
住み替えに関する取り決め 

【グランドビュー甲南 管理規定より】 

 

11．利用できる各種サービス 

   当ホームは、入居者に対して、次に掲げる各種サービスを一体的に提供します。

その具体的内容、別料金となるかどうか及び予約の必要の有無については、別紙

4「生活サービス内容及び料金一覧表」の通りです。入居者に提供したサービス内

容は帳簿に記録して 5 年間保存します。ホームは、運営懇談会等において、入居

者の意見を積極的に汲み上げるとともに、必要な場合は、第三者によるサービス

評価を受け、サービスの質の向上に努めます。 

 （1） 介護予防サービス・介護サービス 

   （エ） ホームは入居者の身体機能、精神状況、日常生活動作の自立度などを継

続的にモニタリングし、把握に努めるものとします。その結果をもとに、ホー

ムが選任する医師、管理者、看護職員、介護職員、生活相談員などによる

会議を定期的に行い、別紙 13 に定めるグランドビュー甲南介護基準におけ

る介護判定基準の各項目に該当するかどうかを判定します。 

   

14．ケアハウスこうべ甲南への住み替えについて 

  （1） 入居者は入居契約書第 12 条 2 項 2 号に基づき、提携施設であるケアハウ

スこうべ甲南へ住み替えることができます。 

  （2） ホームが管理規程 11 条 1 項（エ）により、入居者が別紙 13 のグランドビュ

ー甲南介護基準において、提携施設であるケアハウスこうべ甲南での介護が

適当であると判定した場合、医師・管理者・介護職員・生活相談員等及び入居

者本人（成年後見人がいる場合は後見人ら）、または同居の家族、または身

元引受人が参加する協議を経て、かつ医師が提携施設であるケアハウスこう

べ甲南での介護が必要であると判断した時は、ホームは入居契約第 34 条に

基づき当該施設への住み替えを入居者に対し求めることができます。入居者

がこの申し出に同意した時は、入居者はケアハウスこうべ甲南に住み替える

こととし、入居者はグランドビュー甲南入居契約書第 12 条 2 項 2 号に従って、

これらの施設の所定の利用契約を締結していただくことになります。 

  （3） そのほか住み替えに関する詳細は別紙 11「ケアハウスこうべ甲南への住み

替えに関する規程」によります。 

 

 

 



別紙 11 

 

ｹｱﾊｳｽこうべ甲南への住み替えに関する規程 

 

1.目的 

この規程は､有料老人ﾎｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｭｰ甲南入居者が､ｹｱﾊｳｽこうべ甲南へ住み

替えする場合に関する規程を定め､心身の状況に応じて適切にｻｰﾋﾞｽを提供し､入

居者が安心して生活することができるようにすることを目的とします｡ 

 

2.遵守義務 

(1)ﾎｰﾑは､住み替えの申出があった場合は､入居契約書及び本規程に従って協議す

るものとします｡ 

(2)入居者は､入居契約書及びこの規程に定める事項を遵守するものとします｡ 

 

3.入居者からの申し出による住み替えについて 

 入居者からの申し出による住み替えは以下の条件を全て満たす方を対象とします｡ 

(1)有料老人ﾎｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｭｰ甲南(以下､｢ﾎｰﾑ｣という｡)の入居期間が､原則として 3 か

月以上の方とします｡ 

(2)介護保険での要介護認定で要支援､要介護と判定を受けている方とします｡ 

(3)ﾎｰﾑで介護保険ｻｰﾋﾞｽ及び介護保険外ｻｰﾋﾞｽを利用してもなお且つ見守りなど､本

人や家族あるいは他の入居者の安全等の観点から､より充実した介護を必要と

される方とします｡ 

 

4.ﾎｰﾑからの申し出による住み替えについて 

  入居契約第 34 条の規程に基づき､ﾎｰﾑが提携施設への住み替えが適当であると

判定した入居者についての住み替えに関する要件は､以下の条件をすべて満たす

方とします｡ 

(1) 前条(1)､(2)､(3)のすべてに該当する方｡ 

(2) ﾎｰﾑが別紙 13 に規程するｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｭｰ甲南介護基準･住み替え基準に基づき､ﾎｰ

ﾑが選任する医師(以下｢医師｣という)及び管理者･看護職員･介護職員･生活相談

員等及び入居者本人(成年後見人がいる場合は後見人ら)､または同居の家族､ま

たは身元引受人が参加する協議において､当該入居者の心身状況が提携施設へ

住み替えを要する基準に該当すると判断し､かつ医師がｹｱﾊｳｽこうべ甲南の介護

が必要であると判断した時に､ﾎｰﾑが入居契約第 34 条に基づき､入居者に対しｹｱ

ﾊｳｽこうべ甲南への住み替えを求め､それに入居者が同意した時｡ 

 



5.住み替え時の入居一時金及びｹｱﾊｳｽこうべ甲南の管理費の取り扱いについて  

※但し、入居契約時に定める 3 か月以内の契約終了の場合には以下の（1）・（2）

の取り扱いはいたしません。 

(1)ﾎｰﾑの入居一時金の償却金は､入居契約書第 38 条(返還金･未償却金残額の算

出及び一時金返還債務の保全)に基づき算出し返還します｡ 

(2)ｹｱﾊｳｽこうべ甲南の管理費は､一括・一括分割併用で支払う場合、入居一時金を

通常プラン一括支払い額の半額を支払うものとし、償却期間は 10 年とします。分

割・一括分割併用で支払う場合の毎月支払い額は通常プランの毎月支払い額を

支払うものとします。 

 

6.ｹｱﾊｳｽこうべ甲南が満室の場合の対処について 

   ｹｱﾊｳｽこうべ甲南が満室の場合は､同一敷地内の介護保険ｻｰﾋﾞｽで支援させて

いただきます｡また､それによりがたい場合は､社会福祉法人神戸福生会が運営

する他のｻｰﾋﾞｽで住居を確保するとともに､快適で安心した生活ができるよう支援

します｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 13 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｭｰ甲南介護基準･住み替え基準 

 

1.目的 

 入居者の方々が加齢や疾病による心身機能の低下により､日常生活を営む上で

介護が必要になられた場合､以下の介護基準及び別紙 14 の介護ｻｰﾋﾞｽ一覧表に

基づき､その状態に応じて必要な介護を提供し､また介護を提供するにあたり､より

適切な環境を判定するために定めるものです｡ 

 

2.介護判定 

 管理規程 11 条(1)の(ｴ)に定めるとおり､ﾎｰﾑは入居者の身体機能､精神状況及び

日常生活動作の自立度など継続的にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行います｡そのうえで､以下の介護

判定基準に基づき､ﾎｰﾑが選任する医師(以下｢医師｣という)･責任者･看護職員･介

護職員･生活相談員等で構成されるｻｰﾋﾞｽ担当者会議にて入居者の状態に応じた

介護ﾚﾍﾞﾙを判定します｡ 

 上記判定を受けてﾎｰﾑは､指定介護予防特定施設入居者生活介護または指定特

定施設入居者生活介護契約(以下｢利用契約等｣という)を締結された入居者につい

ては､その判定に基づき別紙 14 の介護ｻｰﾋﾞｽ一覧表をもとに計画担当介護支援

専門員により､介護予防特定施設ｻｰﾋﾞｽ計画書または特定施設ｻｰﾋﾞｽ計画書(以

下｢特定施設ｻｰﾋﾞｽ計画等｣という)を作成し､入居者および家族への説明および同

意を得て､介護に当たるものとします｡ 

 また､ﾎｰﾑとの利用契約等の締結をされていない方については､介護判定によりﾎ

ｰﾑとの利用契約の締結､または外部の介護保険ｻｰﾋﾞｽのご利用をお勧めすること

があります｡ 

 

3.提携施設への住み替えについて 

 入居者の心身の状態の変化により､次の介護判定基準及び住み替え基準によっ

て､提携施設であるｹｱﾊｳｽこうべ甲南での介護の必要があると判定されたときは､

ﾎｰﾑと入居者本人(成年後見人がいる場合は後見人ら)､または同居の家族､または

身元引受人と協議し､入居者本人が住み替えについて同意した時は､入居契約書

第 34 条および管理規程別紙 11 に基づきｹｱﾊｳｽこうべ甲南に住みかえていただ

き､介護を行います｡ 

 

 



介護判定基準 

 

見守介護 

 (1)介護保険による要介護認定で自立の判定を受けた方､または要介護認定を受

けていない方で､疾病等の理由により一時的に､日常生活を送る上で支援を

必要とする方｡ 

 (2)介護認定で要支援 1 または 2 の判定を受けた方｡ 

 (3)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準において､ﾗﾝｸⅠ相当に当てはまる

方｡ 

 (4)体力の低下や意欲の衰えにより､日常生活の一部において声かけが必要と認

められる方｡ 

 (5)書類作成や公的手続き等､社会生活を営む上で一部支援が必要な方｡ 

上記項目のうち､1 項目以上該当する場合｡ 

 

居室介護Ⅰ 

 (1)介護保険による要介護認定で､要介護 1 の判定を受けた方｡ 

 (2)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準において､ﾗﾝｸⅡ相当に当てはまる

方｡ 

 (3)立ち上がりや歩行が不安定で､移動に見守りが必要な方(居室内での見守りは

除く)｡ 

(4)入浴準備や片づけ､衣類の整理､家事の一部等について支援を必要とする方｡ 

 (5)書類作成や公的手続き等､社会生活を営むために全面的な支援を要する方｡ 

上記項目のうち､1 項目以上該当する場合｡ 

 

居室介護Ⅱ 

 (1)介護保険による要介護認定で､要介護 2 の判定を受けた方｡ 

 (2)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準においてⅡa･Ⅱb 相当に当てはま

る方｡ 

(3)立ち上がりや歩行など､移動動作に介助を必要とする方(居室内を除く)｡ 

(4)入浴､衣類の着脱､排泄等の一部に介助を要する方｡ 

(5)身の回りの整理など家事について､全面的に介助を要する方｡ 

 上記項目のうち､1 項目以上該当する場合｡ 

 

住み替え相当 

   (1)介護保険による要介護認定で､要介護 3 以上の判定を受けた方｡ 

  (2)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準においてⅢ以上に相当すると判定



される方｡(例 暴言･暴力行為･奇声を上げる･昼夜逆転･火の不始末･不潔

行為･物や衣類を破損する･異食行為･性的異常行動などにより､高度なｹｱ

を必要とされる方｡) 

 (3)すべての移動動作に介助を必要とする方(居室内の移動も含む)｡ 

 (4)食事介助を必要とされる方｡ 

 (5)介助を行ってもなおﾎｰﾑの入浴設備では､安全を確保することが困難な状態の

方｡ 

 (6)疾病等により､常時見守りが必要な方｡ 

 上記項目のうち､1 項目以上該当する場合｡ 

 

 

住み替え基準 

(1)住み替え相当の判定を受けられた方で､医師による判定により､その状態が 6

か月以上にわたって継続すると判定された方｡ 

(2)慢性疾患や老衰により全身状態が衰弱(治療による改善状態が見込めない嚥

下困難､呼吸困難､全身倦怠感等)し､高度のｹｱを必要とすると医師によって認めら

れた方｡ 

上記項目のどちらかに該当する場合｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【グランドビュー甲南 重要事項説明書より】 

 

４．サービスの内容 

 

（２）介護サービスの内容、利用定員等 

 

⑦要介護時における居室の住み替えに関する事項 

(ｱ)要介護時に介護を行う場所 

 ①同一敷地内に設置する介護型ケアハウスへの住み替え 

※ 住み替えを行う場合の要件 

介護が常時必要となり、入居者、身元引受人、事業者、医師と協議の上ホームでの生活

が困難と判断された場合は、空室がある限り同一敷地内の介護型ケアハウス(特定施設

入居者生活介護施設)に住み替えが可能となります。 

②特定施設入居者生活介護契約を締結し、ホームの介護サービスを受ける。 

③特定施設入居者生活介護の契約を結ばず、外部の介護サービス事業者と契約を結び、

居室にて介護サービスを受ける。 

 

 

 

 

(ｲ)入居後に居室を住み替える場合 

 (ⅰ)一時介護室へ移る場合 

 判断基準・手続について 

 （その内容） 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

 （その内容） 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

 便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の有無 なし あり 



その他の変更の有無 なし あり 

 （その内容） 

(ⅱ)介護居室へ移る場合 

 判断基準・手続について 

 （その内容） 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

 （その内容） 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

 便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の有無 なし あり 

その他の変更の有無 なし あり 

 （その内容） 

 (ⅲ)その他（提携先施設に移る場合） なし あり 

 判断基準・手続について 

 （その内容） 

入居者と身元引受人と医師と事業者との協議により決定します｡特に､認知症その

他の症状により常時介護が必要な状態となった場合に､併設する介護型ケアハウス

へ移ることとします｡ 

追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い 

 

（その内容） 

ケアハウスこうべ甲南に住み替えた場合は、契約終了となり、入居一時金の未償還

金がある場合は返還すると共に居室利用権は合意により解除となります。ケアハウ

スこうべ甲南への入居にはケアハウスこうべ甲南の入居一時金に相当する費用（管

理費）の追加負担がございます。ケアハウスこうべ甲南の管理費は､一括・一括分割

併用で支払う場合、入居一時金を通常プラン一括支払い額の半額を支払うものと

し、償却期間は10年とします。分割・一括分割併用で支払う場合の毎月支払い額は



通常プランの毎月支払い額を支払うものとします。住み替え先の居室に空きがない

場合は、神戸福生会が有する他の各種サービスで支援いたします。 

 

入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

従前居室との仕様の変更 

 便所の変更の有無 なし あり 

浴室の変更の有無 なし あり 

洗面所の変更の有無 なし あり 

台所の有無 なし あり 

その他の変更の有無 なし あり 

 （その内容） 

食堂、入浴場所なども変更となります。 

 

 ⑨契約の解除の内容 以下の場合は、2 か月の予告期間をおいて､契約を解除することがあり

ます。但し、④に該当する場合は、予告期間はありません。 

① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した

とき。 

② 月額払いの利用料金その他の支払い（入居一時金の分割支払い

を含む）を正当な理由なく、6 か月以上滞納したとき。 

③ 入居契約書の条項に違反したとき。 

④ 入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命・身体・財産に危

害を及ぼし、もしくは及ぼす恐れがある時、その他入居者に対する

通常の介護方法および接遇方法ではこれを適切に対応することが

できないとき。 

・入居者からの契約解除は、30 日の予告期間が必要です。但し、入居

後 3 か月以内に契約を解除される場合は、即時の解約を認めるもの

とします。 

 

 


