
有料老人ホーム一覧及び情報開示事項一覧【柏原市所管分】

そんぽの家　柏原
介護付有料老人ホーム
コープアイメゾン柏原

エイジ・ガーデン柏原 オーク倶楽部柏原 スマイルホーム石川 さつき倶楽部柏原 ちゅーりっぷのまち　かしわら 有料老人ホーム安寿

介護付(一般型特定施設入居者生活介護を提供
する場合）

介護付(一般型特定施設入居者生活介護を提供
する場合）

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

利用権方式 利用権方式 利用権方式 建物賃貸借方式 建物賃貸借方式 建物賃貸借方式 利用権方式 建物賃貸借方式

〒５８２－００１８
　柏原市大県１丁目５－３６

〒５８２－００２４
　柏原市田辺２丁目７－５

〒５８２－０００８
　柏原市古町３丁目３－５

〒５８２－００２２
　柏原市国分市場２丁目１１番４８号

〒５８２－００２９
　柏原市石川町４番２号

〒５８２－００２４
　柏原市田辺２丁目７－１００

〒５８２－００１６
　柏原市安堂町１１番４６号

〒５８２－００１５
　柏原市大字高井田６５０番１

０７２－９７３－２７００ ０７２－９７５－２５３０ ０７２－９４３－１６４４ ０７２－９７８－６６７０ ０７２－９７５－００７０ ０７２－９７８－５３７７ ０７２－９７２－１１１５ ０７２－９７７－５５２３

０７２－９７２－０５２１ ０７２－９７５－２５３３ ０７２－９７３－０１８０ ０７２－９７８－６６７２ ０７２－９７７－７０５８ ０７２－９７８－６６７２ ０７２－９７２－１１１６ ０７２－９７７－３１００

株式会社ケアステージ 大阪いずみ市民生活協同組合 株式会社エイジケア 株式会社レイズハウジング 株式会社日本ケアコンサルティング 株式会社レイズハウジング 株式会社リード 社会福祉法人寿光会

平成１９年７月１日 平成２４年１月１日 平成２４年１２月１日 平成２７年８月１５日 平成２８年５月１９日 平成２９年８月１日 平成３０年１月１日 平成３０年４月１日

３９／４９ ３４／３８ ４８／５１ ３９／４３ １０／３０ 　　／６９ ／３０ ／１８

－
２００，０００円（非課税）

（入居時保証金）
敷金　１５０，０００円（非課税） １００，０００円（敷金） １５０，０００円（敷金） １６０，０００円（敷金）

１０５，０００円～１５０，０００円（敷
金）

１２０，０００円（敷金）

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

１４５，０００円（３０日の場合・税抜）
別途電気代必要(34円(税抜)/kwh)

１６２，７６０円 １１６，４００円 ９３，０００円 １１１，０００円 ９４，０００円 １１１，０４０円～１２６，０４０円 １４７，０００円

家賃相当額 ８２，０００円（非課税） ８５，０００円 ５０，０００円（非課税） ３８，０００円 ４２，０００円 ３９，０００円 ３５，０００円～５０，０００円 ６０，０００円

食費
３３，０００円（税抜）

(１日あたり１，１００円/30日の場合）

４５，３６０円
（３０日間３食を喫食の場合）

１日１，５１２円
（朝４８４円、昼５１４円、夕５１４円）

３５，４００円（税抜） ３６，０００円 ３９，０００円（３０日間） ３９，０００円 ４８，６００円（３０日３食喫食時）
４２，０００円（３０日で計算）

朝食３００円、昼食５５０円、夕食５５０円

共益費・管理費等
３０，０００円（税抜） ３２，４００円 水光熱費　１１，０００円（税抜）

管理費　２０，０００円（税抜）
１９，０００円

水光熱費　２０，０００円
管理費　１０，０００円

１６，０００円
共益費　　　８，０００円
水道光熱費　８，６４０円
生活支援費　１０，８００円

共益費・管理費　　２０，０００円
生活支援サービス費　２５，０００円

　空き居室がある場合のみ３日間可能
　食費のみ実費負担

１日あたり　５，４００円（税込）
別途、食事代実費、最長　２日

１日あたり　７，５６０円
食事・排泄・入浴ケア付き

空室のある場合、
１泊食事付き　３，５００円

１泊２日まで　３，７００円（食事込）
介護保険サービス利用は別途費用が必要

空室のある場合　１泊食事付3,500円 ５，４００円／日
空室がある場合　５，０００円／日

（１泊食事付き）

介護保険の要介護１～要介護５の認定を受けている
方
（６５歳以上の方、または要介護状態の原因が介護
保険で指定する特定疾患である４０歳～６４歳の
方）

①介護保険制度による介護認定で、要支援又は要介
護の認定を受けた方で、ホームでの生活とともに介
護保険による「介護予防特定施設入居者生活介護」
又は「特定施設入居者生活介護」のサービスを希望
される方
②法定伝染病疾患及び精神病疾患を伴わず、かつ、
問題行動がなく共同生活に適応できる方
③入居利用料の支払能力のある方
④施設の規範を遵守できる方

満６５歳以上の自立・要支援・要介護認定を受けら
れている方

①要介護認定を受けている方
②入居利用料の支払い能力があり、施設の規範を遵
守できる方

要介護認定を受けている方

①概ね６０歳以上の要介護認定を受けている方
②概ね６０歳以上の障がい者総合支援制度の利用が
可能な方
③入居利用料の支払能力があり、施設の規範を遵守
できる方
　　　　　など

満６０歳以上で、自立、要支援認定、要介護認定を
受けている方

入居時自立・要支援・要介護の方、自傷や他者にご
迷惑をおかけする行為の無い方、伝染病疾患の無い
方など

２人／１人（職種：介護職員） ２人／２人（職種：介護職員） ２人／２人（職種：介護職員） ４人／１人（職種：介護職員等） １人／１人（職種：その他の職員） ４人／１人（職種：介護職員等） １人／１人（職種：宿直） １人／１人（職種：宿直）

居室の面積 最多　１８．００㎡ 最多　１８.００㎡（18.0㎡～19.0㎡） 最多　１８.００㎡ 最多　１３.０９㎡（13.09㎡～13.77㎡） 最多　１８．００㎡（18.0㎡～18.0㎡） 最多　１３.０９㎡（13.09㎡～13.09㎡） 最多　１４．３９㎡（14.39㎡～14.39㎡） 最多　１３．３４㎡（13.14㎡～15.53㎡）

居室の設備
トイレ・洗面化粧台・エアコン・クローゼッ
ト・照明・カーテン・緊急通報装置・火災報
知器・スプリンクラー・電話及びテレビ端子

トイレ・洗面台・緊急通報装置
・エアコン・電話・テレビ回線

温水洗浄式トイレ・クローゼット・
ナースコール・自動火災報知機・
スプリンクラー・エアコン・
洗面化粧台・外線電話線

トイレ・洗面化粧台・エアコン・火災感知
器・スプリンクラー・電話及びテレビ端子

トイレ・洗面所・ナースコール・冷暖房・ク
ローゼット・照明器具・テレビ回線・スプリ

ンクラー

エアコン・トイレ・洗面化粧台・火災感知
器・スプリンクラー・電話およびテレビ端子

トイレ・エアコン・照明・ナースコール・ス
プリンクラー・洗面化粧台

トイレ・車椅子対応洗面化粧台設備・吊戸
棚・エアコン・テレビ回線・スプリンク
ラー・緊急通報装置（ナースコール）

共用施設（数）
　食堂（２）、トイレ（３）、エレベーター
（１）、機械浴（１）、談話室（１）、相談
室（１）

食堂兼機能訓練室（２）、トイレ（２）、機
械浴（１）、個浴室（４）、エレベーター
（１）、応接室（１）、健康管理室（１）、
洗濯室（１）、喫煙室（１）等

共用トイレ（３）、共用浴室（５）、
介護浴槽（１）、食堂（３）、

エレベーター（１）、汚物処理室（３）

トイレ（２）、浴室（３）、食堂、エレベー
ター

食堂(２)、個浴(４)、
車椅子対応トイレ(２)、トイレ(４)、

洗濯場(２)、選択干場(２)、汚物室(２)、
倉庫(２)エレベーター(１)

トイレ（２）、浴室（３）、食堂、
エレベーター

食堂（１）、トイレ（２）、浴室・脱衣室
（３）、洗濯室（２）

エレベーター（１）、個浴室、脱衣室
（１）、機械浴（１）、食堂（１）、洗濯室
（１）、汚物処理室（１）、リネン室（１）

廊下幅 最大幅員１.８ｍ：最小幅員１.８ｍ 最大幅員１．８ｍ：最小幅員１．８ｍ 最大幅員１．８ｍ 最大幅員１．８ｍ：最小幅員１．５ｍ 最大幅員１．８ｍ：最小幅員１．８ｍ 最大幅員１．８ｍ：最小幅員１．８ｍ 最大幅員２．３ｍ：最小幅員２．３ｍ 最大幅員２．８ｍ：最小幅員１．９ｍ

入居契約書の雛形 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開、交付 入居希望者に交付 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開・入居希望者に交付

重要事項説明書の雛形 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開、交付 入居希望者に交付 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開・入居希望者に交付

管理規程 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開、交付 入居希望者に交付 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開・入居希望者に交付

事業収支計画書 入居希望者に公開 入居希望者に公開 入居希望者に公開、交付 公開していない 入居希望者に公開 公開していない 公開していない 入居希望者に公開・入居希望者に交付

財務諸表（要旨・原本） 入居希望者に公開 入居希望者に公開 公開していない 公開していない 入居希望者に公開 公開していない 公開していない 入居希望者に公開

無 無 無 無 無 無 無 無

ＪＲ大和路線「柏原駅」から徒歩５分
近鉄大阪線「堅下駅」から徒歩３分

近鉄大阪線「大阪教育大前駅」から
徒歩５分

ＪＲ大和路線「柏原駅」から約５００ｍ
近鉄道明寺線「柏原南口駅」から約７００ｍ

近鉄大阪線「河内国分駅」 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩１０分
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」から

徒歩約５分
近鉄大阪線「安堂駅」から

徒歩約８分
JR大和路線「高井田駅」から

徒歩約２分

－ － －
各居室は、トイレ・収納スペースを除き13㎡
未満となっております。

－

①各居室は、トイレ・収納スペースを除き13
㎡未満となっております。
②食堂は１人あたり2㎡未満となっておりま
す。

食堂に関して、入居定員（30名）に対して、2
㎡を乗じた面積（60㎡）を確保しなければな
りませんが、58.04㎡になっております。

－

－ － －

入居者様及び家族様等へ契約前、契約時に、
不適合事項及び代替措置等について
説明。大規模修繕の際に、計画と対応を
予定。

－

入居者様及び家族様等へ契約前、契約時に、
不適合事項及び代替措置等について
説明。大規模修繕の際に、計画と対応を
予定。

デイサービスを営業していない時間帯におい
て、当食堂を利用することで、ゆったりと利
用いただけます。

－

平成２９年１０月１日現在 平成２９年７月１日現在 平成２９年７月１日現在 平成２９年１０月１日現在 平成２９年７月１日現在 平成２９年８月１日現在 平成３０年１月１日現在 平成３０年４月１日現在

入居時点で必要な費用

前払金の返還金の算定方法

前払金の保全先

代替措置等の内容

最寄駅等

内訳

体験入居の有無及び費用

入居時の要件

備　　考

柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針の
「規模及び構造設備」の不適合事項

施設名

施設所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

（公）全国有料老人ホーム協会等への加入

開設（予定）年月

入居者数／入居定員

月額費用（円）
※介護保険費用については別途かかります。

居住の権利形態

事業主体

施設の類型

夜間の職員体制／最少時人数（職種）

構造設備の状
況

情報開示


