
しんわホーム松崎 重要事項説明書 

 

                              作成日 ３０年１１月３０日 

１ 事業主体概要 

事業主体名  有限会社 きたさと 

代表者名  代表取締役 森 ペン 

所在地・電話番号  横須賀市安浦町3-16 TEL 046-828－5030 FAX 046-828－5637 

資本金(基本財産)   3,000,000円 

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率 
  森歩三（50％）森卓侍（25％）森順子（25％） 

設立年月日   平成12年9月21日 

直近の事業収支決算額 (収益) 269百万円 (費用) 259百万円 (損益) 10百万円 

主要取引金融機関   静岡銀行 松崎支店 

会計監査人との契約   税理士法人ユナイテッドブレインズ 

他の主な事業   介護福祉事業  

 

２ 施設概要 

施設名   しんわホーム松崎 

類型 住宅型有料老人ホーム  

居住の権利形態 利用権方式    

入居時の要件 入居時、要介護   

介護保険 在宅サービス利用可 

居室区分  ・ 相部屋( 2人部屋 )  27室  

施設の類型及び表示事項 

提携ホームの利用等  無 

開設年月日 平成 19年 2月 1日 

施設の管理者名   森 ペン 

所在地・電話番号   〒410-3624 静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3  ℡ 0558-43-3100 

交通の便 東海バス・バス停、松崎より北 (山側) へ徒歩10分 

建物概要 

権利形態  借家 

(借家の契約形態) 通常借家契約 

(借家の契約期間) 平成22年3月1日～平成52年2月末日 

(通常借家契約における自動更新条項)  無 

(建物の構造) 鉄骨造 地上3階建（耐火） 

延床面積 1,875.27 ㎡（うち有料老人ホーム 1,875.27 ㎡） 

建築年月日 昭和47年5月1日 

改築年月日 平成7年9月12日改築 

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他 



敷地概要 ※ 

権利形態 所有 ・ 〇借地 

(借地の場合の契約形態)  

(借地の場合の契約期間)  

(通常借地契約における自動更新条項の有無)   

(敷地面積) 12,826.94 ㎡ 

居室総数  27 室   定員 54 人 

(内訳) 

   

２人部屋（相部屋） 27室 31.00 ㎡～33.40 ㎡  一般居室 

   

 
居室の概要 

 

ホール兼食堂 設置階 2・3 F    (   31.36 ㎡) 

ホール兼食堂(管理棟) 設置階   2F      (  220.00 ㎡) 

浴室(一般浴槽) 設置階  1F     (   8.75 ㎡) 

浴室(管理棟・一般浴槽) 設置階  1F    (   72.00 ㎡) 

便所(汚物処理室兼ねる) 設置箇所  1・2・3 F 

洗面設備 設置箇所  各部屋 

医務室(健康管理室) ― 

事務室(管理棟) 

談話室/面談室等兼ねる 

設置階    2F       ( 114.00  ㎡)  

 

宿直室(管理棟) 設置階    2F        (  17.50 ㎡) 

洗濯室(管理棟) 設置階   2F     (  10.50 ㎡)   

看護・介護職員室 ― 

機能訓練室 ― 

健康・生きがい施設 ― 

外来者宿泊室 ― 

  

エレベーター    1 基(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入・否) 

共用施設・設備の概要（設

置箇所、面積、設備の整備

状況等） 

屋内消火栓 設置箇所 1・2・3F廊下に各二ヶ所   

緊急通報装置等緊急連絡 

・安否確認 

緊急通報装置の設置場所・・・・ １階事務所 

安否確認の方法・頻度等 

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容 
 無 

 

 ※ 借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。 

 

 

 

 

 

 



３ 利用料 

         相部屋 個 室（相部屋を一人使用） 一人当たりの    

月額利用料          99,000円 146,000円 

管理費       21,000円 31,000円 

維持管理費 事務費 諸経費 維持管理費 事務費 諸経費 

 
使途及び 

算定根拠 5,000円 10,000円 6,000円 10,000円 10,000円 11,000円 

食 費 45,000円 45,000円 

 
内容及び 

算定根拠 

１日1,500円（朝食250円、昼食650円、夕食600円） 

      （  材料費750円 ＋ 人件費750円 ） ×30日 

光熱水費        3,000円 6,000円 

家賃相当額       30,000円 64,000円 

 算定根拠 近傍家賃を参照し、想定居住期間を勘案して算出 

内

訳 

その他          円 

 

改定ルール（勘案

する要素及び改定

手続等） 

 

月額利用料に含まれ

ない実費負担等 

医療費・通院介助費 

紙おむつ・パット代・お小遣い 

その他、散髪代など実費によるサービス等。 

入居後の一時金の返

還金の保全措置 
無 (全額初期償却) 

サービスの提供に伴

う事故等が発生した

場合の損害賠償保険

等への加入 

有 

㈱みらいパートナーズ            

（日常生活支援等のサービスにおいて起こりうる事故に対して対応） 

消費税の対象外とす

る利用料等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ サービスの内容 

管理費 共用施設の維持管理・事務費・生活サービス 

食費 朝食・昼食・おやつ・夕食 
月額利用料（光熱水費、家賃相

当額を除く）に含まれるサービ

スの内容・頻度等 その他 
健康管理・生活相談・レクリェーション 

その他一般的に対応できる支援サービス 

介護保険給付及び介護費用によ

りホームが提供する介護サービ

スの内容・頻度等 

 無 

月額利用料に含まれない実費負

担の必要なサービスとその利用

料 

 別添 管理規程・別表Ⅳ－１①介護サービス等の一覧表による 

業務を委託する場合は委託先及

び委託内容 

 委 託 先： 株式会社しんわ 

 委託内容： 事務管理 

       業務（日常生活支援のサービス） 

苦情解決の体制（相談窓口､責任

者､連絡先、第三者機関の連絡先

等） 

別添 管理規程・別表Ⅶ 苦情処理細則よる 

事故発生時の対応（医療機関等

との連携、家族等への連絡方法

・説明等） 

協力医・安良里診療所にて対応 

管理者による家族対応 

損害賠償（対応方針及び損害保

険契約の概要等） 

利用者（代理人）と協議のうえ損害を賠償（保険規定額） 

㈱みらいパートナーズ にて対応 

(社)全国有料老人ホーム協会及

び同協会の入居者基金制度への

加入状況 

 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 医療 

名称  安良里診療所 

診療科目  内科、外科、耳鼻咽喉科 

所在地  静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 332-1 

距離及び所要時間  10Km  車15分 

協力医療機関 

協力内容  往診、健康相談・診断 

名称  堀内歯科医院 

診療科目  歯科 

所在地  静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 213-1 

距離及び所要時間   3Km  車 5分 

協力医療機関 

協力内容   健康相談・診断 

入居者が医療を要する場合の

対応 

・入居者と家族に意思確認をして対応する。入院・加療が必要な 

場合は協力医の指示に従う。 

・費用負担 移送は外部サービス（介護タクシー）を利用。 

医療費と介護タクシー代は入居者負担。 

外部サービスによる移送介護タクシー料金は別添 

管理規定・別表Ⅳ－２⓶を参照。 

・長期入院 一時退居となり利用費負担の軽減となる。 

 

 

 

６ 入居状況等                      ( 30 年 11 月 30 日現在) 

入居者数及び定員     52人（定員  54人） 

性 別  男 性   6 人、女 性  27 人 

入居者内訳 介護の 

要否別 

  要介護       33 人 

  (内訳)経過的要介護  人 

要介護１     2人 

     要介護２    9人 

     要介護３    11人 

     要介護４    9人 

     要介護５     2人 

  

 未認定   人 

平均年齢   88歳（男性 83歳、女性 86歳） 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役  職員を除

く参加者数、  主な議題等) 

               

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定され

る場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 

 



７ 職員体制                     （平成 30 年 11 月 1 日現在） 

 

職種別の従業者の人数及びその勤務形態 

有料老人ホームの人数及びその勤務形態 

常勤   非常勤 実人数 

専従 非専従 専従 非専従 
合 計 

常勤換

算人数 

 

管理者   １      １   １ 

生活相談員           

看護職員       

介護職員               

計画作成担当者       

栄養士       

調理員       

事務員       

その他の従業者       

1 週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40 

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において 常勤

の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従

業者の人数に換算した人数をいう。 

従業者である介護職員が有している資格 

常勤 非常勤 延べ人数 

専従 非専従 専従 非専従 

社会福祉士     

介護福祉士        

介護職員基礎研修       

訪問介護員１級     

２級        

３級     

 

 

  

介護支援専門員     

従業者である機能訓練指導員が有している資格 

常勤 非常勤 延べ人数 

専従 非専従 専従 非専従 

理学療法士     

作業療法士     

言語聴覚士     

看護師及び準看護師     

柔道整復士     

 

 

あん摩マッサージ指圧師     

最小時の人数（宿直の従事者を除いた人数）  

 

夜勤を行う看護職員及び 

介護職員の人数 平均時の人数  



８ 入居・退居等  

入居者の条件  要介護 

身元引き受け人等の条件及び義

務等 
 別添 入居契約書による 

施設又は入居者が入居契約を解

除する場合の事由及び手続等 

別添 入居契約書による 

 

前年度１年間の施設からの契約

解除件数 
 0件 

体験入居の期間及び費用負担等 
可能 １～３日・ 

１日 ４，５００円（部屋代、食事代、リネン代） 

９ 情報開示 

重要事項説明書の公開 １公開 （閲覧・写し交付）２非公開 

入居契約書の公開 １公開 （閲覧・写し交付）２非公開 

管理規定の公開 １公開 （閲覧・写し交付）２非公開 

財務諸表の公開 １公開 （閲覧・写し交付）２非公開 

 

入 居 希 望

者 等 へ の

情報開示 

※ 

事業収支計画の公開 １公開 （閲覧・写し交付）２非公開 

※ 県指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規定は写し交付、その他は少なくとも閲覧で

あることに留意する。 

 

 契約の締結に当たり、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を受けました。 

 

平成３０年  月  日 

 

 

署   名                印  

 

 

説明者署名                印   


