
ナーシングホームいちょう ご利用案内・料金について 

 

① 基本料金（月額） 

入居一時金 ０円 （全室個室 19室 15.96㎡） 

家賃 ４０，０００円（非課税）  

共益費 １０，０００円（非課税）  

水道光熱費 ８，６４０円（税込み） 居室の電気代、水道代として使用します。 

使用量にかかわらず、費用は定額となります。 

見守り費 １６，２００円（税込み） 下記、②見守り費内サービスを参照ください。 

食費 ４８，６００円（税込み） 左記の金額は、３０日３食喫食いただいた場合の金額となります。 

１日当たり…１，６２０円（税込み）  

朝…３００円 昼…６００円 夕…６００円 

合計月額 １２３，４４０円 表示金額は総額表示です。 

入居時に最低限必要な費用となります。 

※介護保険の１割（２割）負担金、医療自己負担分は別途実費 

※おむつ代、理美容代、買い物、日用生活品購入等、個人負担費用は実費になります。 

 

② 見守り費内サービス 

上記、基本料金に含まれている見守り費内サービスとして受けることができるサービスは次の通りです。下記に記載

のない内容で、ご希望される場合は、④保険外サービスメニューに基づいて提供します。 

 ◆安否確認 

毎日、2時、5時、10時、15時、20時及び 23時の計 6回居室を訪室し、安否確認を行います。 

 ◆生活相談 

当住宅で生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について、職員が話を伺います。 

 ◆健康管理サービス 

体温測定、血圧、脈拍、顔色、排尿・排便状態、食事量及び水分量にかかる数値等確認及び記録を行います。

発熱時はクーリングを行い、状況に応じかかりつけ医に連絡し、指示のもと対応いたします。緊急時は、救急車

を手配し、病院へ搬送いたします。 

 ◆緊急時対応 

ナースコールを押していただければ、職員が居室へ駆けつけます。緊急時は、救急車の手配、主治医や医療

機関への連絡、家族への連絡などの対応を行います。火事、地震等天災発生時に避難の必要があると判断し

た場合、安全に避難誘導いたします。 

   ◆その他 

郵便物・宅配便の取り次ぎ（居室までお届けします） 

 

 

 

 

 

 



③  介護保険料 

介護保険負担金（月額） １割負担 ２割負担 

要支援１ ５，５２９円 １１，０５８円 

要支援２ １１，５７３円 ２３，１４６円 

要介護１ １８，４４５円 ３６，８９０円 

要介護２ ２１，６７６円 ４３，３５２円 

要介護３ ２９，７５９円 ５９，５１８円 

要介護４ ３４，０４１円 ６８，０８２円 

要介護５ ３９，８５２円 ７９，７０４円 

※上記の金額は、介護保険単位全部使用した場合（消費税は非課税です） 

※上記料金に別途、処遇改善加算がかかります。 

※介護保険サービスのご利用については、ケアプラン作成時にケアマネージャーと相談の上、決めて頂きます。介護

サービスの利用単位に合わせて費用をご負担いただきます。 

※介護保険でできないサービスは、保険外サービスをご利用いただきます。 

 

④ 保険外サービス 

●身体支援サービス 

料金 

サービス提供 

１５分 ３０分 ４５分 ６０分 

５００円 １，０００円 １，５００円 ２，０００円 

↓身体支援サービスの内容とおおよそかかる時間 

項目 介護保険 おおよその目安時間 備考 

モーニングケア（更衣、

整容、口腔ケア、移乗） 

○ 全て行って 

３０分程度 

 

ナイトケア（更衣、口腔

ケア、移乗） 

○ 全て行って 

２０分程度 

 

髭剃り  １５分程度  

衣服の着脱 ○ １０分程度  

身体の清拭 ○ ３０分程度 清拭準備～片づけまでの料金となります。 

入浴介助 ○ ３０分程度 入浴準備～片づけまでの料金となります。ボデ

ィソープ、シャンプーは入居者に用意していた

だきます。 

食事介助 ○ ３０分程度 食事介助を行う場合は、下記「その他」配下膳

の料金はいただきません。 

おむつ交換 ○ １５分程度 シーツ汚染で作業が発生する場合は、別途 500

円/15分の作業料金を頂戴いたします。 

トイレ介助 ○ ５分～２０分程度 トイレ誘導及び介助の料金となります。汚染衣

料の交換等で作業が発生する場合は、別途 500

円/15分作業料金を頂戴いたします。 

 

 



●生活支援サービス 

料金 

サービス提供 

１５分 ３０分 ４５分 ６０分 

５００円 １，０００円 １，５００円 ２，０００円 

↓生活支援サービスの内容とおおよそかかる時間 

項目 介護保険 おおよその目安時間 備考 

買い物付き添い ○ 要する時間  

買い物代行 ○ 要する時間  

居室の掃除 ○ ３０分程度 介護保険を適用しない（できない）場合、掃除

を自費にて行います。 

トイレ掃除 ○ １５分程度 介護保険を適用しない（できない）場合、掃除

を自費にて行います。 

衣服の収納 ○ ３０分程度 衣類をたたみ、収納するまでの料金となります。 

衣服の入替 ○ ３０分程度  

ベッドメイク ○ １５分程度  

送迎（提携病院以外の受

診） 

 要する時間  

 

●その他 

項目 介 護 保

険 

金額 計算区分 備考 

医療行為 × ※応相談 医療行為の内容によって金額が異なりますのでご

相談ください。また、状況によって医療保険の訪

問介護を併用する場合がございます。 

薬の預かり × ０円  お預かりするのみで、薬の分包を含みません。 

薬の分包 △ ３，０００円 ／月 居宅療養管理指導を薬局と契約していただくこと

で、自費の料金はいただきません。居宅療養管理

指導を取れない場合は、当社の看護師が分包をし、

管理をしますので所定の料金をいただきます。 

服薬介助（塗布、

点眼含む） 

× ５０円 ／回  

３，６００円 ／月 

洗濯 ○ １，０００円 ／回 洗濯、乾燥（干し）、取込までの料金となります。

洗剤・柔軟剤は料金に含まれています（介護保険

サービス利用時は、洗剤・柔軟剤はご用意いただ

きます）。 

布団干し ○ ５００円 ／回 布団干し、取込、ベッドメイクまでの料金となり

ます。シーツ類の洗濯については、別途選択の費

用をいただきます。 

食堂までの誘導 × ２００円 ／往復 居室から食堂までの誘導になります。 

１４，４００円 ／月 



居室への配下膳 × ５００円 ／回 体調不良で当社が居室へ配下膳する必要があると

判断した場合は、料金は発生しません。また、食

事介助を行う場合は、配下膳の料金は頂きません。 

３６，０００円 ／月 

電話の発信 × １００円 ／回 1回 15分程度を目安にお願いします。 

＊ナーシングホームいちょうの保険外サービスご利用の場合は、事前に申し出が必要となります。 

＊上記事項以外のサービスご希望の場合は、遠慮なくお問い合わせください。ご希望内容によっては、サービス

実施できない場合もございます。予めご了承お願い致します。 

＊その他サービスのご利用については、担当ケアマネージャーへのご相談、ご連絡をお願い致します。 

 

 

🌼電化製品等をお貸しすることもできます。 

テレビ＋テレビ台 １，０００円／月 

冷蔵庫       ／月 

加湿器       ／月 

  

 

  



 

月額費用負担内容 

 基本料金 介護負担金 一か月合計 

要支援１ 

１２３，４４０円 

１割：  ５，５２９円  

２割： １１，０５８円  

要支援２ 
１割： １１，５７３円  

２割： ２３，１４６円  

要介護１ 
１割： １８，４４５円  

２割： ３６，８９０円  

要介護２ 
１割： ２１，６７６円  

２割： ４３，３５２円  

要介護３ 
１割： ２９，７５９円  

２割： ５９，５１８円  

要介護４ 
１割： ３４，０４１円  

２割： ６８，０８２円  

要介護５ 
１割： ３９，８５２円  

２割： ７９，７０４円  

 


