
特別養護老人ホーム鈴が峰 利用料金表 

                               ２０２２年４月１日現在 

１ 基本料金《１割負担の方》                           

 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

要介護１ ２２，９８０円 ７６６円 

要介護２ ２５，３２０円 ８４４円 

要介護３ ２７，８１０円 ９２７円 

要介護４ ３０，１５０円 １，００５円 

要介護５ ３２，５２０円 １，０８４円 

共通 

居住費 

(多床室の場合) 

標    準 ２５，５００円 

第３段階  １１，１００円 

第２段階  １１，１００円 

第１段階       ０円 

標    準   ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

居住費 

(個室の場合) 

標    準 ４８，０００円 

第３段階  ２４，６００円 

第２段階  １２，６００円 

第１段階   ９，６００円 

標    準 １，６００円 

第３段階      ８２０円 

第２段階      ４２０円 

第１段階      ３２０円 

食費 

標    準   ４３，２００円 

第３段階（２）４０，８００円 

第３段階（１）１９，５００円 

第２段階  １１，７００円 

第１段階   ９，０００円 

標    準    １，４４０円 

第３段階（２）１，３６０円 

第３段階（１）    ６５０円 

第２段階          ３９０円 

第１段階          ３００円 

外泊・入院時（６日を上限に上記料金にかえて） ２７８円 

初期加算 

（新規入所後３０日に限って上記料金に加算） 
３４円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．栄養マネジメント強化加算・看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) 

常勤専従医師配置加算・精神科医師定期的療養指導加算・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ・

夜勤職員配置加算・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加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。 

 



特別養護老人ホーム鈴が峰 利用料金表 

                               ２０２２年４月１日現在 

１ 基本料金《２割負担の方》                           

 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

要介護１ ４５，９６０円 １，５３２円 

要介護２ ５０，６４０円 １，６８８円 

要介護３ ５５，６２０円 １，８５４円 

要介護４ ６０，３００円 ２，０１０円 

要介護５ ６５，０４０円 ２，１６８円 

共通 

居住費 

(多床室の場合) 

標    準 ２５，５００円 

第３段階  １１，１００円 

第２段階  １１，１００円 

第１段階       ０円 

標    準   ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

居住費 

(個室の場合) 

標    準 ４８，０００円 

第３段階  ２４，６００円 

第２段階  １２，６００円 

第１段階   ９，６００円 

標    準 １，６００円 

第３段階      ８２０円 

第２段階      ４２０円 

第１段階      ３２０円 

食費 

標    準   ４３，２００円 

第３段階（２）４０，８００円 

第３段階（１）１９，５００円 

第２段階      １１，７００円 

第１段階       ９，０００円 

標    準    １，４４０円 

第３段階（２）１，３６０円 

第３段階（１）    ６５０円 

第２段階          ３９０円 

第１段階          ３００円 

外泊・入院時（６日を上限に上記料金にかえて） ５５６円 

初期加算 

（新規入所後３０日に限って上記料金に加算） 
 ６８円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．栄養マネジメント強化加算・看護体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) 

常勤専従医師配置加算・精神科医師定期的療養指導加算・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ・

夜勤職員配置加算・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加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。 

 



特別養護老人ホーム鈴が峰 利用料金表 

                               ２０２２年４月１日現在 

１ 基本料金《３割負担の方》                           

 １ヶ月の料金（３０日分） １日の料金 

要介護１ ６９，９３０円 ２，２９８円 

要介護２ ７７，０４０円 ２，５３２円 

要介護３ ８４，４２０円 ２，７８１円 

要介護４ ９１，８００円 ３，０１５円 

要介護５ ９８，５５０円 ３，２５２円 

共通 

居住費 

(多床室の場合) 

標    準 ２５，５００円 

第３段階  １１，１００円 

第２段階  １１，１００円 

第１段階       ０円 

標    準   ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

居住費 

(個室の場合) 

標    準 ４８，０００円 

第３段階  ２４，６００円 

第２段階  １２，６００円 

第１段階   ９，６００円 

標    準 １，６００円 

第３段階      ８２０円 

第２段階      ４２０円 

第１段階      ３２０円 

食費 

標    準   ４３，２００円 

第３段階（２）４０，８００円 

第３段階（１）１９，５００円 

第２段階    １１，７００円 

第１段階     ９，０００円 

標    準    １，４４０円 

第３段階（２）１，３６０円 

第３段階（１）   ６５０円 

第２段階          ３９０円 

第１段階          ３００円 

外泊・入院時（６日を上限に上記料金にかえて） ８３４円 

初期加算 

（新規入所後３０日に限って上記料金に加算） 
１０２円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．栄養マネジメント強化加算・看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) 

常勤専従医師配置加算・精神科医師定期的療養指導加算・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ・

夜勤職員配置加算・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加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。 



2021年10月1日～

単位（円）

要介護度 介護サービス 食材料費 居住費
１カ月の利用料

居住費一日
2,500円

１カ月の利用料
居住費一日

2,800円

要支援２ 28,523 ① 一日2,500円 137,023 146,323

要介護１ 30,113 77,500 138,613 147,913

要介護２ 31,408 139,908 149,208

要介護３ 32,296 140,796 150,096

要介護４ 32,888 ② 一日2,800円 141,388 150,688

要介護５ 33,517 86,800 142,017 151,317

単位（円）

要介護度 介護サービス 食材料費 居住費
１カ月の利用料

居住費一日
2,500円

１カ月の利用料
居住費一日

2,800円

要支援２ 57,046 ① 一日2,500円 165,546 174,846

要介護１ 60,226 77,500 168,726 178,026

要介護２ 62,816 171,316 180,616

要介護３ 64,592 173,092 182,392

要介護４ 65,776 ② 一日2,800円 174,276 183,576

要介護５ 67,034 86,800 175,534 184,834

単位（円）

要介護度 介護サービス 食材料費 居住費
１カ月の利用料

居住費一日
2,500円

１カ月の利用料
居住費一日

2,800円

要支援２ 85,569 ① 一日2,500円 194,069 203,369

要介護１ 90,339 77,500 198,839 208,139

要介護２ 94,224 202,724 212,024

要介護３ 96,888 205,388 214,688

要介護４ 98,664 ② 一日2,800円 207,164 216,464

要介護５ 100,551 86,800 209,051 218,351

〈その他〉

　　医療連携体制加算〈要支援2は除く〉、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰが含まれています。

※ 入居日より30日間は初期加算をいただいております。

※ 入院時に退院後の受入れ体制を確保している場合、ひと月6日を限度に入院期間中の体制加算をいただいております。

※ 入院時及び外泊時における居住費(家賃)についてはご負担いただきます。

※ 被爆者健康手帳をお持ちの方は、介護サービス費のみ免除されます（令和3年4月より適用）。

※ 1カ月の利用料について、31日分で計算しております。

　　【3割負担の方】

利
用
料
金 31,000

上記利用料金は概算となります

〈加算〉

※ 上記の介護サービス費の中に、サービス提供体制強化加算Ⅰ、栄養管理体制加算

グループホーム鈴が峰　料金表

　　【1割負担の方】

利
用
料
金 31,000

　　【2割負担の方】

利
用
料
金 31,000





ケアハウス鈴が峰ご利用のご案内 

１ ご利用していただける方 

(1) おおむね６０歳以上の方で，自宅での自炊が困難な方や独立して生活することに不安がある方です。 

（夫婦で入居される場合は，一方が６０歳以上であれば入居できます。） 

(2) 広島市視覚障害者福祉協会から推薦を受けた協会員の方に，優先的に入居していただきます。 

   

２ 施設の規模 

(1) 建       物 鉄筋コンクリート３階建てのうち１階部分 

(2) 床 延 面 積 ３，８００㎡のうち６４０㎡ 

(3) 居      室 個室１５室（流し台・洗面台・水洗トイレ・冷暖房設備・ナースコールがついています。） 

(4) 特別な装置   目の不自由な方のために，音声誘導装置や点字版を設置します。 

 

３ ご利用料金 

(1) 基本利用料は管理費，生活費，事務費を合算した額です。 

(2) 自分の部屋の費用（電気代，水道代，電話代など）は，全額個人負担となります。 

 

             ケアハウス鈴が峰の利用料       令和 3 年 7 月～ 

区 分 利  用  料 備   考 

管理費 

 一括方式 併用方式 分割方式 
・一人当たりの金額となります。 

・240 ヶ月（20年）分が基本です。 

 

一時金 200 万円 100 万円  ０円 

月 額  ０円 4,900 円 9,100 円 

生活費 月額 

４６，４３０円 

〔なお，冬の間（１１月～３月）は， 

２，１６０円追加負担があります。〕 

・各自全額自己負担となります。 

・内訳は，食費・共用光熱費・備品 

費などです。 

事務費 月額 １０，０００円 ～ ９４，４００円 
・年間収入に応じて，自己負担額が

異なります。 

その他 各自室における費用（電気代・水道代・電話代等）は，全額個人負担となります。 

月額合計 
４月～１０月は，最低５６，４３０円から，最高１４０，８３０円となります。  

１１月～３月は，最低５８，５９０円から，最高１４２，９９０円となります。 

                       

４ ご利用についてのお問い合わせ 

  ご利用につきましては，広島市視覚障害者福祉協会，またはケアハウス鈴が峰にご相談ください。 

  広島市視覚障害者福祉協会 〒730-0052 広島市東区光町2-1-5 広島市心身障害者福祉センター内4階 

                ＴＥＬ：（082）264－4966  

  ケアハウス鈴が峰      〒731-5122 広島市佐伯区五日市町皆賀 104 番地 27 

  （担当：山﨑）        ＴＥＬ：（082）943―8888  ＦＡＸ：（082）943―7788 

（令和３年７月作成） 


