
平成 30 年 4 月 1 日 

特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野 料金表 

 

ご利用料金 

 
介護保険給付対象 介護保険給付対象外 

小計（日額） 
合計（月額） 

（３０日計算） 介護サービス費 食費 居住費 

要介護１ 

１
割
負
担 

636 円 

１,５９０円 

（※１） 

２,１８０円 

（※２） 

４,４０６円 １３２,１８０円 

要介護２ 703 円 ４,４７３円 １３４,１９０円 

要介護３ 776 円 ４,５４６円 １３６,３８０円 

要介護４ 843 円 ４,６１３円 １３８,３９０円 

要介護５ 910 円 ４,６８０円 １４０,４００円 

要介護１ 

２
割
負
担 

1,272 円 ５,０４２円 １５１,２６０円 

要介護２ 1,406 円 ５,１７６円 １５５,２８０円 

要介護３ 1,552 円 ５,３２２円 １５９,６６０円 

要介護４ 1,686 円 ５,４５6 円 １６３,６８０円 

要介護５ 1,820 円 ５,５９０円 １６７,７００円 

                 （※１）朝食 ４8０円、昼食 ５3０円、おやつ代 ５０円、夕食 ５3０円 

                 （※２）居住費は、電気・水道・光熱費を全て含みます。 

・利用者負担段階 

利用者 

負担段階 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

・本人及び世帯全員（世帯分

離をしている配偶者を含む）

が市町村民税非課税で、 

老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 

・本人及び世帯全員（世帯分

離をしている配偶者を含む）

が市町村民税非課税で、 

合計所得金額＋課税年金収

入額＋非課税年金収入額が

８０万円以下の方 

・本人及び世帯全員（世帯分

離をしている配偶者を含む）

が市町村民税非課税で、 

利用者負担段階第２段階に

該当しない方 

第 1・第 2・第 3 段階のいず

れにも該当しない方 

かつ、預貯金等が単身で 1,000 万円(夫婦で 2,000 万円)以下  

食費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,５９０円 

居住費 ８２０円 ８２０円 １,３１０円 ２,１８０円 

・上記以外で加算されるもの 

 全入居者対象 

 １割負担 ２割負担  １割負担 ２割負担 

初期加算（３０日間） 30 円／日 60 円／日 栄養マネジメント体制加算 14 円／日 28 円／日 

日常生活継続支援加算 46 円／日 92 円／日 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18 円／日 36 円／日 

看護体制加算(Ⅰ) 4 円／日 8 円／日 看護体制加算(Ⅱ) 8 円／日 16 円／日 

外泊時費用 （※3） 246 円／日 492 円／日 口腔衛生維持管理体制加算 30 円／月 60 円／月 

個別機能訓練指導加算 12 円／日 24 円／日 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （※4） （※4） 

 

 

   

 

 

    

    

（※3）外泊時費用について 

 

 

（※4）介護職員処遇改善加算 

入院または外泊は、１ヶ月に６日を限度とし、所定単位数に替えて 246 円 

(2 割の方は 492 円)請求します。ただし、入院または外泊の初日及び最終日

は費用を請求いたしません。 

介護保険利用額の 8.3％が自己負担となります。 



 対象者のみ 

 １割負担 ２割負担  １割負担 ２割負担 

経口移行加算 28 円／日 56 円／日 療養食加算 6 円／回 12 円／回 

経口維持加算（Ⅰ） 400 円／月 800 円／月 経口維持加算（Ⅱ） 100 円／月 ２00 円／月 

看取り介護加算（Ⅱ）初期 144 円／日 288 円／日 看取り介護加算（Ⅱ）中期 780 円／日 1,560 円／日 

看取り介護加算（Ⅱ）終期 1,580 円／日 3,160 円／日 在宅復帰支援機能加算 １０円／日 ２０円／日 

若年性認知症入所者受入加算 120 円／日 240 円／日 

配置医師緊急時対応加算 

早朝・夜間 

650 円/回 

深夜 

1300 円/回 

早朝・夜間 

1300 円/回 

深夜 

2600 円/回 

退所時等相談援助加算 

 １割負担 ２割負担 

退所前後 訪問相談援助 460 円／回 920 円／回 

退所時 相談援助 400 円／回 800 円／回 

退所前 連携加算 500 円／回 1,000 円／回 

 

介護保険給付対象外実費負担料金について 

美容、理容 実費相当額 

 

事務管理費 

１,５００円／月   

２,０００円／月 （現住所がうれし野の方） 

※預かり金（通帳）、月次収支報告作成、書類印刷代、郵送代  

 保険証類の管理 等 

特別食 230 円/日（献立以外の希望食 等） 

レクリエーション行事費 実費相当額 

医療費負担金、予防接種 実費相当額 

個人の趣味・嗜好品 化粧品、書籍 等 

日常生活品類 日常生活上必要となる諸費用 

持ち込み電化製品電気使用料 1 台につき、５０円/日（税別） 

（テレビ・加湿器・空気清浄機・冷蔵庫・電気毛布・電気あんか・こ

たつ・その他） 

1 台につき、１５円/日（税別） 

（電気シェーバー・ラジカセ・ラジオ・携帯電話充電・電気式車椅子

充電・その他） 

その他  

ご利用料金は月ごとにまとめて請求させていただきます。 

お支払は指定の金融機関口座からの自動引き落としにてお願いします。 （当月末締め、翌々月頭払い） 

  ※ 「高額介護サービス費」、「社会福祉法人による利用料減免制度」については、お尋ねください。 

 

                                特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野 

                                   電話  058－259－3300 

                                   FAX  058－259－3301 

                                担当    介護課長 杉田 美智代 


