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特別養護老人ホーム万葉の里 利用料金表 
 

【介護保険の給付の対象となるサービス】 

(1) サービス利用料金 

  指定介護老人福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額と

し、当該指定介護老人福祉施設が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載さ

れた利用者負担割合の額となります。（サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて

異なります。） 

（介護度別 1 日のサービス基本料） 

介護度 
介護度別     ｻｰﾋﾞｽ提供  看護体制  夜勤職員 

利用料     体制強化加算 加算    配置加算 
合計 

自己負担 

（１割） 

自己負担 

（２割） 

自己負担 

（３割） 

要介護1 5,730円 ＋  180円 ＋ 120円 ＋ 130円 6,160円 616円 1,232円 1,848円 

要介護2 6,410円 ＋  180円 ＋ 120円 ＋ 130円 6,840円  684円 1,368円 2,052円 

要介護3 7,120円 ＋  180円 ＋ 120円 ＋ 130円 7,550円  755円 1,510円 2,265円 

要介護4 7,800円 ＋  180円 ＋ 120円 ＋ 130円 8,230円  823円 1,646円 2,469円 

要介護5 8,470円 ＋  180円 ＋ 120円 ＋ 130円 8,900円  890円 1,780円 2,670円 

（各加算の説明） 

加算項目 内 容 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の有資格者の占める割合が 60％以上の

場合に算定されます。 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤看護師を 1名以上配置している場合に算定されます。 

看護体制加算（Ⅱ）ロ 

看護職員の数が常勤換算方法で入所者の数が 25 又はその端数を増すごとに 1

以上かつ、基準に定める看護職員の数に 1 を加えた数以上配置し、協力病院と

の 24時間連携体制を確保している場合に算定されます。 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を 1 以上上回っている

場合に算定されます。 

 

◇次に該当する時は、1 日につき所定の料金をご負担頂きます。 

①看取り介護体制が整い、お亡くなりになられた場合 

  看取り介護加算（Ⅰ）  死亡日以前 31 日以上、45日以下 〔1 日につき 720円〕 

（自己負担は 1割 72 円、2 割 144円、3 割 216 円） 

  看取り介護加算（Ⅰ）  死亡日以前 4 日以上、30 日以下 〔1日につき 1,440 円〕 

（自己負担は 1割 144 円、2割 288 円、3 割 432 円） 

   看取り介護加算（Ⅰ） 死亡日以前 2 日または 3日 〔1日につき 6,800 円〕 

（自己負担は 1割 680円、2割 1,360 円、3割 2,040 円） 

  看取り介護加算（Ⅰ）  死亡日 〔1日につき 12,800 円〕 

（自己負担は１割 1,280 円、2割 2,560 円、3割 3,840 円） 

②個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービスの提供を行った場合  

個別機能訓練加算（Ⅰ）   120円 （自己負担は 1 割 12円、2割 24 円、3 割 36 円） 

   ③入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合 

栄養マネジメント強化加算  110円 （自己負担は 1 割 11円、2割 22円、3割 33円） 
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④入所時及び退院時（1 ヶ月以上の入院）の初月 30 日間 

初期加算       300 円 （自己負担は 1割 30円、2 割 60 円、3 割 90円） 

   ⑤安全管理部門を設置し安全対策を実施する体制が整備されている場合で、入所初日のみ 

     安全対策体制加算    200 円 （自己負担は 1割 20 円、2 割 40 円、3割 60円） 

 

  ◇次に該当する時は、1月につき所定の料金をご負担頂きます。 

   ①個別機能訓練加算（１）を算定している場合であって、その情報を厚生労働省に提出し活用し

た場合 

     個別機能訓練加算（Ⅱ）  200 円 （自己負担は 1割 20 円、2 割 40 円、3割 60円） 

   ②入居者ごとの心身等にかかる基本的な情報を厚生労働省に提出し活用した場合 

     科学的介護推進体制加算（Ⅱ）  500円 （自己負担は 1割 50円、2割 100円、3割 150円） 

（2）入院または外泊時の利用料 

 入所者が、入院または外泊をされた場合（在籍保証として）、1 月に 6 日を限度として、下

記の利用料金をお支払い頂きます。（入院または外泊の初日、最終日は含まれません） 

①サービス利用料金          2,460 円 

②自己負担額（1 割）             246 円 

        （2 割）          492 円 

       （3 割）          738 円 

（3）介護職員処遇改善加算 

  介護職員の賃金改善等を実施している場合に、上記サービス基本料（1）に各加算（入所者によっ

て異なります）①～③、及び（2）を足した 1 ヶ月分合計の 1000 分の 83 が算定されます。 

（4）居住費及び食費  1 日の自己負担額 

 

段階 

居住費  

食費 個室 多床室 

第1段階     320円     0円       300円 

第2段階     420円    370円      390円 

第3段階①     820円    370円      650円 

 第3段階②   820円   370円   1,360円 

  第4段階   1,171円    855円   1,500円 

【介護保険の給付の対象とならないサービス】 

険の給付の対象とならないサービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額が入所者の負担となります。 

電気器具使用料 

（1月未満は日割り） 

テレビ、冷蔵庫、カーペット、電気毛布 電子レンジ 1月当たり1,000円 

その他の電気器具 1月当たり  500円 

理美容料  実費 

インフルエンザ 

予防接種料 

原則として集団生活のため、シーズン毎に当施設にお

いて接種します。 

実費 

※住所地により助成額が

決まっています 

複写物の交付 
サービス提供についての記録を閲覧できます。複写物

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 
1枚 10円 

写真代 入所者の希望により、入所者の写真を購入して頂けます。 1枚 25円 

貴重品の管理 

入所者の希望により、貴重品を管理します。 

お預かりするものは、預貯金通帳、印鑑、有価証券、

年金証書、その他施設長が適当と認めたものです。 

無料 
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レクリエーション

等教養娯楽費 

入所者の希望により、レクリエーションやクラブ活動

に参加して頂くことができます。 

それに伴う、参加費、材料費、入場料等についてはご

負担頂きます。 

材料代等の実費 

日常生活上必要な

諸費用 

日常生活品の購入代金等入所者の日常生活に要する費用

で入所者に負担頂くことが適当であるものの費用。 

※おむつ代は介護保険の給付対象となっていますのでご

負担の必要はありません。また、洗濯も当施設で行い

ます。 

実費 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむをえない事由がある場合、相当の額に変更することがあり

ます。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 ヶ月前までにご説

明します。 


