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ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 

特別養護老人ホームきりん館 重要事項説明書 

                                

当施設は介護保険の指定を受けています 

中泊町指定   第０２９２４０００７４号 

 

 当施設は、ご契約者に対してユニット型指定地域密着型介護福祉サービスを提供します。施設の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次のとおり説明します。 

※ 当施設の利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護

認定を受けていない方でも利用は可能です。 

 

1 事業者 

（1） 事業者の名称    社会福祉法人 内潟療護園 

（2） 事業者の所在地   青森県北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木 120番地 2 

（3） 代表者氏名     理事長 野上一幸 

（4） 電話番号      0173-57-3100 

（5） 設立年月日     昭和 55年 5月 22日（認可） 

 

2 ご利用施設 

（1） 事業者の名称・種類 特別養護老人ホーム きりん館 

          地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 

（2） 施設の所在地    青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮 1933番地 

（3） 施設長（管理者）  三上 信行 

（4） 電話番号      0173-58-3181 

（5） FAX番号      0173-69-3315 

（6） 開設年月日     平成 29年 4月 1日 

（7） 入所定員      29名（3ユニット） 

 

3 ご利用施設の併設事業所 

（1） 事業所の種類    指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護 定員 6名 

（2） 電話番号及び FAX番号 特別養護老人ホームきりん館と同様 

 

4 事業の目的と運営方針 

（1） 事業の目的 

利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画（以下「施設サービス計

画」）に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後

の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が互いに社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことができるようにすることを目指します。 

 

（2） 運営方針 

法人理念である「一人ひとりが人として豊かに」を第一に、利用者、家族、地域住民、職員等が風
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通しのいい関係で、笑顔で過ごせる地域社会づくりを目指す。 

① 地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り在宅における生活への復帰を念頭に、入浴、排

泄、食事等の介護、相談及び助言、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の支援、機能訓練、

健康管理及び療養上の介護を行うことにより、利用者がその能力に応じた自立した日常生活を営む

ことができるように努めます。 

② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って施設サービスの提供に努めます。 

③ 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村等、居宅介

護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療サービス、福祉サービス

を提供する事業者との密接な連携に努めます。 

 

5 サービスに係る設備等 

（1） 居室等の概要 

ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により、お部屋を決めさせていただいたおりますので、ご

希望に添えない場合もあります。また、ご利用開始後の状況により、ご家族やご契約者の了解をいた

だき、お部屋を変更する場合もありますことをご了承下さい。 

居室・設備の種類 室 数 備 考 

個室（1人部屋） 

ユニット 1 9室 広さ:14.38～22.0㎡ 

ユニット 2 10室 広さ:14.38～16.50㎡ 

ユニット 3 10室 広さ:16.50㎡ 

短期入所ユニット 6室 広さ:14.96～19.42㎡ 

（2） 居室以外の施設設備の概要 

設備の種類 室 数 備 考 

共同生活室 4室 ユニットごとに設置（短期入所も含む） 

洗面設備及びトイレ 3室 ユニットごとに設置 

浴室 
一般浴室 3室 ユニットごとに個浴槽を設置 

機械浴室 2室 ユニット 2、3に座位浴槽、寝位浴槽を設置 

介護職員室兼面談室 1室  

医務室 1室  

調理室 1室  

洗濯室 3室 ユニットごとに設置 

汚物処理室 4室 ユニットごとに設置及び他に 1カ所設置 

介護材料室 3室 ユニットごとに設置 

機能訓練室兼 

地域交流スペース 
1室 

機能回復訓練に必要な設備を設置 

家族、地域住民、ボランティア等の交流場として活用 

エレベーター 1カ所 ユニット 3 

※ 上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備

です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別ご負担いただく費用はありません。 
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6 職員の配置状況 

  当館ではご契約者に対して、指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職  

員を配置しています。 

 《主な職員の配置状況》※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 常勤換算 常 勤 非常勤 基 準 

施設長（管理者） 1.0名 1名  1名 

医師 0.1名  1名  

生活相談員 1.0名 1名  1名（兼務） 

介護支援専門員 1.0名 1名  1名（兼務） 

機能訓練指導員 1.0名 1名 1名 1名（兼務） 

看護職員 2.0名 2名 1名 1名以上 

介護職員 17.3名 18名  12名 

栄養士 1.0名 1名  1名 

調理員 4名 4名   

事務員 1.0名 1名   

※ 常勤換算とは：従業者それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤従業者の

所定勤務時間数（週 40時間）で除した数です。 

たとえば・・1 日 4 時間、週 5 日勤務の従業者（1 週間で 20 時間勤務）が 5 名いる場合、常勤換算

では、2.5名（4時間×5日×5名÷40時間＝2.5名）となります。 

 

《その他、専門的な支援等に係る従業者の配置状況》 

職 種 内 容 

直接サービス提供に関わる職員（介護

職員、看護職員、機能訓練指導員等） 

当館では、「介護職員」として常勤で配置している職員のうち 13人

が、看護師、介護支援専門員、介護福祉士のいずれかの資格を有し、

専門的なサービス提供に努めております。 

 

《主な職種の勤務体制（標準的な時間帯における最低配置人員）》 

職 種 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

日中（8:30～17:30） 夜間（17:30～8:30） 

生活相談員 

介護職員 

機能訓練指導員 

早番 A 1名 6:30～15:30 

早番 2 3名 7:30～16:30 

早番 3 1名 9:00～18：00 

夜勤 2名 16:00～9:00 

管理当直 1名 18:00～7:00 

日勤     8:30～17:30 

1・①  1名 8:30～17:30 

日勤 2 1名 9:00～18:00 

遅番  1名 10:00～19:00 

遅番 B 1名 12:00～20:00 

パート ②・早２ 7:30～14:30 

    早３ 8:00～15:00 

看護職員 ①   1名 8：30～16：30 

早番 A 1名 7：30～18:00 

（主に土、日曜日） 

早番１ 1名 7:30～13:30 
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日勤  1名 8:30～17:30 

A番  1名 8:30～18:00 

医 師 内科  第 1・第 3木曜日 

整形外科 月 1回（水曜日） 

歯科医 必要時 

 

 

7 サービスの概要 

（1） 介護保険給付サービス 

サービスの種類 内 容 

食 事 ・当館では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況

及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを

原則としています。 

（食事時間）（概ね） 

朝食 7:30～8:30 昼食 12:00～13:00 夕食 17：30～19:00 

11月～3月までの冬期間は、夕食 17：00～18：00に変更   

排 泄 ・排泄の自立を促すため、利用者様の身体能力を最大限活用した援助を行い

ます。 

入 浴 ・入浴又は清拭を週 2回行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

離床、着替え、整容等 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は、週 1回実施します。 

機能訓練 ・機能訓練指導員により、利用者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

健康管理 ・嘱託医師により、診察日を設けて健康管理に努めます。 

・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもっ

て引継ぎます。 

・利用者様が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできる

だけ配慮します。 

（当館の嘱託医師） 

氏 名：井沼 洋 

診療科：内科 

診療日：毎月第 1・3木曜日 13:30～14:30 

相談及び援助 ・当館は、利用者及びそのご家族からのいかなる相談についても誠意をもっ

て応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口）相談員 澁谷多佳子、佐藤貴子 

社会生活上の便宜の提供 ・当館では、必要な教養娯楽整備を整えるとともに、施設での生活を実りあ

るものとするため、適宜レクリエーション・行事を企画します。 

・主なレクリエーション、行事 
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 節分・ひな祭り会・花見会・納涼祭・敬老会・クリスマス会等 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、利用者様及びご家族の状況に

よっては、代わりに行います。 

 

（2） 介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内 容 

理 容 ・理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

日常生活品の購入代行 ・利用者様及びご家族が自ら購入が困難である場合は、施設の購入代行サービス

をご利用いただけます。ご利用いただく場合は、やむを得ない場合を除き、3日

前までに購入代金を添えてお申し込みください。（申込先：各ユニットリーダー

及び担当職員） 

金銭管理 ・ご利用者の希望により、金銭管理サービスをご利用いただけます。ご利用いた

だく際は、別途委託契約の締結及び管理料 1,000円の費用が必要です。 

・管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

・お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書 

・保管管理者：施設長 

・出納方法：預かり金取扱規程に定める手続きによります。 

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、入金出金用紙を保管管理者へ提出

していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行いま

す。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを利用者様へ交付

します。 

 

（3） 虐待防止のための措置 

利用者の人権の擁護、虐待防止等の為、責任者を設置する等必要な体制の整備行うとともに、従業 

者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。 

 

（4） 身体的拘束及び行動制限 

事業者及び職員は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。 

  2 緊急やむを得ず身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、利用者本人又は他の利

用者の生命及び身体を保護するために、施設の定める「身体拘束等適正化に関する指針」に従い、緊急

やむを得ず必要最低限の身体拘束を行うことがある。その場合は本人、家族、身体拘束等適正化委員会

で十分検討した後、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書（身体的拘束同意書）」に内容を記載の

上同意を得ることとし、その後経過観察記録をつけ随時再検討し改善に努める。 

 

8 利用料金について 

別紙の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金

額（自己負担額）をお支払いください。またサービスの利用料金は、ご契約者の要介護度、利用者負担段階

に応じて異なります。 
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(1) 基本料金及び加算料金について（別表 1） 

利用料金は、基本的に利用日数による料金と利用月単位の料金、入所した月や看取り介護に入ってか 

ら（期間限定）かかる料金、介護保険の給付対象とならないサービス料金があります。基本サービス費 

と各種加算、介護保険の給付対象とならないサービス料金を合算した金額をお支払い頂きます。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更 

します。  

※ ご契約者が、6日以上短期入院又は外泊をされた場合、１日あたりの利用者負担限度額毎の 

  居住費をお支払いいただきます。 

※ 一定以上の所得がある方については、基本サービス費負担が 2割となります。 

 

(2) 介護保険の給付対象とならないサービスについては、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

（別表２） 

 

(3) 減額・減免制度について（別表１） 

    「介護保険負担限度額」の申請により、条件を満たす方については、食費・居住費の減額が受けら

れます。また介護保険を利用して支払った自己負担額１割（一定の所得がある方は、所得に応じて自

己負担割合が 2割または 3割）の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくる制度で

す。同月に一定の金額を超えた場合に、申請によって支給されます。 

 

(4) 利用料金のお支払い方法 

上記の介護保険サービス、介護保険対象外サービスの料金・費用は、１か月（月末締め）ごとに計算 

しご請求しますので、当月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期 

間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 ◆ 事務での現金払い  月曜日～金曜日 8：30～17：30 

 ◆ その他支払いの方法については、ご相談ください。 

 

9 入居にあたっての留意事項 

面会 来訪者は、面会の都度職員に届け出てください。宿泊されるときは必ず許可を得てく

ださい。 

外出 外出・外泊前に必ず行先と帰着予定日時を届け出てください。 

住居・居室の利用 この共同生活住居内の設備、備品等は本来の用法に従って大切にご利用ください。こ

れに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償していただくことがあります。 

迷惑行為 騒音の発生等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないでください。 

所持品・現金等 原則は個人の保管ですが、希望により施設側で預かります。この場合、本人・家族の

立会いにより預かり書を発行します。 

禁止行為 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

（1）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵

すこと。 

（2）けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 

（3）施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

（4）指定した場所以外で火気を用いること。 

（5）故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 
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10 秘密保持 

利用者のサービス提供に際して、知り得た情報については守秘義務を徹底いたします。ただし、介護支援

専門員・ケア会議等からのサービスに係る情報提供の要請があった場合は、必要最小限の範囲内で情報提供

させていただきます。 

 

11 記録の整備 

(1) 入所者へのサービスの提供に関する計画 

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 苦情の内容等に関する記録 

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

2 利用者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から 2 年間保存させてい

ただきます。 

 

12 事故発生時の対応 

サービス提供中に事故が発生した場合は、ご家族・関係省庁等へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 

13 協力医療機関 

名 称       つがる西北五広域連合 かなぎ病院 

所在地       五所川原市大字金木字菅原 19 

電話番号      0173-53-3111 

診療科       内科・外科・整形外科・眼科・皮膚科・婦人科 

入院設備      有 

救急指定      有 

協力関係の概要   緊急診察、入院の受け入れ 

 

名 称       今歯科医院 

所在地       北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂 48-2 

電話番号      0173-57-2117 

診療科       歯科 

入院設備      無 

救急指定      無 

協力関係の概要   緊急診療、在宅診療 

 

14 非常災害時・不審者への対策、他の福祉施設との連携・支援体制 

消防計画 別に定めます 

消防計画 令和２年４月１日 消防署へ届出 

防災管理者 中村 孝幸 

避難訓練 年 2回、火災、地震を想定した訓練を行います 

防災設備 自動火災報知機 4 

煙感知器    27カ所 

避難誘導等   19カ所 

非常用警報装置（非常放送設備） 

消火器     16カ所 

スプリンクラー設備 
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防災設備 ※非常用警報装置 ユニット 1、2、3共用 

※ガス漏れ遮断機・ガス警報器 厨房に設置 

自然災害対策（地震・台風・水害等） 火災・地震・台風・水害・竜巻・津波等の非常災害等に対

し、利用者の安全を確保するための具体的な計画及びマニ

ュアルを作成します。その計画に基づき、避難及び関係機

関への連絡のための体制を整備し、職員への周知と利用者

の避難方法などの対策を講じます。年間計画に基づき月１

回以上、災害を想定して訓練を実施します。また、職員の

防災意識の向上に努めています。 

不審者対策 不審者が館内に侵入し、ご利用者様に危害をおよぼさない

よう、夜間管理当直者の配置、出入り口のチェック、施錠

及びセンサーライトの活用、防犯器具の設置等を強化し、

施設防犯管理体制を整備する。 

夜間における緊急時の対応、火災等の緊急時の体制確保 

看護業務の対策 

短期入所生活介護の連携支援 

障がい者支援施設「内潟療護園」 

電話 0173-57-3100 

FAX  0173-57-3102 

利用者同士の交流促進 「内潟療護園デイサービスセンター」 

電話 0173-58-3182 

FAX 0173-69-3315 

 

15 苦情申立 

当事業所相談室 相談受付窓口 生活相談員 澁谷多佳子 

解決責任者  施設長   三上 信行 

対応時間 8：30～17：00 

利用方法 電話 0173-58-3181 

     FAX 0173-69-3315 

内潟療護園オンブズマン委員会 施設における苦情やご相談は以下のオンブズマン協力員が訪問や電話等

で受け付けます。 

委員長 沼田 徹 住所 〒030-0861 青森市長島 2丁目 19-11 

電話 017-777-7700  FAX 017-777-9011 

委員 佐藤昭浩 住所 〒037-0025 五所川原市大字七ツ館字虫流 53-61 

電話 090-8011-8749 

委員 三上 つま 住所 〒037-0301 中泊町今泉字布引 7-1 

電話 0173-58-3257 

委員 葛西 マツ子 住所 〒037-0015 五所川原市大字姥萢字船橋 45-77 

 

※その他、苦情・相談は、施設長・職員も随時申し受けます。 

 

◆行政機関その他苦情受付期間 

青森県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地 青森市中央 3丁目 20-30 

電話 017-731-3039  FAX 017-731-3093 
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私は、書面に基づいて職員（ 職名      氏名             ）から 

  

上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

        利 用 者     氏 名                       ㊞ 

 

                  住 所                           

 

                                                

 

         

利用者の家族等  氏 名                       ㊞ 

 

                  続 柄                         

 

 

住 所                          

 

                             

 

連絡先（電話）①                       

 

連絡先（電話）②                      
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料金表１ 

令和４年 10月 1日 

介護保険給付対象サービス料金（食費、居住費を含む基本部分） 

１) 一定以上の所得がある方については、基本サービス費負担が１割、2割、３割となります。 

２) 当館では、手厚い介護を行うための職員配置をしており、基本サービス費のほかに加算に対する負担が別

途発生いたします。 

３) １ヵ月（31日）の利用料金の目安について、 

（例）要介護度３、利用者負担２段階、加算あり、1割負担、社会福祉法人等利用者負担軽減制 

度利用無しの方の場合  

※外泊・入院した場合は、月 6日を限度に外泊時費用が加算されます。 

基本サービス費 1日 803円×31日 24,893円 

各種加算 ★日常生活継続支援加算（Ⅱ）46円×31日 1,426円 

★看護体制加算（Ⅰ）    12円×31日 372円 

★看護体制加算（Ⅱ）    23円×31日 713円 

★夜勤職員配置加算（Ⅱ）  46円×31日 1,426円 

★認知症専門ケア加算（Ⅰ）  3円×31日 93円 

★個別機能訓練加算     12円×31日     372円 

★療養食加算（対象者）   18円×31日 558円 

★褥瘡マネジメント加算     10円×31日 10円 

★介護職員処遇改善加算（1ヵ月） 2,480円 

★特定介護職員処遇改善加算（1ヵ月） 810円 

★介護職員等ベースアップ等支援加算(１ヵ月) 480円 

食 費 1日 390円×31日 12,090円 

居住費 1日 820円×31日 25,420円 

1ヵ月（31日）利用料金合計 ※契約内容により異なります。 71,143円 

その他、保険対象外サービス費用（家電利用料金、理美容、予防接種料金等）は自費負担となります。 

 

■ 1日の利用料金（社会福祉法人等利用者負担軽減制度利用無しの場合） 

 内容 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1 基本サービス費 6,610円 7,300円 8,030円 8,740円 9,420円 

2 
介護保険から給付される

金額（9割） 
5,949円 6,570円 7,227円 7,866円 8,478円 

3 

★基本サービス利用に係

る自己負担額 
１割 661円 

２割 1,322円 

3割 1,983円 

1割 730円 

2割 1,460円 

3割 2,190円 

1割 803円 

2割 1,606円 

3割 2,709円 

1割 874円 

2割 1,748円 

3割 2,622円 

1割 942円 

2割 1,884円 

3割 2,826円 

 

■ 1日の利用料金（社会福祉法人等利用者負担軽減制度利用無しの場合） 

4 

★食事に係わる自己負担額 

※軽減制度があります 

1段階 300円 

2段階 390円 

3段階① 650円 

3段階② 1,360円 

※軽減制度に該当しません 上記以外の方 1,445円 

5 

★居住に係わる自己負担額 

※軽減制度があります 

1段階 820円 

2段階 820円 

3段階①② 1,310円 

※軽減制度に該当しません 上記以外の方 2,006円 
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■ 各種加算一覧   

加算内容  単位 利用料 
介護保険 

給付額 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

通常の加算 

★日常生活継続支援加算（Ⅱ） １日 460円 414円 46円 92円 138円 

★看護体制加算（Ⅰ） 1日 120円 108円 12円 24円 36円 

★看護体制加算（Ⅱ） 1日 230円 207円 23円 46円 69円 

★夜勤職員配置加算（Ⅱ） 1日 460円 414円 46円 92円 138円 

入 所 

再入所時 
★初期加算（30日限度） 1日 300円 270円 30円 60円 90円 

対象者のみ

の加算 

★認知症専門ケア加算（Ⅰ） 1日 30円 27円 3円 6円 9円 

★個別機能訓練加算       1日 120円 108円 12円 24円 36円 

★褥瘡マネジメント加算 1月 100円 90円 10円 20円 30円 

外泊・入院時 入院又は外泊の加算（6日まで） 1日 2,460円 2,214円 246円 492円 738円 

看取り介護

（Ⅰ） 

希望時 

看取り介護体制加算(45日前から 31日前） 1日 720円 648円 72円 144円 216円 

看取り介護体制加算（30日前から 4日前） 1日 1,440円 1,296円 144円 288円 432円 

看取り介護体制加算（前々日、前日） 1日 6,800円 6,120円 680円 1,360円 2,340円 

看取り介護体制加算（死亡日） 1日 12,800円 11,520円 1,280円 2,560円 4,740円 

特別な食事 療養食加算（医師からの指示） 1日 180円 162円 18円 36円 54円 

入所、再入所時 初期加算（30日限度） 1日 300円 270円 30円 60円 90円 

毎月 1回 

★介護職員処遇改善加算 1カ月 1カ月の総単位数に 8.3%を乗じた額 

★特定介護職員処遇改善加算 1カ月 1カ月の総単位数に 2.7%を乗じた額 

★ベースアップ等支援加算 1カ月 1カ月の総単位数に 1.6%を乗じた額 

 

４) 介護保険の負担限度額認定制度と社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは 

介護保険の負担限度額認定制度とは、ある要件を満たせば、介護保険施設（特別養護老人ホーム、以下「特養」）、

介護老人保健施設、介護療養型病床）を利用する際に支払う居住費と食費を、軽減できる制度です。介護保険施設であ

ればショートステイ利用でも負担軽減できます。軽減が受けられる要件は、所得と預貯金等によります。所得が低くて、

持っている預貯金等も少ない方が対象となります。 

■ 利用者負担段階と負担限度額（ユニット型個室）（令和 3年 8月～） 

利用者負担段階 

負担限度額 

居住費 

滞在費 
食 費 

第 1段階 
世帯全員が市町村

民税非課税の方 

生活保護を受けている方 

老齢福祉年金受給者の方 
820円 300円 

第 2段階 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･

障害者年金]収入額の合計額が年額 80万円以

下の方。※ 寡婦年金、かん夫年金、母子年

金、準母子年金、遺児年金を含みます。以下

同じ。 

820円 390円 

第 3段階 

① 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･

障害者年金]収入額の合計額が年額 80万円を

超え、120 万円以下の方 

1,310円 650円 

第 3段階 

➁ 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･

障害者年金]収入額の合計額が年額 120 万円

を超える方。 

1,310円 1,360円 

第 4段階 上記以外の方 2,006円 1,445円 
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■社会福祉法人等利用者負担軽減制度 

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉 

法人等がその社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進 

を図ることを目的とするものである。 

 

５) 高額介護サービス費とは 

   1ヵ月に支払った利用者負担（1割又は 2割、3割）の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分 

が払い戻される制度です。同月に一定の金額を超えた場合に、申請によって支給されます。 

   令和 3年 8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、 

負担限度額の見直しがされました。 

 

■高額介護サービス費の基準 

対象となる方 負担の上限額（月額） 

生活保護を受給している方等 15,000円（世帯） 

世帯の全員が市町村民税非課税  

 前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が 80 万円

以下の方等 
15,000円（個人） 

24,600円（世帯） 

 前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が 80 万円

を超える方等 24,600円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 380万円（年収約 770万円）未満の方等 

44,400円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 380万円以上（年収約 770万円）～課税

所得 690万円（年収約 1,160万円）未満 93,000円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 690万円以上（年収約 1,160万円）以上 

140,100円（世帯） 

※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用している方全員の負担合計の上限 

額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指す。 

※2 介護サービスの利用者と同一世帯に年収約770万円以上の65歳以上の方（サービスを利用してい 

ない方を含む）がいる場合、毎月の負担上限額が上記のとおりとなります。 
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料金表２ 

 

■ 介護保険対象外サービス 

介護保険の給付対象とならないサービスについては、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

項  目 自己負担額 

利用者の希望による特別な食事の提供に要する費用 実 費 

理美容に要する費用 実 費 

施設サービスの提供にあたり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、

利用者負担させることが適当と認められるもの。 

①利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用 

②利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽に要する費用 

実 費 

インフルエンザ等の予防接種に関わる費用（毎年流行前に本人・家族の承諾のもと） 実 費 

預り金の出納管理にかかる費用 実 費 

クリーニング店に取り次ぐ場合の私物の洗濯代金等 物品代金等 

診断書、意見書などの文書類にかかる費用 実 費 

サービス提供についての記録等の複写物を希望される場合  1枚 10円 

○電気料金としてテレビ、冷蔵庫等の家電を持ち込んだ場合 、 

○エアコン、電気毛布等電力の消費が高い家電を持ち込んだ場合  

月額５００円

月額 1,000円 

当該利用者の処遇に関する安全・安楽に伴う費用 実 費 

入院・外出に関わる物品（入院や外出などに使用するおむつ、ティッシュなど） 実 費 

外出・行事等で利用者ご本人が希望した飲食物、娯楽用品の購入 実 費 

その他社会生活する上で、一般的に本人が負担すべき費用と判断されるもの 実 費 

 


