
□ 利用料金状況【従来型多床室】こもれびの里

負担割合 利用者負担段階 要介護度 介護サービス費／日 食費／日 居住費／日 預り金手数料／月 30日

3 ¥713 ¥30,890

4 ¥781 ¥32,930

5 ¥848 ¥34,940

3 ¥713 ¥44,690

4 ¥781 ¥46,730

5 ¥848 ¥48,740

3 ¥713 ¥52,490

4 ¥781 ¥54,530

5 ¥848 ¥56,540

3 ¥713 ¥89,300

4 ¥781 ¥91,340

5 ¥848 ¥93,350

3 ¥1,426 ¥52,280

4 ¥1,562 ¥56,360

5 ¥1,696 ¥60,380

3 ¥1,426 ¥66,080

4 ¥1,562 ¥70,160

5 ¥1,696 ¥74,180

3 ¥1,426 ¥73,880

4 ¥1,562 ¥77,960

5 ¥1,696 ¥81,980

3 ¥1,426 ¥110,690

4 ¥1,562 ¥114,770

5 ¥1,696 ¥118,790

3 ¥2,139 ¥73,670

4 ¥2,343 ¥79,790

5 ¥2,544 ¥85,820

3 ¥2,139 ¥87,470

4 ¥2,343 ¥93,590

5 ¥2,544 ¥99,620

3 ¥2,139 ¥95,270

4 ¥2,343 ¥101,390

5 ¥2,544 ¥107,420

3 ¥2,139 ¥132,080

4 ¥2,343 ¥138,200

5 ¥2,544 ¥144,230

¥650 ¥370 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥855 ¥500

3割負担

第1段階 ¥300 ¥0 ¥500

第2段階 ¥390 ¥370 ¥500

第3段階

¥650 ¥370 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥855 ¥500

2割負担

第1段階 ¥300 ¥0 ¥500

第2段階 ¥390 ¥370 ¥500

第3段階

¥650 ¥370 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥855 ¥500

1割負担

第1段階 ¥300 ¥0 ¥500

第2段階 ¥390 ¥370 ¥500

第3段階



□ 利用料金状況【従来型個室】こもれびの里

負担割合 利用者負担段階 要介護度 介護サービス費／日 食費／日 居住費／日 預り金手数料／月 30日

3 ¥713 ¥39,890

4 ¥781 ¥41,930

5 ¥848 ¥43,940

3 ¥713 ¥46,190

4 ¥781 ¥48,230

5 ¥848 ¥50,240

3 ¥713 ¥65,990

4 ¥781 ¥68,030

5 ¥848 ¥70,040

3 ¥713 ¥98,780

4 ¥781 ¥100,820

5 ¥848 ¥102,830

3 ¥1,426 ¥52,280

4 ¥1,562 ¥56,360

5 ¥1,696 ¥60,380

3 ¥1,426 ¥67,580

4 ¥1,562 ¥71,660

5 ¥1,696 ¥75,680

3 ¥1,426 ¥87,380

4 ¥1,562 ¥91,460

5 ¥1,696 ¥95,480

3 ¥1,426 ¥120,170

4 ¥1,562 ¥124,250

5 ¥1,696 ¥128,270

3 ¥2,139 ¥73,670

4 ¥2,343 ¥79,790

5 ¥2,544 ¥85,820

3 ¥2,139 ¥88,970

4 ¥2,343 ¥95,090

5 ¥2,544 ¥101,120

3 ¥2,139 ¥108,770

4 ¥2,343 ¥114,890

5 ¥2,544 ¥120,920

3 ¥2,139 ¥141,560

4 ¥2,343 ¥147,680

5 ¥2,544 ¥153,710

¥650 ¥820 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥1,171 ¥500

3割負担

第1段階 ¥300 ¥300 ¥500

第2段階 ¥390 ¥420 ¥500

第3段階

¥650 ¥820 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥1,171 ¥500

2割負担

第1段階 ¥300 ¥300 ¥500

第2段階 ¥390 ¥420 ¥500

第3段階

¥650 ¥820 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥1,171 ¥500

1割負担

第1段階 ¥300 ¥300 ¥500

第2段階 ¥390 ¥420 ¥500

第3段階



□ 利用料金状況【ユニット型】せせらぎ

負担割合 利用者負担段階 要介護度 介護サービス費／日 食費／日 居住費／日 預り金手数料／月 30日

3 ¥794 ¥57,920

4 ¥863 ¥59,990

5 ¥930 ¥62,000

3 ¥794 ¥60,620

4 ¥863 ¥62,690

5 ¥930 ¥64,700

3 ¥794 ¥83,120

4 ¥863 ¥85,190

5 ¥930 ¥87,200

3 ¥794 ¥126,260

4 ¥863 ¥128,330

5 ¥930 ¥130,340

3 ¥1,588 ¥81,740

4 ¥1,726 ¥85,880

5 ¥1,860 ¥89,900

3 ¥1,588 ¥84,440

4 ¥1,726 ¥88,580

5 ¥1,860 ¥92,600

3 ¥1,588 ¥106,940

4 ¥1,726 ¥111,080

5 ¥1,860 ¥115,100

3 ¥1,588 ¥150,080

4 ¥1,726 ¥154,220

5 ¥1,860 ¥158,240

3 ¥2,382 ¥105,560

4 ¥2,589 ¥111,770

5 ¥2,790 ¥117,800

3 ¥2,382 ¥108,260

4 ¥2,589 ¥114,470

5 ¥2,790 ¥120,500

3 ¥2,382 ¥130,760

4 ¥2,589 ¥136,970

5 ¥2,790 ¥143,000

3 ¥2,382 ¥173,900

4 ¥2,589 ¥180,110

5 ¥2,790 ¥186,140

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

3割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

2割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

1割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階



□ 利用料金状況【地域密着型ユニット型】みわ・緑ヶ丘

負担割合 利用者負担段階 要介護度 介護サービス費／日 食費／日 居住費／日 預り金手数料／月 30日

3 ¥804 ¥58,220

4 ¥875 ¥60,350

5 ¥943 ¥62,390

3 ¥804 ¥60,920

4 ¥875 ¥63,050

5 ¥943 ¥65,090

3 ¥804 ¥83,420

4 ¥875 ¥85,550

5 ¥943 ¥87,590

3 ¥804 ¥126,560

4 ¥875 ¥128,690

5 ¥943 ¥130,730

3 ¥1,608 ¥82,340

4 ¥1,750 ¥86,600

5 ¥1,886 ¥90,680

3 ¥1,608 ¥85,040

4 ¥1,750 ¥89,300

5 ¥1,886 ¥93,380

3 ¥1,608 ¥107,540

4 ¥1,750 ¥111,800

5 ¥1,886 ¥115,880

3 ¥1,608 ¥150,680

4 ¥1,750 ¥154,940

5 ¥1,886 ¥159,020

3 ¥2,412 ¥106,460

4 ¥2,625 ¥112,850

5 ¥2,829 ¥118,970

3 ¥2,412 ¥109,160

4 ¥2,625 ¥115,550

5 ¥2,829 ¥121,670

3 ¥2,412 ¥131,660

4 ¥2,625 ¥138,050

5 ¥2,829 ¥144,170

3 ¥2,412 ¥174,800

4 ¥2,625 ¥181,190

5 ¥2,829 ¥187,310

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

3割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

2割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階

¥650 ¥1,310 ¥500

第4段階 ¥1,392 ¥2,006 ¥500

1割負担

第1段階 ¥300 ¥820 ¥500

第2段階 ¥390 ¥820 ¥500

第3段階



１割 ２割 ３割

１４円 ２８円 ４２円

　４００円/月 ８００円/回 １，２００円

６円/回 １２円/回 １８円/回

こもれび・せせ
らぎ

６円 １２円 １８円

みわ・緑ヶ丘 １２円 ２４円 ３６円

こもれび・せせ
らぎ

１３円 ２６円 ３９円

みわ・緑ヶ丘 ２３円 ４６円 ６９円

死亡日以前31
日以上45日以
下

７２円 １４４円 ２１６円

死亡日以前4
日以上30日以
下

１４４円 ２８８円 ４３２円

（該当者のみ）
死亡日の前日
及び前々日

６８０円 １,３６０円 ２，０４０円

死亡日 １,２８０円 ２,５６０円 ３，８４０円

こもれび ２２円 ４４円 ６６円

せせらぎ ２７円 ５４円 ８１円

みわ・緑ヶ丘 ４６円 ９２円 １３８円

日常生活継続支援加（Ⅰ） こもれび ２２円 ４４円 ６６円

日常生活継続支援加（Ⅱ）
せせらぎ　　　 み
わ・緑ヶ丘 ２７円 ５４円 ８１円

１８円 ３６円 １３８円

３０円 ６０円 ９０円

●特別提供食

●理容サービス

●使用料

テレビ 冷蔵庫

●預り金手数料

理美容業者が施設に出張サービスをしてくれます。ご利用になった場合にご負担いただきます。
利用料金：【理容】１，５００円　（顔そり　追加料金５００円）、【美容】２，０００円

テレビ・冷蔵庫の使用申し込みをされた場合、下記のとおり使用料をご負担いただきます。

７０円/日 ３０円/日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
基本料金と各種加算の合計額の８．３％に相当する額の１割又は２
割又は３割をお支払い頂きます。

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
基本料金と各種加算の合計額の２.７％に相当する額の１割又は２割
又は３割をお支払い頂きます。

※日常生活継続支援加算・サービス提供体制強化加算→何れか一方のみを算定しま
す。

当施設では、予めご利用者の希望により選択された特別な食事を別料金で提供することができす。
利　用　料　金　：　要した費用の実費

看護体制加算（Ⅰ）

看護体制加算（Ⅱ）

看取り介護加算（Ⅰ）

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算

口腔衛生管理体制加算（月）

※介護給付サービス加算

介護給付サービス加算
サービス利用に係る自己負担額

栄養マネジメント加算

経口維持加算Ⅰ（該当者のみ）

療養食加算（該当者のみ）



１月当たり　５００円


