
有料老人ホーム「グループハウスこもれび」管理運営規程 

 

第1章  総  則 

（目 的） 

第1条 この規程は、エポックワン有限会社（以下、「事業者」という。）が設置する 

   有料老人ホーム「グループハウス こもれび」（以下、「ホーム」という。）の 

   管理運営について必要な事項を定め、入居者がその能力に応じて、安全、快適に、 

   自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第2条 事業者は、老人福祉法等の関係法令を遵守し、入居契約書並びに本規程に従っ 

   てホームの管理運営を行い、良好な環境の保持に努めるとともに入居者に対する 

   各種サービスを提供するものとする。 

 

（事業所の類型及び表示事項） 

第3条 事業所の類型は、厚生労働省通達「有料老人ホーム設置運営指導方針」の 

  「有料老人ホーム類型」のうち住宅型有料老人ホームとする。 

   表示事項は、権利形態：利用権方式、 

         入居時の要件：要介護者 

         介護保険：在宅サービス利用可 

         居室区分：個室 

 

（事業所の所在地及び入居定員） 

第4条 ホームの所在地及び入居定員は、次のとおりとする。 

   所 在 地 周南市城ヶ丘4丁目３５３６番の１号 

   入居定員：１８名    

   居 室 数：１８室     一時介護室：１室 

    

第2章  職員及び職務 

（職員） 

第5条 職員の職種、定数及び担当業務は、次のとおりとする。 

    一 ホーム長      １名（常勤） 

         ホーム長は、ホームの管理運営の統括にかんすること。         

   二 介護職員       ９名（常勤及び非常勤）                

      介護職員は、入居者の日常生活上の援助、支援に関すること。 

   三 宿直員         ９名（常勤及び非常勤）                

      夜間の警備及び緊急時の対応、入居者の日常生活上の援助、支援に関する 

     こと。 



（職 務） 

第6条 職員は、入居者の人権を尊重し、かつ、知り得た秘密の厳守、健康な生活を保 

   証するために必要なサービスを提供する。 

 ２ 職員は上司の命を受けて担当業務に従事し、職務に精励しなければならない。 

 

 （職員会議） 

第7条 ホーム長は、入居者に対するサービスの向上、入居者のプライバシーの保護等 

   を目的として月1回以上職員会議を開催しなければならない。 

 

（健康管理） 

第8条 事業者は、職員の健康管理の為に年1回以上健康診断を行わなければならない。 

   夜勤を行う者は年2回以上とする。 

 

（衛生管理） 

第9条 事業者は、食中毒、伝染病の発生を防止するための措置、ねずみ･昆虫類の駆 

   除方法等について、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

   一 事業所内を清潔に保つために、年１回以上の大掃除を行うこと 

   二 給湯室、便所等は毎日清掃するとともに週1回以上消毒すること 

                                                 

第３章  入居 

（入居者の資格） 

第１０条 ホームに入居できる者は、次の各号に該当する者とする。 

   一 介護保険認定者であり健康保険に加入していること 

   二 利用料（居室料、共益費、食費）等の支払いが可能であること 

   三 身元引受人がいること 

 

（入居の申込み） 

第１１条 ホーム入居希望者は、入居申込書をホーム長に提出しなければならない。 

 ２ 前項の入居申込書には、入居希望者本人の健康診断書、健康保険証、介護保険証 

  の写しを添付しなければならない。 

 ３ ホーム長は入居申込書の提出があったときは、内容確認の上、入居申込者名簿に 

  記入する。 

  

（審査） 

第１２条 入居希望者の審査は、書類審査及び、面談により行う。 

 ２ 審査の結果、入居を適当と認めた者には、入居承諾通知書により入居を承認する 

  旨を本人に通知する。 

 ３ 審査の結果、入居を不適当と認めた者には、入居不承諾通知書によりその旨を通 



  知するとともに、前条の入居申込書及び同添付書類を返還する。 

                                       

（入居の手続き） 

第１３条 ホームは、あらかじめ入居希望者又は身元引受人に、この規程の概要、職員 

  の勤務体制、その他必要事項を記した重要事項説明書を交付して、サービス内容及 

  び入居手続きについて説明を行い、入居希望者の同意を得た上で、入居契約を締結 

  することが出来る。 

 ２ 入居者希望者及び身元引受人と事業者は、ホームへの入居が確定した場合には、 

  入居契約を締結し、その証として署名捺印された入居契約書を２部作成し、入居者 

  及び事業者が各自１通を保持する。 

 

（体験入居） 

第１４条 ホームへの入居希望者で、ホームに入居してその雰囲気を実感した上で入居 

  契約を締結したいと希望するものは、ホームに空室がある場合に限り、体験入居す 

  ることが出来る。 

 ２ 体験入居の利用料の額は次のとおりとする。 

    室   料         ３,０００円／日                    

    食   費     １,５００円／日                 

    管 理 費       ５００円／日                     

    （合  計）    （５,０００円／日） 

 

（身元引受人） 

第１５条 身元引受人は、入居契約締結にあたっては、入居者の経済的保証をするとと 

  もに契約の解除、利用者の入院・入所その他不測の事態が生じたときは、協力して 

  解決を図る等、入居者と連帯してその責を負う。                

 

（契約の解除）   

第１６条 事業者は、入居者が次の各号に該当すると認めたときは、入居契約を解除す 

  ることができる。 

   一 不正又は偽りの手段により入居契約を締結したとき。          

   二 正当な理由なく利用料を滞納したとき。                

   三 心身の状況から、ホームでの生活が著しく困難となったとき。      

   四 前各号のほか、共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけるな 

    どホームでの生活が著しく不適当となったとき。             

 2 事業者は入居契約を解除しようとするときは、解除理由を十分に説明し具体的な 

  理由を明示するものとする。                        

                                   

  



第4章  各種サービスと費用の負担 

（提供するサービス） 

第１７条 入居契約書第１１,１２,１３,１４条及び第１５条に規定する生活サービス等の

   内容は次のとおりとする。 

区  分 内          容 

 食事の提供 ・入居者の心身の状況に応じて、適切な方法によって、朝食、 昼食、

夕食及びおやつ等を提供する。 

 入浴の介助 ・入浴をするにあたり、必要とする場合には介助を行う。 

  生活相談、助言 ・入居者の心身の状況やその環境等に応じて、入居者及びその家族

に対し、相談に応じるとともに必要な助言その他援助を行う。 

 健康管理 ・入居者の心身の状況を把握し、適宜、協力医療機関による健康診

断や受診を行う。 

・入居者が急病等の場合には,家族あるいは身元引受人に連絡し,その

指示する病院へ搬送する。連絡の取れない場合には協力医療機関の

指示により速やかな対処を図る。 

 生活サービス ･入居者が望む場合には生活必需品購入等の代行や、家族や身元引受

人への連絡等を行う。 

 

（費  用） 

第１８条 ホームへの入居及び提供されるサービスに係わる費用は、次のとおりとする。 

   一 月払い費用 

     1．居室料： ５０,０００円／月(個 室)  

     2．食 費： ４５,０００円／月 

           （朝食４００円、昼食６００円、夕食５００円） 

     3．共益費： ２５,０００円／月  

   二 入居時敷金                                    

      1．敷 金：  ５０,０００円／入居時1回（居室料の1ヶ月分） 

   三 その他                                 

      1．個別サービス費用：実費 

      2．事業者は、前項に規定する費用を物価動向等の変動に応じ変更するこ 

        とができる。 

 



（費用の支払い） 

第１９条 月払い費用の支払いは、翌月の２４日までに重要事項説明書に定める方法に

   より支払うものとする。 

 ２  前条に規定する前払い費用は、入居契約締結時に支払うものとする。   

 

（修繕料及びその他の費用等の負担） 

第２０条 ホームの施設あるいは備品に修繕や改修の必要が生じた時、その原因が入居 

   者の故意、または重大な過失により施設・備品等に損傷を与えた場合の修繕に要 

   する費用は、入居者の負担とする。 

 ２ 共用施設・設備に係わる費用は、事業者の負担とする。 

                                      

第５章  非常災害対策等 

（非常災害対策） 

第２１条 管理者は、消防法第８条に規定する防火管理者を定めなければならない。 

 ２ 防火管理者は、災害の恐れのある箇所、消火、通報、避難その他防災に関わる設 

  備を点検し、整備しておかなければならない。 

 ３ 防火管理者は、非常災害に対する具体的な計画をたて、必要な訓練を年２回以 

  上実施しなければならない。 

 

第６章その他運営に関する事項 

（帳簿の作成・保存） 

第２２条 事業者は、老人福祉法第29条第３項に基づき帳簿を作成し、作成の日から

     ２年間保存しなければならない。  

 ２ 前項の規定に基づき、事業者が作成する帳簿は、次のとおりとする。 

   一 敷金、利用料その他入居者が負担する費用の受領の記録。              

   二 入居者に提供したサービスの内容の記録。               

     三  入居者及びその家族から寄せられた苦情等の内容。            

     四 サービスの提供により、入居者に発生した事故の状況及び自己に際して採っ 

    た処置の内容。                           

 

（入居時敷金） 

第2３条 入居時敷金は、入居契約の解除による退居時の、原状復帰に係わる費用及び

   設備充当費用、未払い金等を控除して返金する。 

 

（秘密保持） 

第２４条 職員は、その職務上知り得た事項について正当な理由なく、他に漏らしては

   ならない。 

 ２ 職員は、業務上入居者及び家族に関する情報を、関係機関に対し提供する必要が 



  ある場合には入居者及び家族に使用の目的を説明し同意を得なければならない。 

 

（協力医療機関） 

第２５条 事業者は、入居者の健康管理の万全を期すため、特定の医療機関(以下「協 

   力医療機関」という。)の協力を得るものとする。 

 ２ 前項の規定によるホームの関係医療機関の詳細は、重要事項説明書に記載する。 

 

（苦情処理） 

第２６条 事業者は、入居者及びその家族から提示された苦情に対し、別に定める苦情 

   処理細則に基づいて、迅速かつ適切に対処しなければならない。 

 ２ 前項に規定する苦情に対する措置の内容については重要事項説明書に記載する。 

 ３ 事業者は、入居者及びその家族が苦情の申し立て等を行った事を理由として入居

  者に対して不利益な扱いをしてはならない。     

 

（賠償責任） 

第２７条 事業者は、サービスの提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、

   速やかに損害賠償を行わなければならない。 

 ２ 前項に規定する損害賠償に対応するため、事業者は損害賠償保険に加入する。 

 

（会計区分） 

第２８条 ホームの事業会計は、他の事業の会計と区分するものとする。 

 

（地域との連携） 

第２９条 事業の運営に当たっては、地域住民からの理解と協力を得る等地域との交流

   に努めるものとする。 

 

（運営懇話会） 

第３０条 ホームの円滑な管理運営を図ることを目的として、入居者及びその家族、事

   業者等で構成する「グループハウスこもれび運営懇話会」を設置するものとする。 

 

（管理規程の改定） 

第３１条 この規程は、ホームの運営上必要がある場合、関係各所において協議し、改

   廃することができるものとする。 

 

    付  則   この規程は、平成２４年１月１５日から施行する 

           この規程は、平成２５年６月 １日から施行する 

 

 


