
特別養護老人ホーム宏生苑入居申し込みのご案内 

 

別添の記入要綱『特別養護老人ホーム宏生苑 入居のお申し込みにあたって』をよくお読みになってご記

入ください。 

なお、入居申し込みにあたり下記の書類が必要となりますので、ご用意の上ご提出ください。また、当施

設では適時入所判定委員会を開催し、入居判定ランク（A～EランクでAから優先）を決めます。 

決定後、ご連絡の通知を差し上げますのでお待ちください。 

 

《お申し込みに必要な書類》 

① 特別養護老人ホーム宏生苑 申込書 

※要介護１、要介護２の方につきましては『指定介護老人福祉施設等特例入所申込書』への記入となります 

② 要介護認定調査票及び主治医意見書（写し）  

【市役所に請求してください】 

③ 介護保険証（写し） 

④ 診療情報提供書 

【かかりつけの病院の医師（主治医）に宏生苑指定の診断書を持参の上、現在の治療状況や内服薬の

情報等を記入していただいてください】 

⑤ 在宅サービスをご利用されている方は、直近３ケ月のサービス利用票及びその別表 

【入所施設や病院等に入所（院）されている方は不要です】 

⑥ 個人情報使用同意書 

⑦ 住民票 

《当施設に入居できる方》 

＊ 介護保険の要介護認定を受けており、その認定が要介護１～要介護５の方 

＊ 日常生活を送る上でご家族の介護を受けることが困難な方 

＊ 現在疾患がある方は、その疾患が安定しておりかつ継続した特殊な治療を必要としない方 

【当施設は治療を目的としているものではなく、ご高齢者の生活に対し介護・援助を行う施設です】 

 

《その他》 

＊ 入居は原則として「北海道老人福祉施設協議会（指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入居優

先度判定指針」に基づき、必要性を評価した上で決定するため、申し込み順ではありません。 

＊ 入居が決定するまでの間は当施設の入居待機となります。評価ランクに基づき待機順番をつけたうえで

の登録となります。 

 

【お問い合わせ・ご相談・提出先】 

特別養護老人ホーム宏生苑   （担当）蓮井和也 本田真士 

〒０７８－８２０７ 旭川市東旭川町上兵村５５６番地４ 

TEL:０１６６－３７－３８８５  FAX:０１６６－３７－３８７０ 

※個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情

報の保護を図ることをお約束いたします。 



特別養護老人ホーム宏生苑 

入居のお申し込みにあたって 

 

 

 このたびは、当施設に入居のお申し込みをいただきましてありがとうございます。 

 お申し込みをいただくにあたって「入居申込書」と、要介護認定のために行われた「認定調査」の調

査票の写し、さらに「介護保険被保険者証」の写しを提出していただくこととなっておりますので、下

記事項にご留意の上、それぞれご用意をお願いいたします。 

 ①「入居申込書」のご記入にあたっては、下記の記入要領をご覧の上、必要事項をご記入ください。 

 ②「認定調査」の調査票の写し、につきましては、お住まいの市町村の担当課に依頼してください。 

 ③「介護保険被保険者証」の写し、につきましては、お手持ちの介護保険証のコピーをご用意くださ

い。 

 

 

【入居申し込み記入要領】 

 

 

１．申込者（連絡先）について         

（１） 入居申し込みをしていただいた後、連絡先として確実に連絡のとれる方の住所、氏名、電話番号を

ご記入ください。 

（２） 必ずしも入居される方ご本人へ連絡というわけではなく、確実性からご家族などが連絡先になって

も差し支えありません。 

 

２．氏名、生年月日、現住所等について      

（１） 入居を希望されている方ご本人（以下「ご本人」といいます）について、氏名、生年月日、現住所、

性別、保険者、被保険者番号、要介護度、要介護認定期間をご記入ください。 

（２） なお、ご記入の際には「介護保険被保険者証」をご確認の上、ご記入ください。 

 

３．かかりつけ病院、かかりつけ医師名について  

（１） ご本人の現在のかかりつけ病院名、およびかかりつけの医師名についてご記入ください。複数の病

院へ通院されている場合には最も品階に通院されている病院名、および医師名をご記入ください。 

（２） なお、入院中の場合には現在入院されている病院名と主治医名をご記入ください。 

 

４．現況について                

（１） ご本人が現在どこで生活されておられるのかについて、あてはまる□欄に☑をつけてください。 

（２） 施設や病院に入所（院）されている場合には、その施設あるいは病院の名称および所在地（市町村

のみで結構です）、さらに入所（院）した時期をご記入ください。 

 

５．介護者等の状況について           

（１） 家族構成（ご本人の家族構成についてご記入ください） 

① ご本人が、ご夫婦のみか、またはそのご夫婦と１８歳未満の方とのみ同居している場合は、「イ」

に☑をつけてください。 

② ご本人お一人の世帯の場合には、「イ」に☑をつけてください。 



③ 上記①および②以外の場合には、「ア」に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）している場合には、家に帰ったとした場合の家族構成について上記と

同様にご記入ください 

 

（２） 介護者の有無 

① 日頃ご本人を介護していらっしゃる方のほかに、必要に応じて介護の応援をしてくれる方がい

る場合には、「ア」に☑をつけてください。 

② ご本人を介護していらっしゃる方がお一人のみの場合には、「イ」に☑をつけてください。 

③ 介護者がおらず、お一人で生活されている場合には、「ウ」に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）されている場合には、家に帰ったとした場合の介護者の有無について

上記と同様にご記入ください 

 

（３） 介護者の年齢 

① ご本人を介護していらっしゃる方の年齢が６０歳未満である場合には、「ア」に☑をつけてくだ

さい。 

② ご本人を介護していらっしゃる方の年齢が６０～７４歳である場合には、「イ」に☑をつけてく

ださい。 

③ ご本人を介護していらっしゃる方の年齢が７５歳以上である場合には、「ウ」に☑をつけてくだ

さい。なお、“介護者がいない”場合につきましても「ウ」に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）されている場合には、家に帰ったとした場合の介護者の年齢について

上記と同様にご記入ください。 

 

（４） 介護者の健康 

① ご本人を介護していらっしゃる方が健康である場合には、「ア」に☑をつけてください。 

② ご本人を介護していらっしゃる方が、現在病気の年齢が６０～７４歳である場合には、「イ」に

☑をつけてください。 

③ ご本人を介護していらっしゃる方も要介護者である場合には、「ウ」に☑をつけてください。な

お、“介護者がいない”場合につきましても「ウ」に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）されている場合には、家に帰ったとした場合の介護者の健康について

上記と同様にご記入ください。 

 

（５） 介護可能時間 

① ご本人を介護していらっしゃる方が、「介護にあたる時間が十分にある」という場合には、「ア」

に☑をつけてください。 

② ご本人を介護していらっしゃる方が、「何らかの理由で一部あるいは一時不在になることがあ

る」という場合には、「イ」に☑をつけてください。 

③ ご本人を介護していらっしゃる方が、「何らかの理由でほとんど介護にあたる時間がない」とい

う場合には、「ウ」に☑をつけてください。なお、“介護者がいない”場合につきましても「ウ」

に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）されている場合には、家に帰ったとした場合の介護可能時間について

上記と同様にご記入ください。 

 

（６） 要介護者との関係 

＝お答えしづらい点もあるかと思いますが、できるだけ率直にお答えください＝ 

① ご本人を介護していらっしゃる方の関係が良好である場合には、「ア」に☑をつけてください。 

② ご本人を介護していらっしゃる方が、介護に対して疲れていると感じている場合には、「イ」に

☑をつけてください。 

③ ご本人を介護していらっしゃる方が、介護に対して非常に疲れていると感じており最低限の介

護しかできていない、という場合には、「ウ」に☑をつけてください。なお、“介護者がいない”

場合につきましても「ウ」に☑をつけてください。 

④ 施設や病院に入所（院）されている場合には、家に帰ったとした場合の要介護者との関係につ



いて上記と同様にご記入ください。 

 

６．生活・経済状況について           

１．待機状況 

（１） ご本人が、現在施設や病院に入所（院）している場合には次のように記入してください。 

① 現在、入所（院）されている施設や病院から退所（院）してほしいとの働きかけがない場合に

は、「ア」に☑をつけてください。 

② 現在、入所（院）されている施設や病院から退所（院）してほしいとの働きかけがある場合で、 

ア） 特に期限を定めて退所（院）してほしいとの働きかけがない場合には、「イ」に☑をつけ

てください。 

イ） ６ケ月から１年以内くらいに退所（院）してほしいとの働きかけがある場合には、「ウ」

に☑をつけてください。 

ウ） 半年以内に退所（院）してほしいとの働きかけがある場合には、「エ」に☑をつけてくだ

さい。 

（２） ご本人が現在、自宅で生活されている場合には、「オ」に☑をつけてください。 

 

２．在宅サービス利用率 

（１） ご本人が現在、施設や病院に入所（院）されている場合には、「ア」に☑をつけてください。 

（２） ご本人が現在、介護保険の在宅サービスを利用されている場合で、要介護度ごとに設定されている

介護保険による在宅サービスの月ごとの利用限度額に対して、 

① その限度額の４０％未満しか利用していない場合には、「イ」に☑をつけてください。なお、現

在は何も在宅サービスを利用していない場合も、「イ」に☑をつけてください。 

② その限度額の４０～６０％未満を利用している場合には、「ウ」に☑をつけてください。 

③ その限度額の６０～８０％未満を利用している場合には、「エ」に☑をつけてください。 

④ その限度額の８０％以上を利用している場合には、「オ」に☑をつけてください。 

注１：詳しく分からない場合には、担当の居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）の方

にお尋ねください。 

注２：なお、在宅サービスの利用を始めたばかりで利用実績がない場合には、ケアプラン上の予定額で結

構です。 

 

３．在宅サービス利用状況 

（１） ご本人が現在、施設や病院に入所（院）されている場合には、「ア」に☑をつけてください。 

（２） 在宅サービスを利用されている場合で、“十分にサービスを利用している”という場合には、「イ」

に☑をつけてください。 

（３） 在宅サービスを利用されている場合で、“まあまあサービスを利用している”という場合には、「ウ」

に☑をつけてください。 

（４） 在宅サービスを利用されている場合で利用料の負担などのため、“一部、サービスの利用を抑制して

いる”という場合には、「エ」に☑をつけてください。 

（５） 在宅サービスを利用されている場合で利用料の負担などのため、“サービスの利用をかなり抑制して

いる”という場合には、「オ」に☑をつけてください。 

 

４．保険料の段階 

（１） 介護保険の保険料は、ご本人の所得状況などに応じて５段階に設定されています。お手持ちの保険

料通知書などでご確認の上、保険料の段階について、第１段階から第７段階（第６段階以上に設定

されている場合は、この第５段階に含めてください）について、あてはまる□欄に☑をつけてくだ

さい。 

（２） なお、お分かりにならない場合には、お住まいになっている市町村の担当課にお問い合わせくださ

い。 

 

 



５．住居 

（１） 現在、施設や病院に入所（院）されていて、退所（院）後の住居がある場合には、「ア」に☑をつけ

てください。 

（２） 現在、住んでいるご本人の住居が快適な生活を送られる住宅である場合には、「イ」に☑をつけてく

ださい。 

（３） 現在、住んでいるご本人の住居が生活する上で、居住性に一部問題がある場合には、「ウ」に☑をつ

けてください。 

（４） 現在、住んでいるご本人の住居が生活する上で、居住性にかなり問題がある場合には、「エ」に☑を

つけてください。 

（５） 現在、施設や病院に入所（院）されていて、退所（院）後の住居がない場合には、「オ」に☑をつけ

てください。 

 

７．入居希望時期について            

１．実際に施設に入居したい時期について、“今すぐ入居したい”と“○年○月○日頃までに入居したい”

のどちらかご希望の□欄に☑をつけてください。 

２．なお、“○年○月○日頃までに入居したい”場合には、そのご希望の年月日を記入してください。 

 

８．医療の状況について             

１．現在受けている治療で、“経管栄養”、“胃ろう”、“在宅酸素”、“インシュリン注射”、“導尿”、“人工肛

門”、“気管切開”、“床ずれ”に該当があればそれぞれの□欄に☑をつけてください。また、その他特別

な治療を受けている場合には、その内容を特記してください。 

２．現在、治療を受けている病名や、とくに注意事項などがあればご記入ください。 

注１：特に記入すべき事柄がなければ“特になし”とお書きください。 

 

９．生活暦について               

これまでの生活歴について、学歴、職歴、結婚暦、ご家族などについて、差し支えない範囲でご記入くださ

い。 

 

１０．申込状況について              

１．今回、当施設に入居を申し込まれたほかに、他の施設に申込みをされているかどうかについて、あては

まる□欄に☑をつけてください。 

２．なお、現在すでに入居申込みをされている施設があればその施設名を、また今後申込みを行う予定の施

設があればその施設名をご記入ください。 

 

１１．主たる介護者について           

１．ご本人を日ごろ介護なさっている方についてご記入ください。 

２．なお「意見」欄には、特に介護上でのお悩みなどがあればご記入ください。 

３．主たる介護者がこのたびの入居申込者で氏名や住所をすでに記入済みであっても再度記入ください。 

１２．紹介事業所について            

今回、当施設に入居をお申込みになるにあたり、当施設の紹介を受けた居宅介護支援事業所または地域包括

支援センターがあれば、その事業所（センター）名、電話番号、担当者についてご記入ください。 

※特になければ“なし”と記載ください。 

 

 



入居時の持ち物について 
 

 

１．洗面・整容に関するもの 

① 歯ブラシおよび歯磨き粉 

② くし及びブラシ 

③ 洗面器 

④ 石鹸 

⑤ 入れ歯洗浄剤（必要な方） 

⑥ 入れ歯収容容器（現在お使いになっているものがあれば） 

⑦ ひげ剃り（男性：電気ひげ剃り、および替え刃のできるひげ剃り） 

 

２．食事に関するもの 

① 持ちやすい湯のみ 

② スプーン、フォーク（大・小）、エプロン 

③ その他使い慣れた食器や箸などがありましたらご持参ください。 

 

３．衣類 

※衣類などの洗濯は当施設で行いますが、素材や大きさによっては洗濯できかねる場合もあります。その

場合には外部クリーニング屋（別途料金）に依頼されるか、ご家族がお持ち帰りになり洗濯していただ

くこととなりますことを予めご了承ください。 

① パンツ（５枚以上） 

② シャツ（５枚以上） 

③ 靴 下（５足以上） 

④ 寝巻き（２組以上） 

⑤ 日中着用する普段着（３着以上） 

⑥ 外出時に羽織る上着（季節に応じて：数枚） 

⑦ 上履き（スリッパなど脱げやすい靴はご遠慮ください） 

⑧ 洗濯用ネット（４５ｃｍ×４０ｃｍ程度のもの：２枚） 

⑨ タオルケット（３枚程度） 

⑩ 外靴 

 

４．入浴に関するもの 

① フェイスタオル（５～７枚） 

② バスタオル  （４～５枚） 

 

※シャンプーやリンス、およびボディー石鹸に関しては施設で用意しておりますが、使い慣れたものなど

ご指定のものがございましたらご持参ください。 

 

 

５．その他 

① 自室用ティッシュペーパー（共用スペースに関しましては当施設で用意いたします） 

 

当施設へ持ち込まれる衣類等には、大変

お手数ですが大小に関わらずわかりやす

い場所にわかりやすく記名あるいは名札

をしていただきますようよろしくお願い

いたします。 

（３．衣類および４．入浴に関するもの） 

 

短期入所のご利用の際には、ご利用になる

日数分をご持参ください。 



その他の物品類について 

１）テレビは１６インチの大きさまででお願いします。 

２）居室内に置く冷蔵庫は７２ℓまでの大きさでお願いします。（共同生活室に冷蔵庫を用意しております） 

３）イスやタンス等の家具については、その大きさや居室のスペースの問題もありますのでご相談ください。 

４）その他ご不明な点や持ち込みたいと考えている物品等がありましたらお問い合わせください。 

 

※今までお使いいただいた家具や物品に囲まれることで気分的に落ち着いた施設生活を送れるものとも思

われますが、紛失や破損、あるいは非常時に避難通路の確保ができないなどの心配や諸問題もあります。し

たがいましてご持参品につきましてはご考慮の上、必要最小限にとどめていただけますようご協力をお願

いいたします。 

 

 

固くお断りするものとして・・・ 
 

１）動物（ペット）などはお世話やにおいなどの件で他利用者の方々とのトラブルになり得ることが予測さ

れますのでご遠慮ください。 

２）刃物や火気類の持ち込みは固くお断りしております。もし必要がありましたら各フロアーの職員に声を

かけてくださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 


