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利用契約書 
 

 
              　　　　　     （以下「利用者」という。）と一般社団法人みらいのヒ
トミ（以下 「事業者」という。）は、児童福祉法に基づいて提供する児童発達
支援及び放課後等デイサービス Together Kids Yokohama（以下「事業所」と
いう。）の利用について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）しま

す。 
  
  
第１条（契約の目的）  
本契約は、児童福祉法並びに障害者総合支援法等関係法令の理念にのっと

り、利用者がその有する能力及び適正に応じて自立した日常生活および社会生

活を営むことができるよう、 事業所が作成する個別支援計画 に基づき利用者
に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。  

 
  
第２条（契約期間）  
本契約の期間は、受給者証の支給決定期間までとし、利用者等と事業者双方

から申し出がない場合、かつ受給者証に記載された支給期間終了後に改めて支

給決定された場合、契約は更新されるものとします。  
 

  
第３条（個別支援計画書）  
１ 事業所は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利
用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支

援計画書を作成します。  
２  事業所は、個別支援計画書の内容について利用者又はその家族に対して文
書を作成し、同意を得ることとします。  
３  事業所は、個別支援計画書作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも
６ヶ月に１回以上計画書の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。変更

については利用者又はその保護者に説明をし、文書により同意を得ることとし

ます。  
 
  
第４条（事業の主たる対象とする障害の種類とサービス内容）  
１ 事業所は、重要事項説明書に記載している主たる対象とする障害種別の利用
者に対して、同じく重要事項説明書に記載しているサービス内容を提供しま

す。  
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２ 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業は、児童発達支援管理責任者・
指導員等のサービス従業者（以下「従業者」という）が提供するものとしま

す。  
３ 事業所は、利用者の障害の程度又は利用者等の希望によって作成した個別支
援計画書に基づき、各種活動や療育活動、日常生活上の支援を行い、日常生活

の充実を目指します。  
 
  
第５条（利用料金）  
１ 保護者は、重要事項説明書に記載されている指定通所支援並びに指定障害福
祉サービス等の給付費に対して、利用者負担額（厚生労働大臣の定める基準に

より算定した費用の額から給付費の額を控除した額。「受給者証」に記載され

ている負担上限月額が、利用者の１月の負担の上限額となります。）を事業者

に支払います。なお、給付費の額については、事業者が市町村から代理受領い

たしますので、利用者が直接支払う必要はありません。  
２  保護者は、重要事項説明書に記載する給付費対象外サービス（実費）に対
して、 所定の料金を事業者に支払います。  
 
 
第６条（利用料の支払い方法）  
１ 保護者は、前条第１項及び第２項に定める額の合計額（以下「利用料金」と
いう。）を月ごとに事業者に支払います。  
２ 事業者は、利用料金に関わる請求書を、翌々月１０日までに利用者に送付し
ます。  
３  保護者は、請求があった利用料金について、事業者が指定する期日までに
支払います。  
４  事業者は、保護者から利用料金の支払いを受けた時は、保護者に領収証を
交付します。  
５ 保護者から事業者への支払いが滞った場合には、利用者へのサービス提供を
一時的に停止することがあります。  
 
  
第７条（説明義務）  
事業者及び事業所は、契約に基づく内容について、保護者に対して適切に説

明を行います。  
 

  
第８条（安全配慮義務並びに事故発生時の対応）  
１ 事業者及び事業所は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産
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の安全・確保に配慮します。  
２  事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、
速やかに神奈川県、横浜市もしくは支給決定の市区町村、保護者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じるものとする。  
  
  
第９条（緊急時の支援）  
１ 事業所は、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やか
に救急医療機関や協力医療機関、又は保護者の指定する医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じます。  
２ 前項のほか、事業所は、利用者の心身の状態が変化した場合は、保護者及び
その保護者が指定する者に対し緊急に連絡します。  
 
  
第１０条 （守秘義務）  
１  事業者及び事業所は、正当な理由がない限りその業務上知り得た利用者及
び保護者等の秘密を保持する義務を負います。  
２  事業者及び事業所は、従業者が退職後、正当な理由なく在職中知り得た利
用者及び保護者等に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じま

す。  
３ 事業所は、利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用
者に関する心身等の情報を提供できるものとします。  
４ 事業者及び事業所は、利用者及び保護者等の個人情報をサービス調整会議等
で用いる場合は、保護者の同意を予め文書で得ない限りいかなる場合も用いる

ことはありません。  
 
 
第１１条 （苦情解決）  
１ 利用者及び保護者は、事業所が提供する本契約に基づくサービスに関して、
いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口並びに横浜市こども青

少年局障害児福祉保健課に苦情を申し立てることができます。  
２ 事業者及び事業所は、利用者及び保護者等が苦情を申し立てたことを理由と
して、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。  
 
  
第１２条 （虐待防止）  
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止の為、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講

ずるよう努めます。  
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第１３条 （契約の終了）  
１ 次の事項に該当する場合は契約の終了とみなします。 
（１）契約期間が満了したとき（満了期間前に継続の手続きがとられた場合は

除く） 
（２）利用者が死亡した場合 
（３）事業所の滅失や毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 
（４）事業所が指定の取り消しを受けた場合又は指定を辞退した場合 
（５）事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合、又はやむを得ない事由

により事業所を閉鎖した場合 
２　保護者は、３０日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することに

より、この契約を解除することができます。ただし、利用者が入院した場合

等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。  
３  前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、
保護者はただちにこの契約を解除することができます。  
（１） 事業者が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合  
（２） 事業者が第１０条に定める（守秘義務）に違反した場合  
（３） 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合  
（４） 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは
傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合  
（５）事業所もしくは従業者が、故意又は過失により利用者及び保護者の身

体・財産・信用を傷つけること等によって、本契約を継続しがたい重大な事情

が認められたとき 
４ 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、保護者に対し、３０日間の予
告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除する

ことができます。  
５ 前項にかかわらず、利用者及び保護者が次の各号に該当する場合には、事業
者はただちにこの契約を解除することができます。  
（１）利用者及び保護者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を２ヵ月以

上滞納し、催告にもかかわらず支払わない場合  
（２）利用者及び保護者が、故意又は重大な過失により、事業者、事業所もし

くはサービス提供従業者に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによっ

て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めな

い場合  
（３）利用者及び保護者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事

項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を

継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  
（４）利用者及び保護者が本契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認め

られる場合  
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（５） 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることがで
きない場合  
（６）利用者及び保護者が通常の事業の実施地域外に転居した場合  
（７）保護者が通知を行わず、サービスの利用を行わなかった場合  
（８）利用者が医療機関に入院し、退院できる見込みがない場合 
 
  
第１４条 （事故と損害賠償）  
 １ 事業者及び事業所は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速
やかに関係市町村及び保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。  
 ２  事業者は、利用者に対するサービスの提供により、事業者の責任と認めら
れる事由によって利用者及び保護者等に損害を与えた場合には、その損害を速

やかに賠償する義務を負います。 
３  事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いませ
ん。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れま

す。  
（１）利用者及びその保護者等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病

歴や行動障害等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を

行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合  
（２）利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としな

い事由にもっぱら起因して損害が発生した場合  
（３）保護者が利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴

取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱ

ら起因して損害が発生した場合  
（４）保護者が事業所もしくは従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっ

ぱら起因して損害が発生した場合 
  
 
第１５条 （利用者及び保護者等の損害賠償責任）  
利用者及び保護者等の故意又は重大な過失により、その責に帰すべき事由に

より事業者・事業所・従業者・その他第三者に損害が発生した場合は、利用者

及び保護者等の責任能力を鑑み、その賠償責任を負うものとします。  
  
 
第１６条 （協議事項）  
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は

児童福祉法の関係法令の定めるところに従い、保護者と誠意をもって協議する

ものとします。  
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第１７条（その他）  
この契約に定めない事項については、児童福祉法、その他関係法令に従い保

護者等が信義に従い誠実に協議し決定します。  
 

  
上記の契約の成立を証するため、本書２通を作成し、保護者及び事業者が記名

押印のうえ、各１通を保有するものとします。  
  
  
令和  　年  　月   　日  
 
  

（保護者）住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
　　　　　　　　　　　  
                                             氏名              　　　　　　                    　　　　印  
  

 
                                            児童氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　（事業者及び事業所） 
 
　　　　　事業所住所　横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘１１番３号  
　　　　　　　　　　　  
　　　　　事業所名  　  Together Kids Yokohama 
 
  
                   事業者住所　 横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目４２番２０号  

 
                   代表者名        一般社団法人みらいのヒトミ　 
  
                                                            代表理事   植木卓郎                         印 
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重 要 事 項 説 明 書 
 

当事業所は、利用者に対して下記事業を提供する上で、事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。 
 
１.事業者 

名称 一般社団法人みらいのヒトミ 

所在地 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂一丁目４２番２０号 

連絡先 ０７０−４１７３−８６００ 

代表者 代表理事　植木卓郎 

設立年月日 令和２年２月１７日 
  
２.事業所の概要 

種類 指定障害児通所支援事業所 
児童発達支援及び放課後等デイサービス 
横浜市指定事業所番号（１４５０６００３５６） 

名称 Together Kids Yokohama 

所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ケ丘１１番３号 

連絡先 電話番号　０４５−４６５−６８９７ 
FAX番号　０４５−４６５−６３１８ 

管理者 植木 恵美 

児童発達支援 
管理責任者 

池谷まゆみ 

指定年月日 令和２年５月１日 

目的 一般社団法人みらいのヒトミが開設するTogether Kids 
Yokohama（以下「事業所」という）が行う児童福祉法に
基づく指定児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事

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

ることを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及

び障害児に対し、適正な児童発達支援及び放課後等デイ
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サービスを提供することを目的とする。 

運営方針 １）事業所は、通所給付決定保護者及び利用者の意向、特

性、その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき

利用者に対して指定通所支援を提供するとともに、その効

果について継続的な評価を実施することとその他の措置を

講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定児

童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する。 
２）事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利

用者の立場に立った指定児童発達支援及び放課後等デイ

サービスの提供に努める。 
３）事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営

を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを

行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との連携に努める。 
４）事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対

し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。 
５）事業の実施にあたっては、前４項の他、関係法令等を

遵守する。 
 
 ３.職員体制（令和２年５月１日現在） 

管理者 １名 
（兼務） 

常勤（指導員兼務） 
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理

を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し

法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行

う。 

児童発達支援

管理責任者 
１名 常勤 

児童発達支援管理責任者は、指定児童発達支援及

び放課後等デイサービスにかかる通所支援計画の

作成に関する業務の他に、常に利用者の心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努

め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行

う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言

を行う。 
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指導員 ７名 児童指導員　常勤　２名 
保育士　非常勤　１名 
児童指導員　非常勤　２名 
その他従業者　常勤　１名　（兼務） 
その他従業者　非常勤　１名 
指導員は、指定児童発達支援の単位ごとに提供を

行う時間帯を通じて、専ら指定児童発達支援の提

供に当たる。 

 
４.事業所の設備等の概要 

居室の種類 面積 設備 備考 

指導訓練室A 9.93㎡ 冷暖房・

床暖房 
個別指導をする 

指導訓練室B 7.45㎡ 冷暖房 個別指導をする 

指導訓練室C 16.56㎡ 冷暖房・
床暖房 

個別指導・集団指導等をする 

トイレA 1.37㎡ 洋式  

トイレB 1.24㎡ 洋式  

浴室 3.31㎡   

脱衣室 2.76㎡ 洗面台  

事務室 3.72㎡  鍵付書庫・パソコン 

調理スペース 6.62㎡   

面談スペース 3.31㎡  保護者との面談等をする 

静養スペース 2.48㎡  指導訓練室B内 

待合スペース 16.56㎡ 冷暖房・
床暖房 

 

倉庫 2.48㎡   

 
５.営業時間とサービス提供時間、通常の事業の実施地域 
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営業日 月曜日〜金曜日　※祝日・年末年始は除く 

営業時間 １０：００〜１７：３０ 

サービス提供日 月曜日〜金曜日　※祝日・年末年始は除く 

サービス提供時間 １０：３０〜１７：００　 

利用定員 １０名 

実施地域 横浜市 

主たる対象者 自閉症児・知的障害児・発達障害児 
 
６.サービス内容 

サービスの種類 サービス内容 

個別支援計画の作成 通所給付決定保護者及び利用者の意向や心身の状況

等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させ

るための課題や目標、支援の方針等記載した個別支

援計画を作成します 

基礎訓練 指示理解、模倣、マッチング、音声模倣、口辺模

倣、よく見る等 

日常生活訓練 日常生活動作、トイレ、食事、着替えなど 

学習活動 読み書き、数字、お金の計算、時計の理解など 

身体活動 歩行等の粗大運動、指などの微細運動 

集団生活適応訓練 会話、社交ルール、お友達づくり、表情や気持ちの

理解など 

言語訓練 要求言語、報告言語、よく聞く、経験報告、文章や

句で話す等 

遊び活動 一人遊び、遊びのスキル、余暇の過ごし方、絵を描

く、糊やハサミを使う等 

非言語訓練 アイコンタクト、絵カード、ジェスチャーなど 

行動補正 問題行動を減らして適切な行動を増やす 
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支援方法の指導 ペアレント・トレーニング 

送迎サービス 利用者の自宅又は学校と事業所との間の送迎を行う

場合もあります 

健康相談 健康チェック、健康相談を行います 

更生相談 医療・福祉・生活の助言や相談 

情報の提供及び相談 他のサービスの情報提供や利用方法の助言 

 
７.サービス料金 
 １）サービス利用料金  
児童発達支援 

単位数と利用者負担額 ８３０単位（９０９円） 

※事業所の利用者の７０％以上が小学校前の未就学児である場合 
 
放課後等デイサービス 

 授業後 学校休業日 

区分１の場合の単位数

と利用者負担額 
６６０単位（７２３

円） 
７９２単位（８６８

円） 

区分２の場合の単位数

と利用者負担額 
６１２単位（６７０

円） 
７３０単位（８００

円） 

 
※提供するサービスの料金と利用者負担額について　 
提供したサービスには利用料金（厚生労働省の告示の単価）が発生します。通

所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利

用料の１割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、１月あたりの利用者

負担額になります。利用料の１割が負担上限月額を超えた場合でも負担上限月

額以上の負担は発生しません。 
 
※利用者負担に関する上限額 

非課税世帯 ０円 

世帯所得約９００万未満 ４，６００円 

世帯所得約９００万以上 ３７，２００円 
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※事業者がサービスの料金を市町村から直接受け取る（代理受領する）場合、

利用者負担分としてサービス料金の１割相当または利用者上限負担月額を事業

者にお支払いいただきます。また、事業者が代理受領を行わない場合、事業者

は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を受け取るものとします。  
 
 ※＜厚生労働省の告示の単価＞横浜市の場合１単位＝１０.９６円  
 
２）加算項目 

加算項目 内容 単位数（料金） 

児童指導員等

配置加算 
児童指導員等一定の要件を満たす

職員を配置している場合 
●児童発達支援１２単位
（１３円）/１日 
●放課後等デイサービス
：授業後の場合９単位

（９円）/1日、休業日の
場合１２単位（１３円）

/１日 

児童指導員加

配加算（Ⅰ）

（Ⅱ） 

支援の強化を図るため、児童指導

員もしくは保育士を１名、その他

従業者を１名の計２名を基準から

さらに配置している場合 

 
２４６単位（２６９円）

/１日 

送迎加算 送迎を行った場合 ５４単位（５９円）/片
道 

欠席時対応加

算 
利用をキャンセルした場合※予定

日の3日前までに連絡を頂いた場
合は除く 

９４単位（１０３円）/
１日※月４回まで 

利用者負担上

限額管理加算 
負担上限額を超えて徴収しないよ

う管理を行った場合※依頼があっ

た場合 

１５０単位（１６４円）

/１月 

事業所内相談

支援加算 
事業所等において利用者と保護者

等に相談援助を行った場合 
３５単位（３８円）/１
月 

関係機関連携

加算 
（Ⅰ）保育所や学校と連携して

サービス計画書作成に係る会議や

連絡調整を行った場合 

２００単位（２１９円）

/（Ⅰ）は月１回、（Ⅱ
）は１回限り 
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（Ⅱ）就学先や就職先と連携して

相談援助や連絡調整を行った場合 

保育・教育等

移行支援加算 
通所支援事業所を退所し、保育所

や学童クラブ等に通うことになっ

た場合 

５００単位（５４８円）

/１回限り 

強度行動障害

児支援加算 
強度行動障害支援者養成研修（基

礎研修）修了者を配置し、強度行

動障害を有する利用者への支援を

行った場合 

１５５単位（１６９円）

/1日 

家庭連携加算 利用者への居宅を訪問し、利用者

及び保護者等への相談援助等を

行った場合 

１時間未満１８７単位

（２０４円）、１時間以

上は２８０単位（３０６

円） 
※月２回まで 

訪問支援特別

加算 
利用者が５日間連続して利用が無

かった際に、居宅を訪問して相談

援助等を行った場合 

１時間未満１８７単位

（２０４円）、１時間以

上は２８０単位（３０６

円） 
※月２回まで 

※小数点以下は切り捨てていますので１か月の合計金額で計算した場合は誤差

が生じます。 
 
８.その他の費用について 

内容 料金 

創作活動材料費 創作活動等における材料の実費 

食費 食材料の実費 

おやつ代 おやつにかかる費用として１回５０円 

※上記費用は利用者から徴収するものとします。定率負担額以外の創作活動材

料費、その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護

者に負担させることが適当とみられるものの費用などの費用は給付費支給の対

象ではありませんのでそれに要した実費の料金を徴収させていただきます。そ

の際、実費負担がかかるサービス提供にあたってはあらかじめ保護者に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、了解を得た場合に実施しま
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す。  
 
９.サービス利用料金及びその他の費用の支払方法  
サービス利用料金及びその他の費用は１カ月ごとに計算し、翌々月１０日まで

に請求書をお送りしますので、下記の方法でお支払いをお願いいたします。 
●当事業所へ直接現金でのお支払 （集金袋をご用意しますので、事業所が指定
する日にちまでにお支払い願います。） 
●事業者の指定口座への振込  
  
１０.利用のキャンセル・変更について  
  利用予定日の前に利用をキャンセル又は変更することができます。この場合
には、利用予定日の前日１５時までに事業者に申し出てください。  
※変更・追加につきましては、その日の利用状況により利用者が希望する日及

び時間にサービスの提供ができないことがあります。  
  
１１.サービスの利用にあたっての留意事項 

受給者証の確認 サービスの利用に先立って受給者証に記載された支給量

等内容を確認させていただきます。また、住所等内容変

更があった際は速やかに当事業所従業者にお知らせくだ

さい。 

設備・器具の利用 当事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用く
ださい。これに反した利用方法により破損が生じた場合

は賠償して頂く場合があります。 

感染症対策 利用者及びそのご家族がインフルエンザ等の他者に感染

する疾病であると医師に診断された場合、医師の完治連

絡が出るまで当事業所の利用は出来ません。 

営利活動 
政治活動 
宗教活動 

宗教活動や政治活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為

等、他の利用者及び保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行

為及び言動はお止めください。 

貴重品管理 利用者及び保護者の責任において管理お願いします。貴

重品の紛失には当事業者及び当事業所は一切の責任は負

わないものとします。 

危険物等 危険物等の施設内への持込は禁止です。その他はご相談

ください。 

 
１２.サービス提供の記録について 
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１）サービス実績記録票の確認  
本事業所では、サービス提供ごとにサービス実績記録票にサービス内容、実施

日時、 時間を記録しお渡ししています。サービス実績記録票を確認いただき内
容に間違いがないか確認の上、押印をお願いいたします。  
２）ご利用者の記録や情報の管理、開示について 
本事業所では、関係法令に基づいてご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご

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

どの諸費用はご利用者の負担となります。）  
 
１３.事故発生時の対応について 
利用者へのサービス提供により事故が発生した場合は速やかに県・市町村・利

用者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、この事

故により賠償すべき損害が起きた場合には、速やかに損害賠償を行います。 

横浜市 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課　 
電話番号　０４５−６７１−４２７９ 

神奈川県 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課監査グループ 
電話番号　０４５−２１０−４７３６ 

 
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

加入保険 保険会社名：公益財団法人　スポーツ安全協会 
保険名：スポーツ・文化法人責任保険 

  
１４.協力医療機関について 
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。
ただし、優先的な診療を保証するものではございません。 

名称 医療法人ひもろぎ会　神之木クリニック 

医院長名 山本 忍 

所在地 横浜市神奈川区西寺尾三丁目２５番１９号 
ラ・クラッセ西寺尾４階 

電話番号 ０４５−４３５−０１１３ 

診療科 内科、小児科 
 
１５.苦情解決及び虐待防止に関する窓口 

当事業所の窓口 児童発達支援管理責任者　池谷まゆみ 
受付時間　月曜日〜金曜日　※祝日、年末年始は除く 
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　　　　　１０：００〜１７：３０ 
電話番号　０４５−４６５−６８９７ 

横浜市の窓口 横浜市子ども青少年局障害児福祉保健課 
受付時間　平日８：４５〜１２：００ 
　　　　　　　１３：００〜１７：１５ 
電話番号　０４５−６７１−４２７４ 

 
１６.虐待の防止について 
　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために「障害者虐待防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９

号）」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。 
（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 児童発達支援管理責任者：池谷まゆみ 

（２）苦情解決体制を整備しています。 
（３）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施していま

す。 
  
１７.緊急時の対応について 
　サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、速やかに医療機関ま

たは利用者の主治医に連絡します。または、救急病院に搬送するなどの必要な

措置を講ずるほか、 保護者やご家族等へ連絡を行います。  
  
１８.非常災害時の対策について 

非常時の対応 別途に定める防災計画により対応します。 

避難訓練 消防法に定められた年２回以上の訓練を利用者参加の上、実

施します。 

防災設備 誘導灯、消火器 

 
１９.秘密の保持と個人情報保護について 

利用者及びその家族に関

する秘密の保持について 
事業者は、利用者及びその家族の個人情報につい

て「個人情報の保護に関する法律についてのガイ

ドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるも

のとします。 
◎事業者及び事業者の使用する者（以下、「従業

者」という）はサービス提供をする上で知り得た
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利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第

三者に漏らしません。 
◎この秘密を保持する義務はサービス提供契約が

終了した後においても継続します。 
◎事業者は従業者に業務上知り得た利用者及びそ

の家族の秘密を保持させるため、従業者である期

間及び従業者でなくなった後においても、その秘

密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容

とします。 

個人情報の保護について ◎利用者の個人情報をサービス調整会議等で用い
る場合には、予め文書にて利用者の同意を得るこ

ととします。ただし、個別支援計画を作成した際

に利用者に同意を得ている場合には、この限りで

はありません。 
◎利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、

医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供

できるものとします。 
◎利用者の円滑なサービス利用のため支援を行う

際に、利用者に関する情報を提供する場合には、

予め文書にて利用者の同意を得ることとします。 
◎事業者及び従業者は、利用者及びその家族に関

する個人情報が含まれる記録物（紙や電磁的記録

等）については細心の注意を払って管理し、処分

の際にも第三者への漏洩防止に努めるものとしま

す。 
◎事業者が管理する情報については、利用者及び

その家族の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除

を求められた場合には遅滞なく調査を行い、利用

目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものと

します（開示に際して複写料金が必要な場合は利

用者負担となります。 
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令和  　年  　月   　日  
 
 
Together Kids Yokohama「児童発達支援及び放課後等デイサービス」の利用に
際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。  
 
 
　　　　　　　　　　　事業者住所　横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目４２番２０号 
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　 事業者名　一般社団法人みらいのヒトミ 
 
　　　　　　　　　　　事業所住所　横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘１１番３号  
　　　　　　　　　　　  

事業所名  　  Together Kids Yokohama  
 

                    説明者     　（氏名）                                                       印 
 
 
事業者から、Together Kids Yokohama「児童発達支援及び放課後等デイサービ
ス」の利用について重要事項の説明を受け同意しました。 
 
 
 　　　　　　　　　　利用者　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 

保護者（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
　　　　　　　　　　　  
                                                （氏名）              　　　　　　　　　　　　　印 
  

 
                                                  利用者との関係（　　　　　　　　　　　　） 
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個人情報使用同意書 
 

私（利用者及びその家族）は、下記の内容で事業者が必要 小限の範囲内で使
用、提供することに同意します。  
 

記 
1． 使用する目的  
　事業者が、指定児童発達支援 放課後等デイサービスの提供にあたり、円滑に
サービスを実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。 
2． 使用にあたっての条件  
　個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要 小限に留め、情
報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払う
こと。  
3． 個人情報の内容  
・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等事業者がサービスを行うために
低限必要な利用者や家族個人に関する情報。  
・認定調査票、主治医意見書、障害支援区分認定審査会における判定結果の意
見（認定結果通知書）  
・その他の情報 
 
※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関わる情報であって、特定の個人
が識別され、又は識別され得るものをいいます。 
  

令和  　年 　 月　  日  
 

一般社団法人みらいのヒトミ 
Together Kids Yokohama 宛 
 

保護者 
 （氏名）　　　　　　　　　　　　　　印 

 
  

（住所）　　　　　　　　　　　　　　　 
 

  
　　　　　　　　　　　　　（児童氏名）　　　　 　　　　　　　　 
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