
 

ケアハウス入居契約書 
 

 

 ケアハウスやまなみ（以下「甲」という。）は、入居者（以下「乙」という。）及び身元

保証人との間において、次のとおり契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、国の定める「軽費老人ホーム設置運営要綱」に基づき、乙が心身共に充実

した明るい生活を送ることができるよう、このケアハウスを利用させること及びこの契

約に定める各種サービスを提供し、乙は甲に対し信義を守り、誠実にこの契約を履行す

る。 

（施設の管理、運営） 

第２条 甲は必要な職員を配置して、乙の日常生活に必要な業務を処理するとともに、建

物及び付帯設備の維持管理を行うものとする。 

（遵守義務） 

第３条 乙は甲に対して誠意を持って、この契約に定める事項を履行するとともに、甲が

示す運営規程、その他の諸規程及び甲が指示する事項を遵守するものとする。 

２ 甲が前項の運営規程を改変する場合は第４条に定める運営懇談会の意見を求めるもの

とする。 

（運営懇談会） 

第４条 甲は、この契約の履行に伴って生ずる諸種の問題に関し、意見の場として、別に

定めるところに従い、運営懇談会を設置する。 

（運営規程） 

第５条 この契約に付随して、甲が別に定める運営規程を甲乙ともに遵守するものとする。 

（施設の利用及び利用制限） 

第６条 乙は、第 25 条に基づく契約の解除がない限りこの契約の定めるところにより、専

用居室（以下「居室」という）及び甲が共用のために設置した設備（以下「共用設備」

という）を利用することができるものとする。 

２ 乙は、その居室を専ら乙の居住以外の目的に使用してはならない。 

（各種サービス） 

第７条 甲は乙に対し以下のサービスを提供するものとする。提供の方法については、別

途運営規程において定める。 

（１）各種生活相談及び助言 

（２）食事の提供 

（３）入浴準備 

（４）災害、疾病等の緊急時の対応 



 

（５）在宅保健、福祉サービスに関し連絡等の便宜を図ること。 

（６）自主活動への協力 

（７）その他国の定める「軽費老人ホーム設置運営要綱」第４ケアハウスに基づいて必

要とされるサービス 

（生活相談、助言） 

第８条 甲は乙から要望があれば、常時各種の相談に応じ、適切な助言と必要に応じて行

政及び関係機関への紹介手続き等の援助を行う。 

（食事の提供） 

第９条 甲は乙に対して 1日 3食高齢者の健康に配慮した食事を食堂において提供する。

特に医師の指示がある場合はその指示により特別の食事をする。 

（入浴の準備） 

第１０条 甲は常に入浴設備を良好に管理し、入浴は隔日以上とし、定められた時間に乙

が利用できるよう入浴の準備を行う。 

２ シャワーについては常時使用できるよう配慮する。 

（緊急時の対応） 

第１１条 甲は乙が急病若しくは火災等緊急避難を要する事態が発生した場合に備えて、

常に万全の管理体制がとれるように配慮するものとする。 

２ 乙の責めに帰すべき理由に生じた事故については、甲はその責めを負わないものとす

る。 

（生活援助） 

第１２条 甲は乙が入居後日常生活上の援助及び特別な介護を必要とする状態になった場

合は、外部の居宅介護サービスが導入できるよう所要の措置をとるものとする。この場

合の費用は乙の負担とする。 

（レクリエーション） 

第１３条 甲は乙の生活が健康で明るいものとなるよう、必要な助言を行うとともに、乙

が自主的に趣味、教養、娯楽等のレクリエーションを実施する場合はその適性と思われ

る行事に協力し、便宜を供する。 

（居住に要する費用） 

第１４条 甲は、「軽費老人ホーム設置運営要綱」に基づき、施設の建設年次の施設整備費

から算定された「居住に要する費用基礎額」を基礎として、乙に対し分割納入金（以下

「居住に要する費用」という。）を設定することができる。 

（利用料等） 

第１５条 利用料については、甲は国の定める基準に従って、サービスの提供に要する費

用、生活費、居住に要する費用を合算した額を別途個別に算定して、乙に請求するもの

とする。 

２ 第 1項のほか、甲は乙の使用にかかわる電気及び電話等の使用料を乙に請求するもの



 

とする。 

３ 居住に要する費用の納入方式については分割支払いとし、月額 47,000 円を支払うもの

とする。 

４ 乙はサービスの提供に要する費用の減額を希望する場合にあっては、契約時及び翌年

以降、年 1回乙の収入等に関する挙証資料を添付し、施設長に対して申請を行うことと

する。 

５ 特別なサービスに要する費用は、その実績を乙の負担とする。 

（利用料の改定） 

第１６条 甲は、国の定める基準に改正若しくは変更が生じた場合、それに基づき利用料

を改訂するものとする。 

２ 甲は利用料を改訂する場合、国の改訂通知を乙に明示するものとする。 

（利用料等の納入） 

第１７条 乙は第 15 条に基づく月額の利用料等を、毎月末日までに甲が指定する方法によ

り甲に支払うものとする。 

（居室への立入り） 

第１８条 甲は、居室の保全、衛生、防犯、防火その他管理上の必要があると認められる

場合は乙の承諾を得て、いつでも居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるも

のとする。ただし、乙の健康、災害上の緊急の場合は乙の承諾を得ないで立入ることが

できる。 

（居室内の模様替え等） 

第１９条 乙は、甲の承諾を得た場合には、退居時には原状に復することを条件として、

居室の模様替えを行うものとする。 

２ 乙は別に定めるところにより、乙の居室における次の各号に掲げるものの小修理又は

取替えを行うものとする。 

（１）フローリング 

（２）窓ガラス 

（３）カーテン、壁紙等 

（４）その他甲が別に定めるもの 

（居室内の模様替え等の費用負担） 

第２０条 乙の居室についての第 19 条に定める模様替えその他補修、改修の費用は、乙が

これを負担する。ただし、設計、施工に起因する補修、改修費については、この限りで

はない。 

（原状回復の義務） 

第２１条 乙は、目的施設及び備品（第 19 条に基づく造作、模様替え等を除く。）につい

て、汚損、破損若しくは減失その他原状を変更した場合には、乙の選択に従い、直ちに

自己の費用により原状に復するか、又は甲が別に定める代価を支払うものとする。ただ



 

し、乙の責めに基づかない場合はこの限りではない。 

２ 乙はこの契約が第 24 条又は第 25 条の規定により解除された場合、又は第 26 条第 1

号の規定により契約が終了した場合において乙の居室を甲に明け渡すときは、第 19 条各

号に掲げるものについては修理若しくは取替えに要する費用を負担するものとする。 

（甲の賠償責任） 

第２２条 天災、事変その他の不可抗力及び火災、盗難、あるいは外出中の不慮の事故に

より乙が受けた損害について甲は、一切の賠償責任を負わないものとする。ただし、甲

の故意又は重大な過失によって乙に損害を与えた場合は、この限りでない。 

（動物飼育） 

第２３条 乙は居室、共用施設若しくは敷地内において小鳥及び魚類等以外の動物を飼育

しようとする場合は、甲に事前に許可を得なければならないものとする。 

（甲の契約解除） 

第２４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対し 1ヶ月間の予告期間

を置いて、この契約の解除を通告することができるものとする。 

（１）入居の要件に関して、虚偽の届出を行って入居したとき。 

（２）利用料を 3ヶ月以上支払わないとき。 

（３）サービスの提供に要する費用の減額に当たって虚偽の届出を行った場合。 

（４）施設長の承諾を得ないで、ケアハウスの建物や附帯設備等の造作・模様替えを行

い、かつ原状回復を行わないとき。 

（５）個別の日常生活上の援助（料理を除く。）又は介護を必要とする状態であるにも関

わらず、それらを受ける事ができないとき。 

（６）金銭の管理、各種サービスの利用について自分で判断ができなくなったとき。 

（７）入院がおおむね 3ヶ月を超えることが予測されるとき。 

（８）その他共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけたとき。 

２ 乙は、前項の規定により甲がこの契約の解除を通告した場合には、その予告期間満了

後、遅滞なくその居室を明け渡すものとする。 

３ 甲は、乙に対し第 1 項による契約の解除通告をするに先立って必ず、乙及び身元保証

人に弁明の機会を設けるものとする。 

４ 甲は、乙に対し、第 1項による契約の解除通告に伴う予告期間中に必ず乙の移転先の

有無について確認し、移転先がない場合には、乙及び身元保証人その他関係者、関係機

関と協議し、乙の移転先の確保につき協力するものとする。 

（乙の契約解除） 

第２５条 乙は、この契約を解除しようとするときは、30 日以上の予告期間をもって甲が

定める契約解除届を甲に提出するものとし、その契約解除届に記載された契約解除日を

もってこの契約は解除されるものとする。 

２ 乙は、前項の契約解除日までに居室を甲に明け渡さなければならない。 



 

３ 乙が契約解除届を甲に提出しないで居室を退居したときは、甲が乙の退居の事実を知

った翌日から起算して 30 日目をもって、この契約は解除されたものとする。 

（契約の終了） 

第２６条 この契約による契約の終了とは、次の各号に該当する場合をいう。 

（１）乙が死亡したとき 

（２）第 24 条又は第 25 条に基づき契約が解除され、予告期間が終了したとき。 

（財産の終了） 

第２７条 乙の死亡により契約が終了した場合、甲は乙の所有物を善良なる管理者の注意

をもって保管し、身元保証人に連絡して一切の処置をさせるものとする。 

２ この身元保証人は、前項の連絡を受けた場合、契約終了日の翌日から起算して 30 日以

内にその所有物を引き取り、居室を甲に明け渡さなければならない。 

３ 明け渡しの期日がすぎてもなお残置された所有物については、身元保証人その他の承

継人がその所有物を放棄したものとみなし、甲において適宜処分できるものとする。 

４ 乙が第 24 条第 2項又は第 25 条第 2項により甲に対して乙の居室を明け渡した後にお

いて、なお乙の残置所有物等がある場合には、前項を準用する。 

（身元保証人） 

第２８条 乙は、入居に際し 2名の身元保証人を定めるものとする。 

２ 前項の身元保証人は、乙に契約不履行があった場合に、この契約から生じる一切の責

務について連帯して履行の責を負うとともに、必要な場合は乙の身柄を引き取る責任を

負うものとする。 

３ 乙は、身元保証人の住所、氏名の変更、死亡及び成年被後見人の宣告等によって変更

するときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。なお、変更がある場合は、

書面にて届出してください。 

（精算） 

第２９条 第 24 条若しくは第 25 条の規定により、予告期間が満了した場合、又は第 25

条第 1号の規定によりこの契約が終了した場合、乙が甲に対して第 21 条第 2項、その他

の条項により債務がある場合には、別途負担し、居室明け渡しの日までに精算する。 

（乙による入居開始可能年月日前解除） 

第３０条 乙は、標記の入居開始可能年月日前にこの契約を解除する場合には、書面によ

って甲に通知するとともに、既払い金全額の返還を請求できるものとする。ただし金利

の支払は求めないものとする。 

（契約終了後の住居の使用に伴う実費精算） 

第３１条 乙は、契約終了日までに居室を甲に明け渡さない場合には、契約終了日の翌日

から起算して、明け渡しの日までの利用料等を甲に支払うものとする。ただし、第 26

条第 1号の規定に該当する場合は、第 27 条第 2項に規定する明け渡し期限を本条にいう

契約終了日とみなす。 



 

（入居開始可能年月日の変更） 

第３２条 甲が、標記の入居開始可能年月日を変更した場合は、その旨を直ちに乙に書面

をもって通知するものとする。 

（居室の変更） 

第３３条 甲は、乙が次の各号の一つに該当するときは、居室の変更をすることができる。 

 （１）乙の身体機能の低下等、居室を変更することが適当と認められたとき。 

 （２）その他、施設が必要と認められるとき。 

２ 前項の居室の変更は、あらかじめ 2週間前に乙に通知します。ただし、緊急やむを得

ない場合はこの限りではない。 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

第３４条 甲は、業務上知り得た乙及び身元保証人等の個人情報に関し適正かつ適切な取

扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、個人情報に関連する法令

及びその他関係法令等を遵守し、個人情報の保護を図ることする。 

２ 甲は、サービスを提供するうえで知り得た乙及び身元保証人等に関する秘密及び個人

情報については、身体等に危険がある場合など正当な理由がない限り、契約中及び契約

終了後においても第三者には漏らさないように努めることとする。 

（苦情対応） 

第３５条 甲は、乙からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する

など必要な措置を講じることとする。 

２ 甲は、サービスに関する乙からの苦情に関して運営適正化委員会の調査に協力すると

ともに、運営適正化委員会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を

行うこととする。 

（誠意処理） 

第３６条 この契約書の解釈及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて

甲、乙相互に協議し、誠意をもって処理するものとする。 



 

ケアハウス 

（重要事項説明書） 

 

１ 事業主体概要 

法人の名称 社会福祉法人 魚野福祉会 

法人の所在地 新潟県魚沼市原虫野 438 番地 4 

代表者氏名 理事長 本田 建一 

電話番号 025（792）1096 

ＦＡＸ番号 025（792）2121 

設立年月日 平成 14 年 12 月 20 日 

 

２ 施設の概要 

施設の名称 ケアハウス やまなみ 

施設の所在地 新潟県魚沼市原虫野 425 番地 2 

電話番号 025（793）3322 

ＦＡＸ番号 025（792）3454 

E-mail E-mail uonofukushikai@uonofukushikai.or.jp 

設立年月日 平成 20 年 4 月 1日 

 

３ 設備の概要 

敷 地 6,466.02 ㎡ 

建 物 
構 造 鉄骨 3 階建 

延べ床面積 2,585.49 ㎡ 

居 室 全室個室 30 室 

主な設備 

設備名 2F 3F 

居室 30.30 ㎡ 30.30 ㎡

共用生活室（食堂・リビング） 58.35 ㎡ －

共用リビング － 56.42 ㎡

特殊浴室 28.56 ㎡ －

個人浴室 13.15 ㎡ 12.95 ㎡

一般浴室 20.85 ㎡ 28.45 ㎡

食堂 69.34 ㎡ 69.34 ㎡

リハビリ室 63.09 ㎡（1Ｆ）

食堂・談話室 81.63 ㎡（1Ｆ）

 



 

４ 提供するサービスの内容 

サービスの種類 サービスの具体的な内容 

食事 

お食事の時間 

朝食 7：30～8：30 昼食 12：00～13：00 夕食 18：00～19：00 

食堂でお召し上がりください。（家族等と一緒の時は別途考慮しま

す。） 

食べることのできないものやアレルギーがある場合は、できる限

り対応しますので、遠慮なくお申し出下さい。 

入浴 

入浴時間 

午前の部 9：30～11：30 午後の部 14：30～16：30 

になります。 

一人浴については、順番にご利用下さい。 

大浴場については、決められた日にご利用下さい。 

シャワーは、毎日使用できます。 

健康管理 

協力医療機関 

名称 ほんだ病院（精神科 神経科 内科） 

所在地 魚沼市原虫野 433 番地 3 

協力歯科医療機関 

 名称 藤本歯科医院 

 所在地 魚沼市古新田 179 

娯楽 

社会生活上の便宜 

施設での生活を実りあるものにする社会生活のため、適宜レクリ

エーション行事を実施します。 

行政機関等に対して手続が必要となる場合は、あなたやその家族

の状況に合わせてお手伝いします。 

相談及び援助 
あなたやあなたの家族等からの相談には誠実に応じ、できる限り

援助します。 

 



 

５ 利用料金 

 （１）入居者負担金 

１ サービスの提供に要する費用 国の定める基準の金額 

 ２ 生活費 国の定める基準の金額 

（11 月から 3月の間は冬季加算をいただきます。国の定める規準の金額） 

※1、2が改定になった場合には自動的に改定されます。なお、その場合は書面に

てお知らせいたします。 

 ３ 居住に要する費用 47,000 円（月額） 

 ４ 特別なサービスに要する費用 

 ①クラブ活動費 実費相当額 

②外来者等宿泊代 1 日 300 円 

③外来者等食事代 朝食 400 円 昼食 450 円 夕食 450 円 

④買い物代行代  1 回 200 円 

  ※上記に定めていない料金については、あらかじめご説明し、了解を得たものについ

てご負担していただきます。 

 （２）支払い方法 

口座引落 サービス利用月の翌月末日に申込口座より引き落とします。 

銀行振込 
サービス利用月の翌月末日までに下記の口座にお振り込み願います。 

第四銀行 小出支店 普通預金 1332697 ﾌｸ.ｳｵﾉﾌｸｼｶｲ 

現金支払 サービス利用月の翌月末日までに現金にてお支払い願います。 



 

６ 非常災害対策 

消防計画 届出日 平成 20 年 2 月 19 日 

消防訓練の実施 年 2回 

近隣との協力体制 
職員への自動通報 消防署への自動通報装置完備 

近隣施設及び委託業者への協力要請 

非常災害設備 

スプリンクラー  有 防火扉等     有 

非常階段     有 屋内消火栓    無 

自動火災報知器  有 非常通報装置   有 

誘導灯      有 漏電火災報知器  無 

消火器      有 非常用電源    有 

 

７ 苦情相談窓口 

 ① 当施設が提供するサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で受け付けます。 

窓口設置場所 事務室、2階ケアステーション 

連絡先 
TEL 025（793）3322 FAX 025（792）3454 

E-mail uonofukushikai@uonofukushikai.or.jp （担当：      ）

 ② 当施設に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

新潟県福祉サービス運営適正化委員会 025（281）5584 

新潟県国民健康保険団体連合会 025（285）3022 

長岡市福祉保健部介護保険課 0258（39）2245 

魚沼市福祉課介護保健室 025（792）9755 

南魚沼市介護保険課介護保険係 025（773）6675 

湯沢町健康福祉課福祉介護班     025（784）4560 

糸魚川市福祉事務所介護保険係 025（552）1511 

 

８ サービスの利用に当たっての留意事項 

 １ 日常生活で守ること 

  ・外泊、外出は自由ですが、部屋の管理や防犯上からも常時入居者の所在を把握して

おく必要がありますので、その都度、外出簿に記帳されるか外泊届を提出して下さ

い。 

  ・施設にこられたときは面会者名簿に記入して下さい。 

  ・外来者等が宿泊される時は、施設長の承認を受けて下さい。 

  ・次のようなことはしないで下さい。 

   ①けんか・暴行・中傷・口論・泥酔等で他人に迷惑をおよぼすこと。 

   ②建物・備品等を損傷すること。 

   ③ペットを施設長の許可を得ないで飼育すること。 

   ④無断で外出・外泊をしたり、門限（午後 9時）を守らないこと。 

   ⑤施設内において、特定の宗教活動や政治活動を行うこと。 



 

   ⑥危険物・可燃物を持ち込むこと。 

   ⑦その他施設の秩序や風紀を乱す等共同生活に著しく支障を及ぼすようなこと。 

  ・居室については、次のことを守ってください。 

   ①居室内は、常に清潔を心がけ、環境衛生に留意し、気持ちよく生活できるように

努めて下さい。 

   ②入居後、特別な場合を除き居室の変更はできません。 

   ③居室内の備品が故障したときは、速やかに職員に届出て下さい。 

  ・廊下は、入居者全体の通路です。非常時の避難路でもありますので、障害となる荷

物等を置かないで下さい。 

 ２ 保健・環境衛生について 

  ・居室の清掃、布団類の乾燥、衣類の洗濯等常に清潔に心がけ、施設内外の環境衛生

にもご協力下さい。 

  ・平素から自分の健康には十分に留意し、毎日適度な運動を心がけましょう。 

  ・施設で実施する健康診断は必ず受けて下さい。 

  ・入院加療を必要とする方には、その措置を講じ、療養に専念していただきます。 

  ・入院生活が 3か月以上の長期となるときは退居していただきます。ただし、入居者

の希望、医師の判断によっては引き続き在居を認めることもあります。 

  ・ゴミ・不用品は所定の場所に分類して出してください。 

   ①燃えるゴミ・燃えないゴミ等に分けて下さい。 

   ②生ゴミは、水気をよく切り、ビニール袋に入れて口を閉じて出して下さい。 

   ③空きびん、空き缶、ペットボトルは、中をよくすすいで出して下さい。 

   ④新聞、雑誌、ダンボール等は、紐等でしばり、まとめて出して下さい。 

 ３ 防災・防犯等について 

  ・喫煙室以外での喫煙はしないで下さい。 

  ・電気アンカ、電気コタツ、アイロン等の電化製品の切り忘れ等のないよう火災防止

に十分注意して下さい。 

  ・急病、火災等非常事態が発生した場合は、直ちに職員に連絡して下さい。 

  ・施設で実施する防災訓練や避難訓練には、必ず参加して下さい。 

  ・災害発生の場合は、職員の指示に従い、あらかじめ指定された経路に従って避難し

て下さい。 

  ・災害発生の時は、エレベーターは利用できません。 

  ・居室での暖房は、空調機以外は電気コタツ、電気毛布等の電気器具のみとし、他の

火気は使用できません。なお、電気器具を使用する場合、安全性を確認してからあ

らかじめ施設長に届出て下さい。 

  ・貴重品等は、紛失したり、盗難に遭わないよう保管には十分注意して下さい。 

  ・健康保険証、診察券、介護保険証等病院受診の際に必要なものは、一括してわかり



 

やすく目立つ場所に置いて下さい。 

 ４ 居室への立ち入りについて 

  ・ナースコール等があった場合、設備等の検査、その他やむを得ない場合には職員が

居室内に立ち入ることがありますのでご了承下さい。 

 ５ その他 

  ・トイレは、水洗のため、トイレットペーパー以外のものは一切流さないで下さい。 

  ・身元保証人に変更があったときは、直ちに届出て下さい。 

 

 

 サービスの提供に先立って、上記のとおり説明しました。 

 

  平成  年  月  日 

 

説明者 

ケアハウスやまなみ 

生活相談員    印

 



 

上記のとおり施設サービスに関する契約書及び契約書別紙兼重要事項説明書に同意し、

契約します。 

なお、この契約を証明するために、本契約書を 4部作成し、甲、乙及び身元保証人は記

名押印のうえ、それぞれ 1部づつを保管します。 

 

平成  年  月  日 

 

 

施 設 長 住所 新潟県魚沼市原虫野４２５番地２       

 

          氏名 ケアハウスやまなみ 施設長      印  

 

 

入 居 者 住所                       

 

          氏名                   印   

 

 

身 元 保 証 人 住所                       

（返還金受取人） 

          氏名                   印   

 

 

身 元 保 証 人 住所                       

 

          氏名                   印   

 


