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福 寿 の 郷 契 約 書 

 

                            （以下「入所利用者」という。）と有限会社福やま（以下「事

業者」という。）は、福寿の郷（以下「施設」という。）への入所利用者に対して行うサー

ビスについて、次のとおり契約を締結する。 

 

契約を証するため、入所利用者、事業者は本書 2通を作成し署名押印のうえ各 1通を

保有する。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、入所利用者の自主性を尊重し、明るく心豊かな生活ができるよう

処遇の充実並びに生活の安定を図ることを目的とする。 

2. 入所利用者は、本契約の定めを承認すると同時に、事業者に対し、本契約に定

める費用の支払いに同意するものとする。 

 

（契約期間） 

第２条 平成   年   月   日から平成   年   月   日までとする。 

2. 契約満了日までに、入所利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申

し出がない場合は、契約は自動更新されるものとし、以降同様とする。 

 

（入所利用者の定員） 

第３条 施設の入所利用定員は１２名とする。 

 

（入所利用条件） 

第４条 施設に入所利用できる方は、次の各号に該当する方とする。 

（１） 年齢は、原則として６０歳以上であること。 

（２） 炊事ができない程度の身体機能の低下が認められ、また、高齢なため独立し

て生活するには不安が認められる方であり、家族による援助を受けることが困

難な方。 

（３） 入院の必要のない程度の介護保険の認定を受けた方。（詳細はご相談させて

いただきます。） 

（４） 認知症と診断された方。 

（５） 問題行動を伴わない者で共同生活に対応できる方。 

（６） 利用料に充てることが出来る資産、所得、仕送り等があり、施設の利用料を支

払いできる方。 

（７） 確実な保証能力を有する身元保証人が立てられる方。 

（８） 事業者による入所利用者として適格者と判断される方。 
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（サービス内容） 

第５条 施設サービス計画に基づいて、介護、食事提供、排泄、介助、生活指導その

他必要な介護・介助を行います。 

（１） バイタル測定 

（２） 食事等の提供 

（３） 生活・苦情・相談・助言 

（４） 入浴 

（５） 移送サービス 

（６） 機能訓練 

（７） 外部の福祉サービスなどの斡旋 

（８） 保健衛生知識の普及指導 

（９） 外出 

（１０） 緊急時の連絡 

2. 事業者は、入所利用者のために、医師への診察依頼、通院の付き添いや受療

の援助は行うが、介護サービスとして治療行為は行わない。なお、医療を受ける

にあたって医療に要する費用は、すべて入所利用者の負担となる。 

 

（入所利用者の権利） 

第６条 入所利用者は、本契約に基づいて提供される全てのサービスについて、次の

各号に掲げる権利を有する。入所利用者は、これらの権利を行使することにより、

事業者から差別的待遇を受けることはない。 

（１） 入所利用者はサービスの提供においてプライバシーを可能な限り尊重される。 

（２） 入所利用者は、希望すれば自己に関する健康や介護の記録（ただし、医師が

管理する診療記録は除く）を閲覧することができるが、入所利用者以外の者が

その閲覧を要求しても、入所利用者の同意がないかぎり閲覧させることはない。

身上や健康に関する記録は、法令等による場合を除き、入所利用者の意思に

反して外部に公開されることはない。 

（３） 入所利用者は、自己が選ぶ医師や弁護士その他の専門家といつでも相談す

ることができる。ただし、その費用は入所利用者が負担する。 

（４） 入所利用者は、緊急やむを得ない場合をのぞき、身体的拘束その他行動を制

限されることはない。 

（５） 入所利用者は、施設での運営に支障がない限り、入所利用者個人の衣服や

備品をその居室内に持ち込むことができる。 

（６） 入所利用者は、事業者及び事業者の提供するサービスに対する苦情に関して、

いつでも事業者に直接申し出ることができるとともに行政機関等に対して申し

出ることができる。 
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（入所利用者の負担額） 

第７条 入所利用者の負担について各号に定める 

（１） 入所利用料 

・ 食 費      月額    ４０，２００円 

・ 部屋代     月額    ２８，０００円 

・ 事務費     月額    １０，３００円 

・ 管理費     月額    ２０，６００円 

・ 洗濯料     月額     ５，２００円（希望者のみ） 

（２） 介護保険の認定を受けている入所利用者は、前項の額を支払うものとする。た

だし、月の中途の場合は日割計算による。 

（３） 介護保険の認定を受けている入所利用者で、生活保護受給者又はこれに準

ずる者は、【契約書別紙】に定める額を支払うものとする。ただし、月の中途の

場合は日割計算による。 

（４） 個人的に使用する物品代、理美容代、診断書、証明書等の発行代、各予防接

種代、買い物ツアー、観光施設等の入場料、参加費は入所利用者の負担とす

る。 

（５） 緊急時に所定の対応を行った場合の費用は入所利用者の負担とする。 

（６） 冬季期間（１１月～４月）は、冬季暖房料として月額５，２００円を支払うものとす

る。 

（７） 支払い方法は、毎月末日締めで翌月の 15 日までに原則、現金で支払うものと

する。 

 

（費用の改定） 

第８条 事業者は、月払い利用料等入所利用者が支払うべき費用を改定することが

できる。 

2. 事業者は、前項の費用の改定にあたっては、施設が所在する自治体が発表す

る消費者物価指数及び人件費等を勘案して改定するものとします。 

3. 入所利用者が支払うべき費用を改定する場合は、あらかじめ事業者は入所利用

者及び身元保証人等に通知します。 

 

（職員体制） 

第９条 施設には次の職員を配置する。 

（１） 施設長     1名 

（２） 生活相談員  1名 

（３） 事務員     1名 

（４） 看護師     1名 

（５） 介護士     2名 

（６） 調理員     3名 
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（７） 宿直員     2名 

 

（入所利用の申し込み） 

第１０条 施設への入所申し込みは、次の各号に定める書類を添えて申し込むものとす

る。 

（１） 入所利用申込書 

（２） 身元保証書 

（３） 健康診断書 

（４） その他、事業者が必要と認めた書類 

 

（入所利用の手続き） 

第１１条 施設への入所利用を許可された者は、次の書類を添えて事業者に提出しな

ければならない。 

① 福寿の郷契約書 

② 健康保険証の写し 

③ 施設利用同意書 

2. 入所利用時に敷金として、１００,０００円を納めるものとし、この敷金は、退所時に

修繕費の一部、支払債務がある場合に充当するものとする。ただし、退所時に

修繕費等を自己負担する場合及び短期入所の場合は、この限りではない。 

3. 入所時に納めた敷金は、入所日から 10 年を過ぎた場合は部屋代の 2 ヶ月分を

差し引いた額を返却するものとする。 

 

（入所利用者からの解約） 

第１２条 入所利用者が退所しようとする時は、退所予定 1 ヶ月前までに事業者に退所

届を提出しなければならない。 

2. 入所利用者が前項の退所届を提出せず居室を退去した場合、事業者が退去の

事実を知った日の翌日から起算して 30 日目をもって、本契約は解除されたもの

とする。 

 

（明け渡し及び原状回復） 

第１３条 入所利用者及び身元保証人は、第 12 条により本契約が終了した場合には、

直ちに居室を明け渡すこととする。 

2. 入所利用者及び身元保証人は、前項の居室明け渡しの場合に、通常の使用に

伴い生じた居室の損耗をのぞき、居室を原状回復することとする。 

3. 事業者は、前項の規定に基づき入所利用者がその費用の負担で行う原状回復

の内容及び方法について、入所利用者又は身元保証人と協議するものとする。 

4. 入所利用者及び身元保証人は、退所時に居室の清掃等の費用として、利用期

間に応じ、上限 30,000円を支払うものとする。 
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（契約終了後の居室の使用に伴う実費精算） 

第１４条 入所利用者は、契約終了日までに居室を事業者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部屋代および管理費を事

業者に支払うものとする。 

 

（事故） 

第１５条 入所利用者に事故が発生した場合は、事業者は身元保証人に連絡するなど

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（入所利用の取消し） 

第１６条 事業者は、入所利用者が次の各号に該当する場合は、利用を取り消すことが

できる。 

（１） 不正または偽りの手段によって利用の承認を受けたとき。 

（２） 正当の事由がなく利用料などを 2 ヶ月以上遅延したとき。 

（３） 日常の起居動作が困難となり、常時介助を必要とし、施設での生活が難しいと

認められたとき。 

（４） 生命維持装置を装着又、必要としている方。 

（５） 専門性が要求される医療機器を使用している方。 

（６） 重度の心疾患の合併症の方。 

（７） 重度の感染性皮膚疾患の方。 

（８） 長期の入院が必要とされたとき。 

（９） 入所利用者の行動が、他の入所利用者又は職員の生命に危害を及ぼし、又

はその危害の切迫したおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法等で

はこれを防止することができないとき。 

（１０） 第 23条（禁止又は制限される行為）の規定に違反したとき。 

（１１） 前各号のほか、施設での生活が不適当と認められたとき。 

 

（相談・助言） 

第１７条 入所利用者に対しては、親身になって各種相談に応ずるとともに、適切な助

言を行う。また、必要に応じて行政や在宅介護支援センターなどと連携を取り、そ

の有効利用について積極的に援助を行うものとする。 

 

（食事） 

第１８条 入所利用者に対しては毎日３食を提供する。ただし、あらかじめ食事をしない

旨の連絡があった場合は、提供しなくてもよいものとする。 

 

（入浴） 

第１９条 入所利用者の入浴は、週 2回とする。 
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（生活援助） 

第２０条 入所利用者に対する日常生活の援助は、原則として行わないものとする。 

2. 入所利用者が入所後において心身の障害などにより生活が独力でできず、ま

た、病気等で介護者が必要となった場合、外部の在宅福祉サービスなどの斡

旋を行うものとする。 

3. 通院は、当施設で定めた日に移送サービスを行うものとする。 

 

（保健衛生） 

第２１条 入所利用者の健康管理にあたっては、特に高齢者特有の疾病の予防・治療

に配慮するものとする。 

2. 寝たきりや認知症にならないため、積極的に心身の活性化を図り、入所利用者

が自発的に健康管理を行えるよう支援するものとする。 

3. 入所利用者に対し、随時保健衛生知識の普及指導を行うものとする。 

 

（日課の励行） 

第２２条 入所利用者は、施設長、生活相談員及び介護士等による日課を励行し、共

同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図るよう努めなければならない。 

 

（禁止又は制限される行為） 

第２３条 入所利用者は、施設の利用にあたり、施設又はその敷地内において、次の各

号に掲げる行為を行うことはできない。 

（１） 鉄砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管

する。 

（２） 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける。 

（３） 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流す。 

（４） テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著し

い迷惑をあたえる。 

（５） 猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育する。 

（６） 喧嘩、口論、泥酔等他人に迷惑をかける。 

（７） 指定した場所以外で火気を用いる。 

（８） 施設の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害する。 

2. 入所利用者は、施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に

掲げる行為を行うことはできない。また、事業者は、他の入所利用者からの苦情

その他の場合に、その承諾を取り消すことがある。 

（１） 施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動

を行う。 

（２） 施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替

え、敷地内における工作物を設置する。 
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3. 入所利用者は、施設の利用にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ

事業者と協議を行うこととする。事業者は、この場合の基本的考え方を文書によ

り定めることとする。 

（１） 入所利用者が 1 か月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、

各種費用の支払とその負担方法。 

（２） 事業者が入所利用者との事前協議を必要と定めるその他の事項。 

4. 入所利用者が、第 1 項から第 3 項の規定に違反もしくは従わず、事業者又は他

の入所利用者等の第三者に損害を与えた場合は、事業者又は当該の第三者に

対して損害賠償責任が生ずることがある。 

 

（修繕） 

第２４条 事業者は、入所利用者が施設を利用するために修繕が必要か検討する。こ

の場合において、入所利用者の故意又は過失により必要となった修繕に要する

費用は、入所利用者が負担するものとする。 

2. 前項の規定に基づき事業者が修繕を行う場合には、事業者はあらかじめその旨

を入所利用者に通知することとする。この場合において、入所利用者は正当な

理由がある場合を除き、その修繕の実施を拒否することができない。 

 

（損害賠償） 

第２５条 入所利用者は、故意または過失によって施設及び備品などに損害を与え、ま

たは無断で施設及び備品などの形状を変更したときは、その損害を賠償し、また

は原状に復する責めを負わなければならない。 

 

（秘密保持） 

第２６条 事業者および事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た入所

利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならな

い。この守秘義務は契約終了後も同様とする。 

 

（居室への立ち入り） 

第２７条 事業者は、施設の保全、衛生管理、防犯、防火、防災その他管理上特に必

要があるときは、あらかじめ入所利用者の承諾を得て、居室内への立ち入り又は

必要な措置を行うことができる。この場合、入所利用者は、正当な理由がある場合

を除き、事業者の立ち入りを拒否することはできない。 

2. 事業者は、火災、災害その他により入所利用者又は第三者の生命、財産に重大

な支障をきたす緊急のおそれがある場合には、あらかじめ入所利用者の承諾を

得ることなく、居室内に立ち入ることができるものとする。この場合、事業者は入

所利用者の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後、速やかにその理由と経過

を入所利用者に報告するものとする。 
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（苦情処理） 

第２８条 入所利用者は、事業者及び提供するサービスに対する苦情を申し立てること

ができる。 

2. 事業者は、苦情を受付けた場合、迅速かつ誠実に対応するとともに適切な解決

に努めます。 

3. 事業者は、入所利用者が苦情申立を行ったことを理由に何らの不利益な扱いを

することはない。 

4. 当施設における苦情や相談は、次の窓口で対応するものとする。 

① 住宅型有料老人ホーム 福寿の郷  施設長 福山 直人 

電 話  ０１９８－２１－２９０２ 

F A X  ０１９８－２１－２９５１ 

② 有限会社 福やま  代表取締役 福山 直人 

電 話  ０１９８－２４－６９７１ 

 

（協力医療機関） 

第２９条 施設の協力医療機関は以下のとおりである。 

・ 公益財団法人 総合花巻病院 

・ 医療法人ありむ会 恵ライフクリニック 

 

（賠償責任） 

第３０条 事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により

入所利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、不可抗力による場合を

除き、速やかに入所利用者に対しその損害を賠償するものとする。ただし、入所

利用者側に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではない。 

 

（身元保証人の条件） 

第３１条 身元保証人の条件は次の各号とする。 

（１） 日本国内在住で連絡を取ることができること。 

（２） 原則として、入所利用者よりも年齢が若いこと。 

（３） 法定相続人や成年後見人等、入所利用者が認知症や身体の衰弱等により

判断能力が不十分な場合、本人に代わり判断ができる立場の方。 

（４） 本施設の円滑な運営にご協力いただける方及び入所利用者と連帯して債

務を履行できる方。 

 

（身元保証人の義務と役割） 

第３２条 第３１条の身元保証人は、本契約に基づく入所利用者の事業者に対する債

務について、入所利用者と連帯して履行の責を負うとともに、契約書に定めるとこ

ろに従い、事業者と協議し、必要なときは入所利用者の身柄を引き取るものとす
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る。 

2. 事業者は、入所利用者の生活において必要な場合には、身元保証人への連

絡・協議等に努めるものとする。 

3. 事業者は、入所利用者が要介護状態にある場合には、入所利用者の生活及び

健康の状況並びにサービスの提供状況等を定期的に身元保証人に連絡するも

のとする。 

 

（事業者に通知を必要とする事項） 

第３３条 入所利用者又は身元保証人は、次に掲げる事項を含め、契約書その他の文

書に規定された事業者に通知することが必要な事項が発生した場合には、その

内容を遅滞なく事業者に通知するものとする。 

（１） 入所利用者又は身元保証人の氏名、連絡先が変更したとき 

（２） 身元保証人が死亡したとき 

（３） 入所利用者又は身元保証人について、法令等に基づく成年後見制度による

後見人・保佐人・補助人の審判があったとき、又は破産の申立て（自己申立を

含む）、強制執行・仮差押え・仮処分・競売・民事再生法等の申立てを受け、

若しくは申立てをしたとき 

（４） 入所利用者が「任意後見契約に関する法律」に基づき任意後見契約を締結

したとき 

 

（身元保証人の変更） 

第３４条 事業者は、身元保証人が第３３条第 2号または第 3号の規定に該当する場合

には、入所利用者に対して新たに身元保証人を定めることを請求する。 

2. 入所利用者は、前項に規定する請求を受けた場合には、身元保証人を立てるも

のとする。 

 

（本契約に定めない事項） 

第３５条 入所利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとす

る。 

2. この契約に定めない事項については、双方が誠意をもって協議のうえ定める。 

 

（裁判管轄） 

第３６条 この契約に関して止むを得ず訴訟となる場合は、入所利用者および事業者

は、入所利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め

合意する。 
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契約締結日   平成   年   月   日 

 

契約者氏名 

  事業者 

   〈施設名〉     福寿の郷 

   〈事業者名〉   有限会社 福やま 

   〈住所〉       岩手県花巻市上根子字米倉 94番地１ 

   〈代表者氏名〉 代表取締役 福山 直人                  ㊞ 

 

 

入所利用者 

   〈住所〉                                                                         

 

   〈氏名〉                                                                    ㊞ 

 

身元保証人 

   〈住所〉                                                                        

 

   〈氏名〉                                                                    ㊞ 

 


