★特別養護老人ホーム あしたかホーム
【多床室】 （２人部屋１８室・個室４）
基本単位・加算・介護度

従来型（２階）

自己負担利用料金表

（１日あたり単位）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

５５７

６２５

６９５

７６３

８２９

基本単位
日常生活継続支援加算

３６

夜勤職員配置加算

２２

個別機能訓練加算

１２

栄養マネジメント加算

１４

看護体制加算（Ⅰ）

６

褥瘡マネジメント加算

１０/月 （３ヶ月に１回を限度とする）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

＊上記単位数に８．３％を乗じた単位

地域区分７級地（10.14）

＊上記単位数に１０．１４を乗じた単位

居住費（全額自己負担）多床室

３７０（注１）８４０（第４段階）

居住費（全額自己負担）個室

段階別料金； 第①３２０ 第②４２０ 第③８２０第④１，１５０（注１）

食費（全額自己負担）

段階別料金； 第①３００第②３９０ 第③６５０第④１，３８０（注２）

（注１）（注２）は、介護保険適用外で、所得に応じて減額になる場合もあります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金の２倍となります。（居住費、食費を除く）
段階の別は以下の表となります。
段階

認定の基準

第①段階

老齢福祉年金受給者等

第②段階

市民税非課税世帯の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が年額で合計 80 万円以下の方

第③段階

市民税非課税世帯の方で、第 2 段階に該当しない方

第④段階

上記以外の方

★特別養護老人ホーム ニューあしたかホーム
【個室】 （６０室）

ユニット型（１・３階）

基本単位・加算・介護度

基本単位

自己負担利用料金表

（１日あたり単位）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

６３６

７０３

７７６

８４３

９１０

日常生活継続支援加算

４６

夜勤職員配置加算

１８

看護体制加算（Ⅰ）

４

個別機能訓練加算

１２

栄養マネジメント加算

１４

褥瘡マネジメント加算

１０/月 （３ヶ月に１回を限度とする）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

＊上記単位数に８．３％を乗じた単位

地域区分 ７級地（10.14）

＊上記単位数に１０．１４を乗じた単位

居住費（全額自己負担）

段階別料金；第①・第②８２０第③１，３１０第④１，９７０（注１）

食費（全額自己負担）

段階別料金；第①３００第②３９０第③６５０第④１，３８０（注２）

（注１）（注２）は、介護保険適用外で、所得に応じて減額になる場合もあります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金の２倍となります。（居住費、食費を除く）
※上記以外の介護保険の給付対象となるサービス利用料金（実施加算など）
☆福祉施設外泊時費用→１日につき自己負担額２４６ ☆初期加算→１日につき自己負担額３０
☆療養食加算→１日につき自己負担１日６/回 ☆若年性認知症入所者受入加算→１日につき自己負担１２０
☆看取り介護加算→死亡日以前４日以上３０日以下１４４、死亡日の前日及び前々日６８０、死亡日１２８０
☆認知症行動・心理症状緊急対応加算→医師が判断した方で入所した日から７日を限度として１日につき２００
☆排泄支援加算→１００/月
☆低栄養リスク改善加算→３００/月（新規入所時又は再入所時のみ６ヶ月以内）

※介護保険の給付対象とならないサービス利用料金
以下のサービスは、利用した時のみ費用が発生します。
①散髪代 １回につき実費
②レクリェーション、クラブ活動
希望によりレクリェーションやクラブ活動、遠足等に参加した場合の材料代・入場料金等の実費。
③日常生活上必要となる諸費用
利用者の意向により、日常生活用品等購入を代行した場合、その購入にかかった実費。
④特別な食材及び飲料費
利用者のご希望により提供する特別食にかかる実費。
⑤金銭管理委託契約費
利用者のご希望により、預金通帳・印鑑・年金証書等をお預りし、各種保険料のお支払い代行を行います。
（１ヶ月 ２,０００円）
⑥喫茶利用費
喫茶を予定に応じ用意しております。（自由参加）飲食には利用費として、１品につき１５０円です。
⑦おやつ代
ご希望により、利用した場合、１回につき３０円がかかります。
⑧死亡に伴う処置費
当施設において死亡されて代理人又はご家族の希望があった場合は、死後の処置一式行わせていただきま
す。処置代一式２３,０００円（処置代２０,０００円・浴衣代３,０００円）

★あしたかホーム短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
【短期入所】

（２人部屋１０室・個室４） 従来型（１階） 自己負担利用料金表 （１日あたり単位）

基本単位・加算・介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

５８４

６５２

７２２

７９０

８５６

基本単位
サービス提供体制強化加（Ⅰ）

１８

夜勤職員配置加算（Ⅰ）

１３

看護体制加算（Ⅱ）

８

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＊上記単位数に８．３％を乗じた単位
地域区分 ７級地（10.1７）

＊上記単位数に１０．１７を乗じた単位

滞在費（全額自己負担）多床室

第①０ 第②③３７０④８４０（注 3）

滞在費（全額自己負担）個室

段階別料金；第①３２０ 第②４２０ 第③８２０ 第④１，１５０ （注 3）

食 費（全額自己負担）

段階別料金；第①３００ 第②３９０ 第③６５０ 第④１，３８０ （注 4）

（注 3）（注 4）は、介護保険適用外で、所得に応じて減額になる場合もあります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金の２倍となります。（滞在費、食費を除く）

【予防短期入所・2 人部屋・個室】
基本単位・加算・介護度

基本単位

従来型（１階）

自己負担利用料金表 （１日あたり単位）

要支援１

要支援２

４３７

５４３

サービス提供体制強化加（Ⅰ）

１８

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＊上記単位数に８．３％を乗じた単位
地域区分 ７級地（10.1７）

＊上記単位数に１０．１７を乗じた単位

滞在費（全額自己負担）多床室

第①０ 第②③３７０④８４０ （注 5）

滞在費（全額自己負担）個室

段階別料金；第①３２０ 第②４２０ 第③８２０ 第④１，１５０ （注 5）

食 費（全額自己負担）

段階別料金；第①３００ 第②３９０ 第③６５０ 第④１，３８０ （注 6）

（注 5）（注 6）は、介護保険適用外で、所得に応じて減額になる場合もあります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金の２倍となります。（滞在費、食費を除く）
※上記以外の介護保険の給付対象となるサービス利用料金（実施加算など）
☆送迎加算→片道自己負担額１８４ ☆若年性認知症利用,者受入加算→1 日１２０
☆緊急短期入所受入加算→７～１４日を限度とし１日につき９０

※介護保険の給付対象とならないサービス利用料金 以下のサービスは、利用した時のみ費用が発生します。
①レクリェーション、クラブ活動・・・利用者のご希望によりレクリェーションやクラブ活動、遠足等に参加した場合の
材料代・入場料金等の実費。
②日常生活上必要な諸費用・・・利用者の意向により、日常生活用品等購入を代行した場合、その購入に係る実費
③特別な食材及び飲料費・・・利用者の希望により提供する特別食にかかる実費。
④喫茶利用費・・・ 喫茶を予定に応じ用意。（コーヒー・紅茶・アイスクリーム等）１品：１５０円（自由参加）
⑤おやつ代・・・利用者のご希望により、利用した場合、１回につき３０円がかかります。
〈理・美容について〉 ＊短期入所サービス利用者の理・美容サービスは実施しておりません。

★あしたかホーム デイサービスセンター（通所介護）

サービス提供時間 ７時間以上８時間未満

【介護給付対象サービス】…要介護認定において要介護 1～5 と認定を受けた方が対象です
（単位数）
自己負担（1 割）

要介護度１

要介護度２

要介護度３

要介護度４

要介護度５

通所介護（一般型）

６１７

７２９

８４４

９６０

１，０７６

認知症対応型通所介護

８８５

９８０

１，０７６

１，１７２

１，２６７

通所介護加算単位
入浴介助加算
サービス提供体制強化加算Ⅰイ
認知症加算
個別機能訓練加算Ⅰ
個別機能訓練加算（認知症対応型）
栄養スクリーニング加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ
地域区分（7 級地）
＊食費
＊時間延長サービス費

自己負担 1 割
備考欄
５０
入浴介助者に加算
１８
介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が５０％以上
６０
認知症自立度がⅢ以上の方 １回につき
４６
個別機能訓練に係る個別計画策定者、機能訓練実施者に加算
２７
個別機能訓練に係る個別計画策定者、機能訓練実施者に加算
５
６ヶ月に１回を限度とする
上記単位に 59/1000（一般） 104/1000（認知型）を乗じた額
一般型 10.14 ・認知症対応型 10.17 を上記単位に乗じた額
６００
介護給付外全額自己負担
１，０００円/Ｈ

実費加算されます。

＊食費は全額自己負担となります。＊時間延長（８時間以上の利用）は延長時間により負担額が異なります。
＊上記の全ての料金表は介護保険負担割合証において２割の方は、料金が２倍となります。（食費を除く）
※上記以外の介護保険の給付対象となるサービス利用料金（実施加算など）
☆若年性認知症利用者受入加算→要介護：日額６００円（自己負担６０円） 要支援：月額２,４００円（自己負担２４０円）
※介護保険の給付対象とならないサービス利用料金 以下のサービスは、利用した時のみ費用が発生します。
①レクリエーション、クラブ活動・・・利用料金：材料代の実費。契約者のご希望により参加いただけます。
②付添人の利用料・・・利用料金：食事代（昼食代） ６００円
③特別な食材及び飲料・・・料金：実費
④おやつ代・・・５０円/回
⑤お弁当代・・・１食５００円（希望者のみ）

★あしたかホーム デイサービスセンター（沼津市介護予防・日常生活支援総合事業）
【第１号通所事業】・・・事業対象者（要支援１相当、要支援２相当）と認定を受けた方が対象です
○第１号通所事業（介護予防通所サービス）
要支援１・事業対象者（要支援１相当）
（単位：円）
利用回数
１割負担分
ひと月の利用回数が４回以下だった場合
１回あたり ３７８
ひと月の利用回数が５回以上だった場合
月額
１，６４７
＊要支援１・事業対象者（要支援１相当）の方は、原則週１回の利用となります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金が２倍となります。
要支援２・事業対象者（要支援２相当）
利用回数
１割負担分
ひと月の利用回数が５回から８回だった場合
１回あたり ３８９
ひと月の利用回数が９回以上だった場合
月額
３，３７７
＊要支援２・事業対象者（要支援２相当）の方は、原則週２回の利用となります。
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金が２倍となります。
○第１号通所事業（介護予防通所サービス）加算料金
加算内容

自己負担額
備考欄
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 要支援 1 相当
７２（1 月）
介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が５０％以上
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 要支援 2 相当
１４４（1 月） 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が５０％以上
運動器機能向上加算
２２５（1 月） 運動器機能向上に係る個別計画策定者、機能訓練実施者に加算
栄養スクリーニング加算
５
６ヶ月に１回を限度とする
介護職員処遇改善加算Ⅰ
上記単位に 59/1000 を乗じた額
地域区分（7 級地）
上記単位に 10.14 を乗じた額
食費
６００（1 日）
利用 1 日あたり 600 円のご負担となります
おやつ
５０（１回）
利用 1 回あたり 50 円のご負担となります

＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記料金が２倍となります。（食費を除く）
※上記以外のサービス利用料金（実施加算など）
☆若年性認知症利用者受入加算・・・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め介護が行われ
た場合、日額６００円（自己負担１割６０円）加算されます。
※総合事業の給付対象とならないサービス
①総合事業の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担にな
ります。
②レクリエーション、クラブ活動・・・利用料金：材料代の実費。契約者のご希望により参加いただけます。
③付添人の利用料・・・利用料金：食事代（昼食代） ６００円
④特別な食材及び飲料・・・料金：実費
⑤おやつ代・・・５０円/回
⑥お弁当代・・・１食５００円（希望者のみ）

★あしたかホーム ホームヘルプサービス（訪問介護）
【介護給付対象サービス】…要介護認定において要介護 1～5 と認定を受けた方が対象です

身体
介護

生活
援助

サービスに要する時間
利用者負担 1 割

２０分以上３０分未満
２４８

３０分以上１時間未満

１時間以上１時間３０分未満

５７５
特定事業所加算（Ⅱ）
利用料金の１０％を加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ ＊上記単位に１３．７％を乗じた単位
地域区分 10.21
＊上記単位に１０．２１を乗じた単位
サービスに要する時間
２０分以上４５分未満
４５分以上の場合
利用者負担 1 割
１８１
２２３
特定事業所加算（Ⅱ）
利用料金の１０％を加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ
＊上記単位に１３．７％を乗じた単位
地域区分 10.21

３９４

（単位数）

以降３０分増す毎に
８３

身体介護に引続き 20 分以上
６６

＊上記単位に１０．２１を乗じた単位

＊２０分未満・・・１６５単位
＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記基本単位及び加算が２倍となります。
※上記以外の介護保険の給付対象となるサービス利用料金（実施加算など）
☆初回加算→1 ヶ月につき２,０００円（自己負担２００円）
☆緊急時訪問介護加算→1 回あたり１,０００円（自己負担１００円）（介護予防を除く）
☆生活機能向上連携加算→1 回あたり１,０００円（自己負担１００円） ＊訪問リハ同行、計画作成時算定
☆身体介護が中心である訪問介護を行った後に、引き続き所要時間２０分以上の生活援助が中心である訪問介護
を行った時の料金は、上記料金表の身体介護の料金に次の料金を加えたものとなります。
・身体介護中心型に引き続いて行う生活援助中心型の訪問介護の所要時間が
２０分～４５分の場合 ・・・・・・・・・・・・利用者負担は６６円
４５分～７０分の場合・・・・・・・・・・・利用者負担は１３２円
７０分以上の場合・・・・・・・・・・・・・・利用者負担は１９８円
☆平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料
金が加算されます。割増料金は介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。（介
護予防を除く）
夜間（午後６時から午後１０時まで） ２５％加算
早朝（午前６時から午前８時まで）
２５％加算
深夜（午後１０時から午前６時まで） ５０％加算
☆２人の訪問介護員が共同でサービスを提供する必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常料金の２倍
の料金を頂きます。（介護予防を除く）

★あしたかホーム ホームヘルプサービス（沼津市介護予防・日常生活支援総合事業）
【介護予防訪問サービス】・・・事業対象者（要支援１相当、要支援２相当）と認定を受けた方が対象です
（単位：円）
要支援１・２相当
介護予防訪問サービス（Ⅰ）

１，１６８円（月額）

介護予防訪問サービス（Ⅰ）

２６６円

介護予防訪問サービス（Ⅰ）日割り

３８円

介護予防訪問サービス（Ⅱ）

２，３３５円（月額）

介護予防訪問サービス（Ⅱ）

２７０円

介護予防訪問サービス（Ⅱ）日割り

７７円

介護予防訪問サービス（Ⅲ）

３，７０４円（月額）

介護予防訪問サービス（Ⅲ）

２８５円

介護予防訪問サービス（Ⅲ）日割り

１２２円

介護予防訪問サービス（Ⅲ）短時間

１６５円

介護職員処遇改善加算Ⅰ

上記利用料に１３．７％の加算

地域区分 10.21

＊上記単位に１０．２１を乗じた単位

備考
週１回程度の利用が必要な場合で当月５回以上の
利用
週１回程度の利用が必要な場合で当月４回までの利
用 １回につき
計画が５週ある場合で当月契約又は終了期日により
（週１回利用）
週２回程度の利用が必要な場合で当月９回以上の
利用
週 2 回程度の利用が必要な場合で当月５回から８回
までの利用 １回につき
計画が５週ある場合で当月契約又は終了期日により
（週２回利用）
介護予防訪問介護（Ⅱ）を超える利用１３回以上
かつ要支援２の場合
介護予防訪問介護（Ⅱ）を超える利用 当月９回から
１２回までの利用かつ要支援２の場合 １回につき
計画が５週ある場合で当月契約又は終了期日により
（週３回利用）
当月２２回まで １回の訪問２０分未満
１回につき

＊介護保険負担割合証において２割負担の方は、上記基本単位及び加算が２倍となります。
※上記以外の介護保険の給付対象となるサービス利用料金（実施加算など）
☆初回加算→1 ヶ月につき２,０００円（自己負担２００円）
☆生活機能向上連携加算→1 回あたり１,０００円（自己負担１００円） ＊訪問リハ同行、計画作成時算定

★あしたかホーム ホームヘルプサービス（自費訪問介護「サービス）
サービス提供時間

料金（消費税８％別途）

開始～１時間

2,000 円（税別）

以降１５分毎に加算

５００円（税別）

＊終了が１５分未満の場合でも算定させて頂きます
安心巡回サービス
10,000 円（税別）
１ケ月間・１日１回短時間訪問
早朝（６：００～８：００）
２５％割増
夜間（１８：００～２２：００）
※上記以外の費用
☆交通費→ガソリン代として、１㎞当たり、15 円、公共交通機関を使用した場合は別途
☆キャンセル料→利用前日の１７：００まで連絡がなかった場合、1,500 円（税別）
☆お客様のお住まいで、サービス提供に要する水道、電気、ガス等の光熱費

