施設等において行われる学生等の実習への協力 

・ 施設において行われる事例研究等 

２． 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

① 施設の管理運営業務のうち 

・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供 

・ 施設､設備の管理・保険事業者への情報提供 

 なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人

情報を取り扱う事はいたしません。 

２００５年７月２６日 

                  社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

                         理事長  西尾 正嗣 
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個人情報の使用に係る同意書 

 

 以下に定める条件のとおり､私（           ）・代理人（            ）は、 

社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団が、私および身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の

必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

１． 利用期間 

     介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

２．利用目的 

（１） 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２） 利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し､円滑にサービスが提供される為

に実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３） 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、

その他 

社会福祉団体等との連絡調整のため 

（４） 利用者が､医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める

必要のあ 

る場合 

（５） 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（６） 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７） その他サービス提供で必要な場合 

（８） 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

３． 使用条件 

（１） 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しな

い。また、 

利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第

三者に漏らさない。 

（２） 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば

開示する。 

 

                                       年  月  日 

本人（利用者） 住  所                                   

 

        氏  名                                 印 

 

代 理 人   住  所   

 

        氏  名                                 印 

 

        続  柄（利用者との関係） 


