
 様式様式様式様式１１１１                                                                                                     平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日    
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム    潮見台潮見台潮見台潮見台みどりのみどりのみどりのみどりの丘丘丘丘    入入入入居申込書居申込書居申込書居申込書        施施施施 設設設設 長長長長    様様様様 

     申込者申込者申込者申込者（（（（連絡先連絡先連絡先連絡先））））    今後今後今後今後、、、、郵便物郵便物郵便物郵便物などはこのなどはこのなどはこのなどはこの連絡先連絡先連絡先連絡先におにおにおにお送送送送りさせていただきますりさせていただきますりさせていただきますりさせていただきます。。。。    住住住住    所所所所 

    〒〒〒〒    

            

    －－－－    

                

             都道都道都道都道               市区市区市区市区            区町区町区町区町    
             府県府県府県府県               郡郡郡郡              村村村村    町町町町    、、、、                        丁目丁目丁目丁目、、、、                        番番番番地地地地                                                        ビルビルビルビル、、、、マンションマンションマンションマンション名名名名、、、、部屋番号部屋番号部屋番号部屋番号等等等等

    氏氏氏氏  名名名名    

                                              入居希望者入居希望者入居希望者入居希望者    
                                                 とのとのとのとの関係関係関係関係   （（（（                                    ））））    連絡先連絡先連絡先連絡先    電話電話電話電話                        （（（（                    ））））        特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームにホームにホームにホームに入居入居入居入居したいのでしたいのでしたいのでしたいので、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり申申申申しししし込込込込みますみますみますみます。。。。            またまたまたまた、、、、本申込書本申込書本申込書本申込書をををを、、、、待機者数等待機者数等待機者数等待機者数等のののの情報情報情報情報をををを把把把把握握握握しししし、、、、川崎市川崎市川崎市川崎市のののの今後今後今後今後のののの施策施策施策施策にににに反映反映反映反映させるためのさせるためのさせるためのさせるための資料資料資料資料にににに利用利用利用利用することをすることをすることをすることを 承諾承諾承諾承諾しますしますしますします。。。。    

入入入入        居居居居        希希希希        望望望望        者者者者    

希望希望希望希望するするするする 居室居室居室居室タイプタイプタイプタイプ    第一希望第一希望第一希望第一希望（（（（希望希望希望希望するタイプにチェックするタイプにチェックするタイプにチェックするタイプにチェック☑☑☑☑））））        □□□□    ユニットユニットユニットユニット個室個室個室個室            □□□□    多床室多床室多床室多床室（（（（４４４４人部屋人部屋人部屋人部屋））））        第二希望第二希望第二希望第二希望（（（（希望希望希望希望があるがあるがあるがある人人人人のみチェックのみチェックのみチェックのみチェック☑☑☑☑））））        □□□□    ユニットユニットユニットユニット個室個室個室個室            □□□□    多床室多床室多床室多床室（（（（４４４４人部屋人部屋人部屋人部屋））））    介護保険者介護保険者介護保険者介護保険者    被保険者被保険者被保険者被保険者番号番号番号番号    

                                        
保険者保険者保険者保険者

    

 □□□□川崎市川崎市川崎市川崎市    
 □□□□そのそのそのその他他他他    
   （（（（             ））））    フリガナフリガナフリガナフリガナ        氏氏氏氏        名名名名

    

    生年月日生年月日生年月日生年月日     １１１１.明治明治明治明治    ２２２２.大正大正大正大正    ３３３３.昭和昭和昭和昭和                年年年年            月月月月            日日日日    〔〔〔〔年齢年齢年齢年齢                歳歳歳歳〕〕〕〕    性性性性        別別別別     １１１１.男男男男        ２２２２.女女女女    電話番号電話番号電話番号電話番号                     （（（（                    ））））    住住住住        所所所所
    

〒〒〒〒    

            －－－－    
                    

    要介護度要介護度要介護度要介護度
    

※※※※特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームのホームのホームのホームの入居要件入居要件入居要件入居要件はははは要介護要介護要介護要介護１１１１以上以上以上以上のののの認定認定認定認定がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 ００００．．．．要要要要支援支援支援支援等等等等    （（（（※※※※要支援要支援要支援要支援１１１１・・・・要支援要支援要支援要支援２２２２・・・・経過的要介護経過的要介護経過的要介護経過的要介護）））） １１１１．．．．要介護要介護要介護要介護１１１１    ２２２２．．．．要介護要介護要介護要介護２２２２    ３３３３．．．．要介護要介護要介護要介護３３３３    ４４４４．．．．要介護要介護要介護要介護４４４４    ５５５５．．．．要介護要介護要介護要介護５５５５     ６６６６．．．．申請中申請中申請中申請中    ７７７７．．．．不明不明不明不明 〔〔〔〔認定有効期間認定有効期間認定有効期間認定有効期間〕〕〕〕平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日からからからから平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日までまでまでまで    入居希望入居希望入居希望入居希望    時時時時        期期期期    

１１１１．．．．なるべくなるべくなるべくなるべく早早早早くくくく入居入居入居入居したいしたいしたいしたい        ２２２２．．．．いずれいずれいずれいずれ入居入居入居入居したいしたいしたいしたい            （（（（ 理由理由理由理由：：：：                                                     ））））    待機場所待機場所待機場所待機場所    

１１１１．．．．在宅在宅在宅在宅                                ２２２２．．．．介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    ３３３３．．．．病院病院病院病院・・・・診療所診療所診療所診療所                ４４４４．．．．養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム    ５５５５．．．．そのそのそのその他他他他（（（（                                                                                                            ））））    
      ※※※※２２２２～～～～５５５５のののの場合場合場合場合    そのそのそのその名称名称名称名称（（（（                                                                        ））））    
                    利用年月日利用年月日利用年月日利用年月日（（（（            平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日          ））））    入居入居入居入居をををを希望希望希望希望    するするするする理由理由理由理由    

    あてはまるものあてはまるものあてはまるものあてはまるもの、、、、ひとつだけひとつだけひとつだけひとつだけ番号番号番号番号にににに○○○○をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。    １１１１．．．．介護介護介護介護するものがいないするものがいないするものがいないするものがいない。。。。    ２２２２．．．．介護介護介護介護するものはいるがするものはいるがするものはいるがするものはいるが、、、、要支援要支援要支援要支援・・・・要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態、、、、高齢高齢高齢高齢、、、、病気療養中病気療養中病気療養中病気療養中、、、、障害障害障害障害をををを        有有有有するするするする状況状況状況状況にありにありにありにあり、、、、十分十分十分十分なななな介護介護介護介護ができないができないができないができない。。。。    ３３３３．．．．介護介護介護介護するものはいるがするものはいるがするものはいるがするものはいるが、、、、就労中就労中就労中就労中、、、、複数介護複数介護複数介護複数介護、、、、育児中育児中育児中育児中によりによりによりにより、、、、十分十分十分十分なななな介護介護介護介護がががが    
  できないできないできないできない。。。。    ４４４４．．．．介護介護介護介護するものはいるがするものはいるがするものはいるがするものはいるが、、、、上記上記上記上記にあてはまらないもののにあてはまらないもののにあてはまらないもののにあてはまらないものの、、、、常時十分常時十分常時十分常時十分なななな介護介護介護介護がががが    
  できないできないできないできない。（。（。（。（パートパートパートパート就労等就労等就労等就労等によるによるによるによる時間拘束等時間拘束等時間拘束等時間拘束等））））    認知症等認知症等認知症等認知症等のののの    状状状状        況況況況    

    生活状況等調書生活状況等調書生活状況等調書生活状況等調書のののの「「「「認知症等認知症等認知症等認知症等のののの状況状況状況状況」」」」欄欄欄欄のののの１１１１～～～～８８８８のののの項目項目項目項目にににに該当該当該当該当されたされたされたされた場合場合場合場合のみのみのみのみ    ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    １１１１．「．「．「．「時時時時々々々々あるあるあるある」」」」がががが１１１１項目以上項目以上項目以上項目以上        ２２２２．「．「．「．「常常常常にあるにあるにあるにある」」」」がががが１１１１項目以上項目以上項目以上項目以上    入居待機入居待機入居待機入居待機    
  期期期期        間間間間    

  最初最初最初最初にににに特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームにホームにホームにホームに申込申込申込申込をしてからどのをしてからどのをしてからどのをしてからどの位位位位のののの期間期間期間期間がたちますかがたちますかがたちますかがたちますか。。。。    
                  年年年年                ヵヵヵヵ月間位月間位月間位月間位    



 

 

同同同同        意意意意        書書書書 

 

 

川川川川    崎崎崎崎    市市市市    長長長長    あてあてあてあて 

 

 

    特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームへのホームへのホームへのホームへの入居申込書入居申込書入居申込書入居申込書のののの提出提出提出提出にににに伴伴伴伴いいいい、、、、申込申込申込申込みみみみ時点時点時点時点のののの要介護度要介護度要介護度要介護度がががが変更変更変更変更とととと

なったなったなったなった場合場合場合場合、、、、川崎市川崎市川崎市川崎市がががが所有所有所有所有しているしているしているしている私私私私のののの要介護度要介護度要介護度要介護度についてについてについてについて、、、、入居申込書入居申込書入居申込書入居申込書をををを提出提出提出提出したしたしたした施施施施

設設設設にににに提供提供提供提供することをすることをすることをすることを同意同意同意同意しますしますしますします。。。。 

 

 

 

                                        平成平成平成平成        年年年年        月月月月        日日日日 

入所希望者入所希望者入所希望者入所希望者 

住住住住        所所所所 

氏氏氏氏        名名名名                                                                    印印印印 

 

 

 

 

同意書同意書同意書同意書をををを必要必要必要必要とするとするとするとする理由理由理由理由 

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームへのホームへのホームへのホームへの入居申込書入居申込書入居申込書入居申込書のののの提出後提出後提出後提出後、、、、あなたあなたあなたあなた様様様様がががが川崎市川崎市川崎市川崎市にににに対対対対しししし要介護度要介護度要介護度要介護度のののの変更申請変更申請変更申請変更申請をををを

しししし、、、、そのそのそのその要介護度要介護度要介護度要介護度にににに変更変更変更変更がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にににに、、、、必要度必要度必要度必要度にににに応応応応じたじたじたじた入居判定入居判定入居判定入居判定のののの適正及適正及適正及適正及びびびび公平性公平性公平性公平性をををを図図図図るためるためるためるため

にににに、、、、川崎市川崎市川崎市川崎市からからからから要介護度要介護度要介護度要介護度についてについてについてについて入居申込書入居申込書入居申込書入居申込書をををを提出提出提出提出したしたしたした施設施設施設施設にににに対対対対しししし情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行うものですうものですうものですうものです。（。（。（。（たたたた

だしだしだしだし、、、、川崎市在住川崎市在住川崎市在住川崎市在住のののの方方方方のみののみののみののみの情報提供情報提供情報提供情報提供になりますになりますになりますになります。）。）。）。） 

 



 

様式様式様式様式２２２２ 

生生生生    活活活活    状状状状    況況況況    等等等等    調調調調    書書書書                                                                     記入者氏名記入者氏名記入者氏名記入者氏名（（（（                                            ））））関係関係関係関係（（（（                    ）））） 

 入入入入    居居居居    希希希希    望望望望    者者者者    のののの    状状状状    況況況況 

 身 体身 体身 体身 体 のののの 状状状状 況況況況 

 

食食食食    事事事事 

１１１１    自自自自    立立立立                ２２２２    一部介助一部介助一部介助一部介助                ３３３３    全介助全介助全介助全介助     〔〔〔〔食事食事食事食事のののの種類種類種類種類        □□□□常食常食常食常食        □□□□半粥半粥半粥半粥        □□□□全粥全粥全粥全粥        □□□□ミキサーミキサーミキサーミキサー〕〕〕〕 排排排排    泄泄泄泄 

１１１１    自自自自    立立立立                ２２２２    一部介助一部介助一部介助一部介助                ３３３３    全介助全介助全介助全介助 〔〔〔〔おむつのおむつのおむつのおむつの使用使用使用使用        □□□□なしなしなしなし        □□□□昼夜昼夜昼夜昼夜        □□□□夜間夜間夜間夜間のみのみのみのみ〕〕〕〕 入入入入    浴浴浴浴 １１１１    自自自自    立立立立                ２２２２    一部介助一部介助一部介助一部介助                ３３３３    全介助全介助全介助全介助 着脱衣着脱衣着脱衣着脱衣 １１１１    自自自自    立立立立                ２２２２    一部介助一部介助一部介助一部介助                ３３３３    全介助全介助全介助全介助 移移移移    動動動動 

１１１１    自自自自    立立立立                ２２２２    一部介助一部介助一部介助一部介助                ３３３３    全介助全介助全介助全介助 〔〔〔〔歩行歩行歩行歩行        □□□□つかまりつかまりつかまりつかまり歩歩歩歩きききき    □□□□杖使用杖使用杖使用杖使用    □□□□車椅子車椅子車椅子車椅子    □□□□ねたきりねたきりねたきりねたきり〕〕〕〕 視視視視    力力力力 １１１１    普普普普    通通通通                ２２２２    やややややややや悪悪悪悪いいいい        ３３３３    人人人人のののの動動動動きがわかるきがわかるきがわかるきがわかる程度程度程度程度 聴聴聴聴    力力力力 

１１１１    普普普普    通通通通                ２２２２    やややややややや悪悪悪悪いいいい        ３３３３    大声大声大声大声がががが聞聞聞聞きききき取取取取れるれるれるれる                                                                         〔〔〔〔補聴器補聴器補聴器補聴器    □□□□使用使用使用使用〕〕〕〕 言言言言    語語語語 １１１１    普普普普    通通通通                ２２２２    聞聞聞聞きききき取取取取りにくいりにくいりにくいりにくい    ３３３３    聞聞聞聞きききき取取取取れないれないれないれない 

 認知症認知症認知症認知症等等等等のののの 状状状状          況況況況 

 ＊＊＊＊症状症状症状症状のあるのあるのあるのある方方方方のみのみのみのみ 記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
 

 

 １１１１    認知症認知症認知症認知症のののの症状症状症状症状がががが見見見見られるもられるもられるもられるも、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活ははははほぼほぼほぼほぼ自立自立自立自立しているしているしているしている。。。。 ２２２２    日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障をきたすをきたすをきたすをきたす症状症状症状症状やややや意志疎意志疎意志疎意志疎通通通通のののの困難困難困難困難さがさがさがさが時時時時々々々々ありありありあり、、、、 介護介護介護介護をををを必必必必要要要要とするとするとするとする。。。。 ３３３３    日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障をきたすをきたすをきたすをきたす症状症状症状症状やややや意思疎意思疎意思疎意思疎通通通通のののの困難困難困難困難さがさがさがさが頻繁頻繁頻繁頻繁にありにありにありにあり、、、、 常時介護常時介護常時介護常時介護をををを必必必必要要要要とするとするとするとする。。。。 

 ＊＊＊＊次次次次のよのよのよのよううううなななな行動行動行動行動があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、すべてにすべてにすべてにすべてにチェックチェックチェックチェックくださいくださいくださいください。（。（。（。（複数複数複数複数可可可可）））） １１１１    乱暴乱暴乱暴乱暴ななななふふふふるまいをるまいをるまいをるまいを行行行行うううう                        □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある         ２２２２    自分自分自分自分のののの体体体体をををを傷傷傷傷つけるつけるつけるつける                            □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある                                         ３３３３    火火火火のののの不不不不始末始末始末始末があるがあるがあるがある                                □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある                         ４４４４    家家家家中中中中やややや屋外屋外屋外屋外をあてもなくをあてもなくをあてもなくをあてもなく歩歩歩歩きききき回回回回るるるる    □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある             ５５５５    興奮興奮興奮興奮したりしたりしたりしたり騒騒騒騒いだりするいだりするいだりするいだりする                    □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある ６６６６    不不不不潔潔潔潔なななな行行行行為為為為があるがあるがあるがある                                □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある ７７７７    失禁失禁失禁失禁するするするする                                                □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある                                 ８８８８    そのそのそのその他他他他                                                    □□□□    時時時時々々々々あるあるあるある        □□□□    常常常常にあるにあるにあるにある                                                                                                                                                                                                                                                                   

 疾疾疾疾 病病病病 のののの 状状状状 況況況況 

 

＊＊＊＊現現現現在治療中在治療中在治療中在治療中のののの病気病気病気病気・・・・今今今今までかかまでかかまでかかまでかかっっっったたたた病気病気病気病気 

 

 

 

 

 

 

医医医医 療療療療 的的的的 処処処処 置置置置 １１１１    経経経経管栄管栄管栄管栄養養養養    ２２２２    人人人人工肛門工肛門工肛門工肛門    ３３３３    胃胃胃胃ろうろうろうろう    ４４４４    イイイインシュリンンシュリンンシュリンンシュリン注射注射注射注射 ５５５５    カテカテカテカテーーーーテルテルテルテル等等等等        ６６６６    そのそのそのその他他他他（（（（                                        ）））） 

病病病病        名名名名 医療機関医療機関医療機関医療機関 治療中治療中治療中治療中 既往症既往症既往症既往症 

  年  月～ 
年頃  

  年  月～ 
年頃 

  年  月～ 
年頃 

 



 

 家家家家    族族族族    状状状状    況況況況 

 

氏氏氏氏        名名名名 性別性別性別性別 年齢年齢年齢年齢 続柄続柄続柄続柄 

同同同同居居居居 別居別居別居別居 

就労就労就労就労・・・・健健健健康康康康・・・・障害障害障害障害などなどなどなど 別居別居別居別居のののの場合場合場合場合はははは住所住所住所住所 主主主主    なななな 介護者介護者介護者介護者 

 男男男男・・・・女女女女   同同同同・・・・別別別別 

 １１１１  男男男男・・・・女女女女   同同同同・・・・別別別別 

 

 ２２２２  男男男男・・・・女女女女   同同同同・・・・別別別別 

 

 ３３３３  男男男男・・・・女女女女   同同同同・・・・別別別別 

 ４４４４  男男男男・・・・女女女女   同同同同・・・・別別別別 

 

 担担担担当当当当ケアケアケアケア マネマネマネマネーーーージャジャジャジャーーーー 

氏氏氏氏        名名名名  事事事事業業業業所名所名所名所名  電話番号電話番号電話番号電話番号                     （（（（                    ）））） 

 現現現現在利用在利用在利用在利用しているしているしているしている 居宅居宅居宅居宅サーサーサーサービスビスビスビス等等等等 

 ＊＊＊＊該当該当該当該当しているしているしているしている すべてのすべてのすべてのすべての数字数字数字数字にににに ○○○○をしてくだをしてくだをしてくだをしてくだ さいさいさいさい。。。。 

 ＊＊＊＊川崎市川崎市川崎市川崎市のののの情報情報情報情報 としてとしてとしてとして利用利用利用利用させさせさせさせ ていただくものていただくものていただくものていただくもの ですですですです。。。。 

 

 居宅居宅居宅居宅サーサーサーサービスビスビスビスをををを月月月月にににに何回何回何回何回くらいくらいくらいくらい利用利用利用利用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。 

 １１１１    訪問訪問訪問訪問介護介護介護介護                                        （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ２２２２    訪問訪問訪問訪問入浴介護入浴介護入浴介護入浴介護                                （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ３３３３    訪問看訪問看訪問看訪問看護護護護                     （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ４４４４    訪問訪問訪問訪問リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーションションションション          （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ５５５５    居宅療養居宅療養居宅療養居宅療養管管管管理理理理指導指導指導指導                    （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ６６６６    通所介護通所介護通所介護通所介護                                    （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ７７７７    通所通所通所通所リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーションションションション        （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ８８８８    短短短短期入所生活介護期入所生活介護期入所生活介護期入所生活介護                    （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） ９９９９    短短短短期入所療養介護期入所療養介護期入所療養介護期入所療養介護                    （（（（月月月月             回回回回程度程度程度程度）））） １０１０１０１０    福祉福祉福祉福祉用用用用具具具具のののの貸与貸与貸与貸与・・・・購購購購入入入入費費費費支支支支給給給給 １１１１１１１１    住宅住宅住宅住宅改修費改修費改修費改修費のののの支支支支給給給給 １２１２１２１２    そのそのそのその他他他他（（（（                                                                                                                  ）））） 

 １３１３１３１３    利用利用利用利用していないしていないしていないしていない         理由理由理由理由（（（（                                                                                                                    ）））） 

 他施設他施設他施設他施設のののの申込申込申込申込 状状状状                況況況況 

１１１１    当該当該当該当該施設施設施設施設のみのみのみのみ申込申込申込申込むむむむ ２２２２    他他他他のののの施設施設施設施設にににに申申申申しししし込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる又又又又はははは今後今後今後今後申申申申しししし込込込込むむむむ予予予予定定定定 ＊＊＊＊既既既既にににに申申申申しししし込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる他他他他のののの施設名施設名施設名施設名 （（（（                                                                                                                                ）））） ＊＊＊＊今後今後今後今後申申申申しししし込込込込むむむむ予予予予定定定定のののの他他他他のののの施設名施設名施設名施設名 （（（（                                                                                                                                ））））     


