
特別養護老人ホームあすらや荘 利用料金表 
 
《１割負担の方》 
 
１ 基本料金（目安料金）                          令和３年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 
要介護１ １９，５６０円 ６５２円 
要介護２ ２１，６００円 ７２０円 
要介護３ ２３，７９０円 ７９３円 
要介護４ ２５，８６０円 ８６２円 
要介護５ ２７，８７０円 ９２９円 

居住費(標準負担額) 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 

標   準  ５７，０００円 
第３段階  ３９，３００円 
第２段階  ２４，６００円 
第１段階  ２４，６００円 

標   準 １，９００円 
第３段階  １，３１０円 
第２段階      ８２０円 
第１段階      ８２０円 

食費（標準負担額） 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 

標   準  ４１，７００円 
第３段階  １９，５００円 
第２段階  １１，７００円 
第１段階   ９，０００円 

標   準 １，３９０円 
第３段階      ６５０円 
第２段階      ３９０円 
第１段階      ３００円 

個別機能訓練加算 ３６０円 １２円 
日常生活支援加算 １，３８０円 ４６円 
精神科医療指導加算 １５０円  ５円 
看護体制加算Ⅰ（ロ） １２０円  ４円 
看護体制加算Ⅱ（ロ） ２４０円  ８円 
夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） ５４０円 １８円 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ２４６円 
初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ３０円 

 ※1 処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

 ※2 特定処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，２．７％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 (3) 診断書料 
  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 
  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  
  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 
(1) 被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自

己負担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                
被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

５５，９３０円～１２９，３６０円 ３６,３９０円～１０１,４９０円 

 



特別養護老人ホームあすらや荘 利用料金表 
 
《２割負担の方》 
 
１ 基本料金（目安料金）                          令和３年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 
要介護１ ３９，１２０円 １，３０４円 
要介護２ ４３，２００円 １，４４０円 
要介護３ ４７，５８０円 １，５８６円 
要介護４ ５１，７２０円 １，７２４円 
要介護５ ５５，７４０円 １，８５８円 

居住費(標準負担額) 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 
標   準  ５７，０００円 標   準 １，９００円 

食費（標準負担額） 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 
標   準  ４１，７００円 標   準 １，３９０円 

個別機能訓練加算   ７２０円 ２４円 
日常生活支援加算 ２，７６０円 ９２円 
精神科医療指導加算   ３００円 １０円 
看護体制加算Ⅰ（ロ）   ２４０円  ８円 
看護体制加算Ⅱ（ロ）   ４８０円 １６円 
夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） １，０８０円 ３６円 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ４９２円 
初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ６０円 

 ※1 処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

 ※2 特定処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，２．７％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 (3) 診断書料 
  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 
  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  
  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 
(1)被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己負

担となります。 
(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                
被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

１４３，４００円～１６０，０２０円 １０４，２８０円 

 
 



特別養護老人ホームあすらや荘 利用料金表 
 
《３割負担の方》 
 
１ 基本料金（目安料金）                          令和３年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 
要介護１ ５８，６８０円 １，９５６円 
要介護２ ６４，８００円 ２，１６０円 
要介護３ ７１，３７０円 ２，３７９円 
要介護４ ７７，５８０円 ２，５８６円 
要介護５ ８３，６１０円 ２，７８７円 

居住費(標準負担額) 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 
標   準  ５７，０００円 標   準 １，９００円 

食費（標準負担額） 
※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 
標   準  ４１，７００円 標   準 １，３９０円 

個別機能訓練加算 １．０８０円 ３６円 
日常生活支援加算 ４．１４０円 １３８円 
精神科医療指導加算   ４５０円 １５円 
看護体制加算Ⅰ（ロ）   ３６０円 １２円 
看護体制加算Ⅱ（ロ）   ７２０円 ２４円 
夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） １，６２０円 ５４円 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ７３８円 
初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ９０円 

 ※1 処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

 ※2 特定処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，２．７％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 (3) 診断書料 
  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 
  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  
  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 
(1)被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己負

担となります。 
(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                
被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

１６５，７５０円～１９０，６８０円 １０７，０７０円 

 



介護老人福祉施設あすらや荘 利用料金表 

 

《１割負担の方》 

 

１ 基本料金（目安料金）                          平成３１年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 

要介護１ １９，０８０円 ６３６円 

要介護２ ２１，０９０円 ７０３円 

要介護３ ２３，２８０円 ７７６円 

要介護４ ２５，２９０円 ８４３円 

要介護５ ２７，３００円 ９１０円 

居住費(標準負担額) 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 

標   準  ３９，３００円 

第３段階  ３９，３００円 

第２段階  ２４，６００円 

第１段階  ２４，６００円 

標   準 １，３１０円 

第３段階  １，３１０円 

第２段階      ８２０円 

第１段階      ８２０円 

食費（標準負担額） 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 

標   準  ４０，５００円 

第３段階  １９，５００円 

第２段階  １１，７００円 

第１段階   ９，０００円 

標   準 １，３５０円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

個別機能訓練加算 ３６０円 １２円 

日常生活支援加算 １，３８０円 ４６円 

精神科医療指導加算 １５０円  ５円 

栄養マネジメント加算 ４２０円 １４円 

看護体制加算Ⅰ（ロ） １２０円  ４円 

看護体制加算Ⅱ（ロ） ２４０円  ８円 

夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） ５４０円 １８円 

口腔衛生維持管理体制加算  ３０円 月単位で算定 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ２４６円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ３０円 

 ※処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 (3) 診断書料 

  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 

  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  

  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 

(1) 被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自

己負担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                

被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

55,９２０円～110,３４０円 33,600円～79,800円 

 



介護老人福祉施設あすらや荘 利用料金表 

 

《２割負担の方》 

 

１ 基本料金（目安料金）                          平成３１年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 

要介護１ ３８，１６０円 １，２７２円 

要介護２ ４２，１８０円 １，４０６円 

要介護３ ４６，５６０円 １，５５２円 

要介護４ ５０，５８０円 １，６８６円 

要介護５ ５４，６００円 １，８２０円 

居住費(標準負担額) 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 

標   準  ３９，３００円 

第３段階  ３９，３００円 

第２段階  ２４，６００円 

第１段階  ２４，６００円 

標   準 １，３１０円 

第３段階  １，３１０円 

第２段階      ８２０円 

第１段階      ８２０円 

食費（標準負担額） 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 

標   準  ４０，５００円 

第３段階  １９，５００円 

第２段階  １１，７００円 

第１段階   ９，０００円 

標   準 １，３５０円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

個別機能訓練加算   ７２０円 ２４円 

日常生活支援加算 ２，７６０円 ９２円 

精神科医療指導加算   ３００円 １０円 

栄養マネジメント加算   ８４０円 ２８円 

看護体制加算Ⅰ（ロ）   ２４０円  ８円 

看護体制加算Ⅱ（ロ）   ４８０円 １６円 

夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） １，０８０円 ３６円 

口腔衛生維持管理体制加算    ６０円 月単位で算定 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ４９２円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ６０円 

 ※処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 (3) 診断書料 

  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 

  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  

  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 

(1)被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己負

担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                

被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

７８,２４０円～１４０,８８０円 ３３,６００円～７９,８００円 

 

 



介護老人福祉施設あすらや荘 利用料金表 

 

《３割負担の方》 

 

１ 基本料金（目安料金）                          平成３１年４月１日から 

要介護度区分 １ヶ月（30 日分）の料金 １日の料金 

要介護１ ５７，２４０円 １，９０８円 

要介護２ ６３，２７０円 ２，１０９円 

要介護３ ６９，８４０円 ２，３２８円 

要介護４ ７５，８７０円 ２，５２９円 

要介護５ ８１，９００円 ２，７３０円 

居住費(標準負担額) 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります 

標   準  ３９，３００円 

第３段階  ３９，３００円 

第２段階  ２４，６００円 

第１段階  ２４，６００円 

標   準 １，３１０円 

第３段階  １，３１０円 

第２段階      ８２０円 

第１段階      ８２０円 

食費（標準負担額） 

※ 所得の状況によって減額さ

れる場合があります。 

標   準  ４０，５００円 

第３段階  １９，５００円 

第２段階  １１，７００円 

第１段階   ９，０００円 

標   準 １，３５０円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

個別機能訓練加算 １．０８０円 ３６円 

日常生活支援加算 ４．１４０円 １３８円 

精神科医療指導加算   ４５０円 １５円 

栄養マネジメント加算 １，６２０円 ４２円 

看護体制加算Ⅰ（ロ）   ３６０円 １２円 

看護体制加算Ⅱ（ロ）   ７２０円 ２４円 

夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） １，６２０円 ５４円 

口腔衛生維持管理体制加算    ９０円 月単位で算定 

外泊・入院時（月に６日間を限度に上記料金を除く。） ７３８円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます。）  ９０円 

 ※処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，８．３％分を上乗せした金額になります。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) インフルエンザ予防接種代  実  費 

 

 (3) 診断書料 

  ・ 一般診断書，医療費又は自賠責証明等 ２，０００円 

  ・ 管理手当診断書           ３，０００円  

  ・ 障害年金用診断書，死亡診断書    ５，０００円 

(4) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３ その他 

(1)被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己負

担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

４ １ヶ月の利用料（概ね）                                

被爆者健康手帳をお持ちでない方 被爆者健康手帳をお持ちの方 

１００,０９２０円～１７１,７８０円 ３３,６００円～７９,８００円 

 



介護老人保健施設あすらや荘 利用料金表 

《１割負担》２割、３割負担の方は２倍、３倍のご負担になります。 

１ 介護サービス費  

※被爆者健康手帳をお持ちの方は，免除されます。       令和３年４月１日現在 

要介護度区分 

多床室利用の方 個室利用の方 

１ヶ月の料金 １日の １ヶ月の料金 １日の 

（３０日分） 料金 （３０日分） 料金 

要介護１ 23,640 円 788 円 21,420 円 714 円 

要介護２ 25,080 円 836 円 22,770 円 759 円 

要介護３ 26,940 円 898 円 24,630 円 821 円 

要介護４ 28,470 円 949 円 26,220 円 874 円 

要介護５ 30,090 円 1,003 円 27,750 円 925 円 

加算について ※多床室，個室等に関係なく下記の料金が加算されます 

認知症加算  
２，２８０円 ７６円 老健１階をご利用の方のみ 

※該当者のみ 

療養食加算  
  ５４０円 １８円 

１食６円，１日につき３回が限度

に算定 ※該当者のみ 

夜勤職員配置加算   ７２０円 ２４円 １日に２４円。 

サービス提供体制強

化加算(Ⅱ） 
  ５４０円 １８円 １日１８円。 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅰ） 
１０２０円 ３４円 

１日に３４円。在宅復帰率に伴い

変動。 

外泊時加算   ３６２円 
月に６日を限度にサービス費と

して算定  

初期加算    ３０円 
新規利用日から３０日を限度に

算定 
 

入所前後訪問指導加

算Ⅰ 
  ４５０円 原則、新規入所者に１回のみ算定  

短期集中リハビリテ

ーション実施加算 

週３回～４回の

予定で、約３６０

０円程度 

２４０円 
入所から３か月以内で集中的に

リハビリを行った分だけ算定 

 
 

 

認知症短期集中リハ

ビリテーション実施

加算 

週３回の予定で、

約２８８０円程

度 

２４０円 
入所から３か月以内で集中的に

リハビリを行った分だけ算定 
 

※ 処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，３．９％分を上乗せした金額に 

なります。特定処遇改善加算として，居住費と食費を除いた部分に，２．１％分を上乗せ

した金額になります。 



２ 食事代・居室代 ※所得の状況によって減額される場合があります（申請が必要です） 

食事代 

１ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

標  準 ４０，５００円 

第３段階 １９，５００円 

第２段階 １１，７００円 

第１段階  ９，０００円 

標  準 １，３９０円 

第３段階     ６５０円 

第２段階     ３９０円 

第１段階     ３００円 

居室代 

多床室（４人部屋） 
２人部屋 

 

個室 

 

１ヶ月の料金

（３０日分） 

１日の

料金 

１ヶ月の料金

（３０日分） 

１日の

料金 

１ヶ月の料金

（３０日分） 

１日の

料金 
標  準 １１，１００円 

第３段階 １１，１００円 

第２段階 １１，１００円 

第１段階      ０円 

３７０円 

３７０円 

３７０円 

  ０円 

標  準 １４，１００円 

第３段階 １４，１００円 

第２段階 １４，１００円 

第１段階  ３，０００円 

４７０円 

４７０円 

４７０円 

１００円 

標  準 ４９，２００円 

第３段階 ３９，３００円 

第２段階 １４，７００円 

第１段階 １４，７００円 

１，６６０円 

１，３１０円 

  ４９０円 

  ４９０円 

 

３ その他の料金  

 (1) 日用品費   １００円／日 （１ヶ月あたり）３，０００円 

 (2) 教養娯楽費  １００円／回 

 (3) 理美容代   実  費（外部業者委託にて，カット：１，２００円程度） 

 (4) 洗濯代    １００円（１回あたり） 

(5) インフルエンザ予防接種代  実  費 

(6) 診断書料 

・ 一般診断書         （１通につき）２，０００円 

・ 管理手当診断書       （１通につき）３，０００円 

・ 障害年金用診断書，死亡診断書（１通につき）５，０００円  

※２通目からは１通につき２，０００円 

※生命保険等請求のための死亡診断書は，新たな使途に基づく診断書（５，０００

円）として取り扱う。 

(7) 証明書料（医療費又は自賠責証明書等）（１通につき）２，０００円 

(8) 行事参加費用や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をい

ただきます。 

 

４ １ヶ月間の利用料 

利用形態 １割負担の方 ２割負担の方 

４人部屋 35,000～93,000 程度 99,000～123,000 程度 

２人部屋 38,000～95,000 程度 102,000～126,000 程度 

個  室 47,000～128,000 程度 104,000～140,000 程度 

利用形態 ３割負担の方 

４人部屋 122,000～153,000 程度 

２人部屋 125,000～156,000 程度 

個  室 160,000～210,000 程度 

※ 低所得者に対し、利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し

出ください。 

※ 原爆手帳をお持ちの方は介護保険費用（食費、居住費を除く）が無料となります 
 



グループホームあすらや荘 利用料金表 
 
《１割負担の方》 

 
１ 基本料金（目安料金）                    令和３年４月１日から 

項  目 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

介
護
保
険
対
象 

要支援２ ２２，４４０円 ７４８円 

要介護１ ２２，５６０円 ７５２円 

要介護２ ２３，６１０円 ７８７円 

要介護３ ２４，３３０円 ８１１円 

要介護４ ２４，８１０円 ８２７円 

要介護５ ２５，３２０円 ８４４円 

サービス提供体制加算Ⅰ     ６６０円  ２２円 

医療連携体制加算Ⅰ  １，１７０円  ３９円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）     ９０円   ３円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます）  ３０円 

介
護
保
険
対
象
外 

食  費 ３０，０００円 １，０００円 

家  賃 ３０，０００円 １，０００円 

※ 処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に１１．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 特定処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に３．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 被爆者手帳をお持ちの方は，上記基本料金が免除されますが，食費・家賃は自己負担となります。 

 

２  その他の料金              

（１） 理美容代          実  費 

（２） インフルエンザ予防接種代  実  費 

（３） 行事参加費用や医療費，利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費を 

いただきます。 

（４） おむつ代 １枚当たり （尿取りパッド：１５円，装着パッド：４０円，スーパー：１０円 

座位安心パッド：２５円，パンツＬ：７０円，パンツＭ：６０円，フラット：２０円， 

ナイト：３０円） 

（５） 入院及び外泊における家賃についてはご負担いただきます。ただし，当事業所での生活が困難 

と主治医が判断する場合，また利用者・身元引受人に当事業所利用継続の意思がない場合は， 

この限りではありません。 



グループホームあすらや荘 利用料金表 
 
《２割負担の方》 

 
１ 基本料金（目安料金）                    令和３年４月１日から 

項  目 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

介
護
保
険
対
象 

要支援２ ４４，８８０円 １，４９６円 

要介護１ ４５，１２０円 １，５０４円 

要介護２ ４７，２２０円 １，５７４円 

要介護３ ４８，６６０円 １，６２２円 

要介護４ ４９，６２０円 １，６５４円 

要介護５ ５０，６４０円 １，６８８円 

サービス提供体制加算Ⅰ   １，３２０円  ４４円 

医療連携体制加算Ⅰ  ２，３４０円  ７８円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）     １８０円   ６円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます）  ６０円 

介
護
保
険
対
象
外 

食  費 ３０，０００円 １，０００円 

家  賃 ３０，０００円 １，０００円 

※ 処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に１１．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 特定処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に３．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 被爆者手帳をお持ちの方は，上記基本料金が免除されますが，食費・家賃は自己負担となります。 

 

２  その他の料金              

（１） 理美容代          実  費 

（２） インフルエンザ予防接種代  実  費 

（３） 行事参加費用や医療費，利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費を 

いただきます。 

（４） おむつ代 １枚当たり （尿取りパッド：１５円，装着パッド：４０円，スーパー：１０円 

座位安心パッド：２５円，パンツＬ：７０円，パンツＭ：６０円，フラット：２０円， 

ナイト：３０円） 

（５） 入院及び外泊における家賃についてはご負担いただきます。ただし，当事業所での生活が困難 

と主治医が判断する場合，また利用者・身元引受人に当事業所利用継続の意思がない場合は， 

この限りではありません。 



グループホームあすらや荘 利用料金表 
 
《３割負担の方》 

 
１ 基本料金（目安料金）                    令和３年４月１日から 

項  目 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

介
護
保
険
対
象 

要支援２ ６７，３２０円 ２，２４４円 

要介護１ ６７，６８０円 ２，２５６円 

要介護２ ７０，８３０円 ２，３６１円 

要介護３ ７２，９９０円 ２，４３３円 

要介護４ ７４，４３０円 ２，４８１円 

要介護５ ７５，９６０円 ２，５３２円 

サービス提供体制加算Ⅰ   １，９８０円    ６６円 

医療連携体制加算Ⅰ  ３，５１０円   １１７円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）    ２７０円     ９円 

初期加算（新規入所後３０日に限って上記料金に加算されます）    ９０円 

介
護
保
険
対
象
外 

食  費 ３０，０００円 １，０００円 

家  賃 ３０，０００円 １，０００円 

※ 処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に１１．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 特定処遇改善加算として，食費と家賃を除いた部分に３．１％分上乗せされた金額となります。 

※ 被爆者手帳をお持ちの方は，上記基本料金が免除されますが，食費・家賃は自己負担となります。 

 

２  その他の料金              

（１） 理美容代          実  費 

（２） インフルエンザ予防接種代  実  費 

（３） 行事参加費用や医療費，利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費を 

いただきます。 

（４） おむつ代 １枚当たり （尿取りパッド：１５円，装着パッド：４０円，スーパー：１０円 

座位安心パッド：２５円，パンツＬ：７０円，パンツＭ：６０円，フラット：２０円， 

ナイト：３０円） 

（５） 入院及び外泊における家賃についてはご負担いただきます。ただし，当事業所での生活が困難 

と主治医が判断する場合，また利用者・身元引受人に当事業所利用継続の意思がない場合は， 

この限りではありません。 
 


