
 

介護付有料老人ホーム「結」 利用料金表 

2015年 5 月 1 日 現在 

● 入居時負担金 

居室の敷金が入居時に必要です。（退去時に返却いたします。） 

敷金 家賃相当額の 2 月分 
①  164,000 円 

②  180,000 円 

入居日の前日までにお支払いただきます。退去時には全額を返却いたします。 

 

● １か月にかかる費用 

● 要支援・要介護の方 

要支援及び要介護の方は、入居（賃貸借）契約とともに、介護保険サービスにおける【（介護予防）特定施設入居者生活介護】の適

用となります。 

①月額基本料金（家賃・管理費・食費・フロントサービス費）に、②介護保険サービス料金、及び③その他を加えた金額が月の利用

料金となります。 

① 月額基本料金 

項目 金額 備考 

家賃（非課税） 

① 82,000 円 
18.83 ㎡（温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベッド、クローゼット、ナース

コール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

② 90,000 円 
24.63 ㎡（IH 調理器付きミニキッチン、温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベ

ッド、クローゼット、ナースコール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

管理費（税込） 25,000 円 
居室・共同利用設備部分の光熱水費、エレベーター等の設備定期点検、保守管理費、共同利用設備

部分の掃除、日用品等共用施設の維持管理費、運営管理にかかる事務経費、管理部門の人件費等 

食費（税込） 
48,000 円 

（月３０日で計算） 

１日 1,600 円（内訳：朝 400 円・昼 700円・夕 500 円含むおやつ）の月の利用実績分 

フロントサービス費（税込） 25,000 円 
電話での病院・タクシー・クリーニング、理美容等の取次ぎ、来訪者の対応、共用施設の利用手配、

居室照明器具等の取り換え、季節行事等の企画運営、郵便・宅配便の取次ぎ、少額金銭の管理等 

月額基本料金合計 ① 180,000 円   ② 188,000 円 

② 介護保険サービス料金（自己負担分） 

介護保険法令に基づいて、要介護度別に算定させていただきます。 

介護保険サービス【（介護予防）特定施設入居者生活介護】料金  ※下記利用料は１か月３０日として計算した場合です 

 基本単位 

（１か月） 

夜間看護体制加算

（１か月） 

医療機関連携加算

（１か月） 

介護職員処遇改善加算

（１か月） 

自己負担額 

（月額）※ 

看取り加算 

要支援１ 5,370 単位 ― 80単位 332 単位 5,939 円 

― 

要支援２ 9,240 単位 － 80単位 569 単位 10,156 円 

要介護１ 15,990 単位 300 単位 80単位 999 単位 17,838 円 死亡日以前 4日以上 30日以下 

1日につき 144単位 

死亡以前 2日又は 3日 

 １日につき 680単位 

死亡日 

１日につき 1,280単位 

要介護２ 17,910 単位 300 単位 80単位 1,116 単位 19,930 円 

要介護３ １9,980 単位 300 単位 80単位 1,242 単位 22,186 円 

要介護４ 21,900 単位 300 単位 80単位 1,359 単位 24,278 円 

要介護５ 23,940 単位 300 単位 80単位 1,484 単位 26,501 円 



 

③ その他の料金 

・生活支援サービスの利用にかかわる費用 

生活支援サービスの利用契約に基づき、利用実績で精算いたします。 

サービスの種類 料金（税込） 備考 

入浴介助サービス （週２回を超える回数） 1,575 円／回 週２回（介護保険給付における入浴回数）を超えた回数について対応します。 

家事（掃除・洗濯）サービス 

（週２回を超える回数） 

1,100 円／30 分（回） 週２回（介護保険給付における家事援助の回数）を超えた回数について対応します。 

買物代行 420 円／回 秦野市内店舗での買物に限ります。 

協力医療機関以外の通院の付添い 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関の通院の付添い 

入退院の移送 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関への入退院で施設の車を使用した場合 

入院中の代行 3,090 円／回 依頼により事務手続きの代行、洗濯物のお届け等、職員が入院中の医療機関に出向いた場合 

外出・外泊等施設公用車使用料 1,550 円／回 外出や外泊のために施設の公用車を使用した場合 

外出・外泊等付添い料 
4 時間未満1,550 円 

4 時間以上3,090 円 
外出や外泊のために、施設職員が付き添った場合 

嗜好飲料 120 円／日 
日常的に食事サービスで提供される湯茶以外で、身体の状況や嗜好に合わせて、希望

により提供する飲料水等の費用 

リネンセット貸出 

（シーツ・包布・枕カバー・防水シーツ） 
500 円／週 

希望によりシーツ・包布・枕カバー・防水シーツのセットを貸出します。週 1 回の交

換を原則として、使用したセット分をご負担いただきます。 

寝具セット貸出 

（掛布団・枕・毛布・敷布団） 
1,000 円／月 

希望により掛布団・枕・毛布・敷布団のセットを貸出します。汚れにより交換した場

合、洗濯代として掛布団 1,000 円/枚・枕 300 円/個・毛布 300 円/枚・敷布団 1,000

円/枚ご負担いただきます。 

各種証明書等発行手数料 220 円／1 通 在籍証明等施設名で発行する証明に要する費用 

コピー・FAX の利用料 20 円／１枚 サイズに限りなく対応します。 

・おむつ等の介護用品代 

・協力医療機関等の医師の診療による医療費の実費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● 自立の方 

①月額基本料金（家賃・管理費・食費・フロントサービス費）に、②その他を加えた金額が月の利用料金となります。 

① 月額基本料金 

項目 金額 備考 

家賃（非課税） 

① 82,000 円 
18.83 ㎡（温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベッド、クローゼット、ナース

コール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

② 90,000 円 
24.63 ㎡（IH 調理器付きミニキッチン、温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベ

ッド、クローゼット、ナースコール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

管理費（税込） 25,000 円 
居室・共同利用設備部分の光熱水費、エレベーター等の設備定期点検、保守管理費、共同利用設備

部分の掃除、日用品等共用施設の維持管理費、運営管理にかかる事務経費、管理部門の人件費等 

食費（税込） 
48,000 円 

（月３０日で計算） 

１日 1,600 円（内訳：朝 400 円・昼 700円・夕 500 円含むおやつ）の月の利用実績分 

フロントサービス費（税込） 25,000 円 
電話での病院・タクシー・クリーニング・理美容等の取次ぎ、来訪者の対応、共用施設の利用手配、

居室照明器具等の取り換え、季節行事等の企画運営、郵便・宅配便の取次ぎ、少額金銭の管理等 

月額基本料金合計 ① 180,000 円   ② 188,000 円 

②その他の料金 

・生活支援サービスの利用にかかわる費用 

生活支援サービスの利用契約に基づき、利用実績で精算いたします。 

サービスの種類 料金（税込） 備考 

基本サービス：状況確認（安否確認）・生活相談・

緊急対応 
60,000 円／月 

日常の状況把握・巡回等による安否確認、ナースコール等の緊急対応、生活相談、健

康相談等の対応をします。 

介護サービス 94,500 円／月 
一時的な心身の状態の悪化や加齢に伴う能力低下、希望により必要な介護サービスを

提供します。内容は（介護予防）特定施設入居者生活介護に準じます。 

入浴介助サービス （週２回を超える回数） 1,575 円／回 週２回（保険給付における入浴回数）を超えた回数について対応します。 

家事（掃除・洗濯）サービス 

（週２回を超える回数） 

1,100 円／30 分（回） 週２回（介護保険給付における家事援助の回数）を超えた回数について対応します。 

買物代行 420 円／回 秦野市内店舗での買物に限ります。 

協力医療機関以外の通院の付添い 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関の通院の付添い 

入退院の移送 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関の入退院で施設の公用車を使用した場合 

入院中の代行 3,090 円／回 依頼により事務手続きの代行、洗濯物のお届け等、職員が入院中の医療機関に出向いた場合 

外出・外泊等施設公用車使用料 1,550 円／回 外出や外泊のために施設の公用車を使用した場合 

外出・外泊等付添い料 
4 時間未満1,550 円 

4 時間以上3,090 円 
外出や外泊のために、施設職員が付き添った場合 

嗜好飲料 120 円／日 
日常的に食事サービスで提供される湯茶以外で、身体の状況や嗜好に合わせて、希望

により提供する飲料水等の費用 

リネンセット貸出 

（シーツ・包布・枕カバー・防水シーツ） 
500 円／週 

希望によりシーツ・包布・枕カバー・防水シーツのセットを貸出します。週 1 回の交

換を原則として、使用したセット分をご負担いただきます。 

寝具セット貸出 

（掛布団・枕・毛布・敷布団） 
1,000 円／月 

希望により掛布団・枕・毛布・敷布団のセットを貸出します。汚れにより交換した場

合、洗濯代として掛布団 1,000 円/枚・枕 300 円/個・毛布 300 円/枚・敷布団 1,000

円/枚ご負担いただきます。 



 

各種証明書等発行手数料 220 円／１通 在籍証明等施設名で発行する証明に要する費用 

コピー・FAX の利用料 20 円／１枚 サイズに限りなく対応します。 

・おむつ等の介護用品代 

・協力医療機関等の医師の診療による医療費の実費 

・年２回の健康診断の実費 

  



 

● 短期利用（要介護認定の方） ※３０日間を限度とします。 

①日額基本料金（室料・管理費・食費・フロントサービス費）に、②介護保険サービス料金、及び③その他を加えた金額が利用料金

となります。 

①日額基本料金 

項目 金額（税込） 備考 

室料 

① 2,750 円 
18.83 ㎡（温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベッド、クローゼット、ナース

コール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

② 3,000 円 
24.63 ㎡（IH 調理器付きミニキッチン、温水洗浄機能付トイレ、車椅子対応洗面台、介護用電動ベ

ッド、クローゼット、ナースコール、照明器具、エアコン、カーテン、テレビ回線） 

管理費 850 円 
居室・共同利用設備部分の光熱水費、エレベーター等の設備定期点検、保守管理費、共同利用設備

部分の掃除、日用品等共用施設の維持管理費、運営管理にかかる事務経費、管理部門の人件費等 

食費 1,600 円 １日 1,600 円（内訳：朝 400 円・昼 700円・夕 500 円含むおやつ）の利用実績分 

フロントサービス費 850 円 
電話での病院・タクシー・クリーニング・理美容等の取次ぎ、来訪者の対応、共用施設の利用手配、

居室照明器具等の取り換え、季節行事等の企画運営、郵便・宅配便の取次ぎ、少額金銭の管理等 

日額基本料金合計 ① 6,050 円   ② 6,300 円 

② 介護保険サービス料金（自己負担分） 

介護保険法令に基づいて、要介護度別に算定させていただきます。 

介護保険サービス【短期利用特定施設入居者生活介護】料金 

 基本単位（日） 夜間看護体制加算（日） 介護職員処遇改善加算（日） 自己負担額（日額） 

要介護１ 533 単位 10単位 33単位 592 円 

要介護２ 597 単位 10単位 37単位 662 円 

要介護３ 666 単位 10単位 41単位 737 円 

要介護４ 730 単位 10単位 45単位 807 円 

要介護５ 798 単位 10単位 49単位 881 円 

③その他の料金 

・生活支援サービスの利用にかかわる費用 

生活支援サービスの利用契約に基づき、利用実績で精算いたします。 

サービスの種類 料金（税込） 備考 

入浴介助サービス （週２回を超える回数） 1,575 円／回 週２回（介護保険給付における入浴回数）を超えた回数について対応します。 

家事（掃除・洗濯）サービス 

（週２回を超える回数） 

1,100 円／30 分（回） 週２回（介護保険給付における家事援助の回数）を超えた回数について対応します。 

買物代行 420 円／回 秦野市内店舗での買物に限ります。 

協力医療機関以外の通院の付添い 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関の通院の付添い 

入退院の移送 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関への入退院で施設の車を使用した場合 

外出・外泊等施設公用車使用料 1,550 円／回 外出や外泊のために施設の公用車を使用した場合 

外出・外泊等付添い料 
4 時間未満1,550 円 

4 時間以上3,090 円 
外出や外泊のために、施設職員が付き添った場合 

嗜好飲料 120 円／日 
日常的に食事サービスで提供される湯茶以外で、身体の状況や嗜好に合わせて、希望

により提供する飲料水等の費用 



 

リネンセット貸出 

（シーツ・包布・枕カバー・防水シーツ） 
500 円／週 

希望によりシーツ・包布・枕カバー・防水シーツのセットを貸出します。週 1 回の交

換を原則として、使用したセット分をご負担いただきます。 

寝具セット貸出 

（掛布団・枕・毛布・敷布団） 
1,000 円／回 

希望により掛布団・枕・毛布・敷布団のセットを貸出します。汚れにより交換した場

合、洗濯代として掛布団 1,000 円/枚・枕 300 円/個・毛布 300 円/枚・敷布団 1,000

円/枚ご負担いただきます。 

各種証明書等発行手数料 220 円／1 通 在籍証明等施設名で発行する証明に要する費用 

コピー・FAX の利用料 20 円／１枚 サイズに限りなく対応します。 

・おむつ等の介護用品代 

  



 

● 体験入居  ※6 泊７日を限度とします。 

①日額料金（基本料金・食費）に、②その他を加えた金額が利用料金となります。 

①日額料金 

項目 金額（税込） 備考 

基本料金 9,000 円 室料・管理費・フロントサービス費・基本サービス：状況確認（安否確認）・生活相談・緊急対応 

食費 1,600 円 １日 1,600 円（内訳：朝 400 円・昼 700円・夕 500 円含むおやつ）の利用実績分 

日額料金合計 10,600 円 

②その他の料金 

・生活支援サービスの利用にかかわる費用 

生活支援サービスの利用契約に基づき、利用実績で清算いたします。 

サービスの種類 料金（税込） 備考 

入浴介助サービス （週２回を超える回数） 1,575 円／回 週２回（介護保険給付における入浴回数）を超えた回数について対応します。 

家事（掃除・洗濯）サービス 

（週２回を超える回数） 

1,100 円／30 分（回） 週２回（介護保険給付における家事援助の回数）を超えた回数について対応します。 

買物代行 420 円／回 秦野市内店舗での買物に限ります。 

協力医療機関以外の通院の付添い 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関の通院の付添い 

入退院の移送 1,550 円／回 協力医療機関以外の医療機関への入退院で施設の車を使用した場合 

嗜好飲料 120 円／日 
日常的に食事サービスで提供される湯茶以外で、身体の状況や嗜好に合わせて、希望

により提供する飲料水等の費用 

リネンセット貸出 

（シーツ・包布・枕カバー・防水シーツ） 
500 円／週 

希望によりシーツ・包布・枕カバー・防水シーツのセットを貸出します。週 1 回の交

換を原則として、使用したセット分をご負担いただきます。 

寝具セット貸出 

（掛布団・枕・毛布・敷布団） 
1,000 円／回 

希望により掛布団・枕・毛布・敷布団のセットを貸出します。汚れにより交換した場

合、洗濯代として掛布団 1,000 円/枚・枕 300 円/個・毛布 300 円/枚・敷布団 1,000

円/枚ご負担いただきます。 

コピー・FAX の利用料 20 円／１枚 サイズに限りなく対応します。 

・おむつ等の介護用品代 


