
社会福祉法人とりかい　特別養護老人ホーム　飛鳥　利用料金一覧表

介護度 負担限度額 居室区分 負担割合 基本料金 加算計（※①) 居住費 食費 1日料金 1月料金（30日）

個　室 ¥320 ¥1,326 ¥39,780
多床室 ¥0 ¥1,006 ¥30,180
個　室 ¥420 ¥1,516 ¥45,480
多床室 ¥370 ¥1,466 ¥43,980
個　室 ¥820 ¥2,176 ¥65,280
多床室 ¥370 ¥1,726 ¥51,780
個　室 ¥820 ¥2,886 ¥86,580
多床室 ¥370 ¥2,436 ¥73,080

1割負担 ¥599 ¥107 ¥3,460 ¥103,800
2割負担 ¥1,198 ¥210 ¥4,162 ¥124,860
3割負担 ¥1,797 ¥315 ¥4,866 ¥145,980
1割負担 ¥599 ¥107 ¥3,183 ¥95,490
2割負担 ¥1,198 ¥210 ¥3,885 ¥116,550
3割負担 ¥1,797 ¥315 ¥4,589 ¥137,670

個　室 ¥320 ¥1,397 ¥41,910
多床室 ¥0 ¥1,077 ¥32,310
個　室 ¥420 ¥1,587 ¥47,610
多床室 ¥370 ¥1,537 ¥46,110
個　室 ¥820 ¥2,247 ¥67,410
多床室 ¥370 ¥1,797 ¥53,910
個　室 ¥820 ¥2,957 ¥88,710
多床室 ¥370 ¥2,507 ¥75,210

1割負担 ¥670 ¥107 ¥3,531 ¥105,930
2割負担 ¥1,340 ¥210 ¥4,304 ¥129,120
3割負担 ¥2,010 ¥315 ¥5,079 ¥152,370
1割負担 ¥670 ¥107 ¥3,254 ¥97,620
2割負担 ¥1,340 ¥210 ¥4,027 ¥120,810
3割負担 ¥2,010 ¥315 ¥4,802 ¥144,060

個　室 ¥320 ¥1,471 ¥44,130
多床室 ¥0 ¥1,151 ¥34,530
個　室 ¥420 ¥1,661 ¥49,830
多床室 ¥370 ¥1,611 ¥48,330
個　室 ¥820 ¥2,321 ¥69,630
多床室 ¥370 ¥1,871 ¥56,130
個　室 ¥820 ¥3,031 ¥90,930
多床室 ¥370 ¥2,581 ¥77,430

1割負担 ¥744 ¥107 ¥3,605 ¥108,150
2割負担 ¥1,488 ¥210 ¥4,452 ¥133,560
3割負担 ¥2,232 ¥315 ¥5,301 ¥159,030
1割負担 ¥744 ¥107 ¥3,328 ¥99,840
2割負担 ¥1,488 ¥210 ¥4,175 ¥125,250
3割負担 ¥2,232 ¥315 ¥5,024 ¥150,720

個　室 ¥320 ¥1,543 ¥46,290
多床室 ¥0 ¥1,223 ¥36,690
個　室 ¥420 ¥1,733 ¥51,990
多床室 ¥370 ¥1,683 ¥50,490
個　室 ¥820 ¥2,393 ¥71,790
多床室 ¥370 ¥1,943 ¥58,290
個　室 ¥820 ¥3,103 ¥93,090
多床室 ¥370 ¥2,653 ¥79,590

1割負担 ¥816 ¥107 ¥3,677 ¥110,310
2割負担 ¥1,631 ¥210 ¥4,595 ¥137,850
3割負担 ¥2,446 ¥315 ¥5,515 ¥165,450
1割負担 ¥816 ¥107 ¥3,400 ¥102,000
2割負担 ¥1,631 ¥210 ¥4,318 ¥129,540
3割負担 ¥2,446 ¥315 ¥5,238 ¥157,140

個　室 ¥320 ¥1,613 ¥48,390
多床室 ¥0 ¥1,293 ¥38,790
個　室 ¥420 ¥1,803 ¥54,090
多床室 ¥370 ¥1,753 ¥52,590
個　室 ¥820 ¥2,463 ¥73,890
多床室 ¥370 ¥2,013 ¥60,390
個　室 ¥820 ¥3,173 ¥95,190
多床室 ¥370 ¥2,723 ¥81,690

1割負担 ¥886 ¥107 ¥3,747 ¥112,410
2割負担 ¥1,771 ¥210 ¥4,735 ¥142,050
3割負担 ¥2,656 ¥315 ¥5,725 ¥171,750
1割負担 ¥886 ¥107 ¥3,470 ¥104,100
2割負担 ¥1,771 ¥210 ¥4,458 ¥133,740
3割負担 ¥2,656 ¥315 ¥5,448 ¥163,440

※①　加算計には、以下の加算が含まれております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　　　　栄養マネジメント強化加算:12円　　看護体制加算Ⅰ:７円　 及びⅡ:14円　　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円　　夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　　個別機能訓練加算Ⅰ:13円

<その他の加算>

(1)　福祉施設処遇改善加算Ⅰ　・・1か月のご利用単位数×8.3%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(2)　福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ　・・1か月のご利用単位数×2.7%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(3)　福祉施設ベースアップ等支援加算　・・1か月のご利用単位数×1.6%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(4)　その他、療養食等に該当する場合、加算が発生致します。

<その他費用>
〇理髪代　　　　　　ご利用の方は月2回、理容師の出張による理髪サービスを希望によりご利用いただけます。　

〇受診代・薬代　　病院受診における料金は別途負担になります。　　　

〇TVカード代　　　 ＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。（ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

〇タオル代　　　　　衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円

〇その他日用品費等　実費

令和4年10月1日現在

<第3段階②>　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が120万円以上、預貯金等の資産が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方

¥1,360

1割負担 ¥744 ¥107

【介護保険負担限度額】　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税
<第1段階>　 　世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金の受給者、又は、生活保護受給者
<第2段階>　 　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以下、預貯金等の資産が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方
<第3段階①>　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以上、120万円以下、預貯金等の資産が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方

第3段階① ¥650

第4段階

個　室

<第4段階>　 　課税者（上記以外の方）

¥1,225

¥948

¥1,529

多床室 ¥948

要介護2

第1段階 ¥300

第2段階 ¥390

第3段階① ¥650

要介護1

第1段階 ¥300

第2段階 ¥390

¥948

多床室

第3段階②

¥300

第2段階 ¥390

第1段階

¥948

¥107

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

第3段階② ¥1,360

要介護3

第1段階 ¥300

¥390

第3段階① ¥650

1割負担 ¥816

個　室

第4段階

第3段階①

多床室

¥650

要介護5

第1段階 ¥300

要介護4

¥390

第3段階① ¥650

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,225

¥1,529

¥1,529

多床室 ¥948

第3段階②

第2段階

¥1,360

1割負担 ¥886 ¥107

¥107

第2段階

第3段階② ¥1,360

1割負担 ¥599 ¥107

第3段階② ¥1,360

1割負担 ¥670

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

多床室



令和4年 10月 1日　現在

従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）　基本料金1割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,460

2 ¥670 ¥107 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,531

3 ¥744 ¥107 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,605

4 ¥816 ¥107 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,677

5 ¥886 ¥107 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,747

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階)　基本料金1割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥948 ¥1,529 ¥3,183

2 ¥670 ¥107 ¥948 ¥1,529 ¥3,254

3 ¥744 ¥107 ¥948 ¥1,529 ¥3,328

4 ¥816 ¥107 ¥948 ¥1,529 ¥3,400

5 ¥886 ¥107 ¥948 ¥1,529 ¥3,470

〇「居住費」「食費」等のご負担金額については、各種減額証をお持ちの方は軽減されます。

　　・入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

　　夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　個別機能訓練加算Ⅰ:13円

　　栄養マネジメント強化加算:12円　看護体制加算Ⅰ:７円　及びⅡ:14円　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円

【受診代・お薬代】

　病院受診における料金は別途負担になります。

【理髪代】

　希望される方は、職員へお声掛けください。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

その他にかかる費用

【その他の費用】

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。



令和4年 10月 1日　現在

従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）　基本料金2割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥1,198 ¥210 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,162

2 ¥1,340 ¥210 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,304

3 ¥1,488 ¥210 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,452

4 ¥1,631 ¥210 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,595

5 ¥1,771 ¥210 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,735

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階)　基本料金2割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥1,198 ¥210 ¥948 ¥1,529 ¥3,885

2 ¥1,340 ¥210 ¥948 ¥1,529 ¥4,027

3 ¥1,488 ¥210 ¥948 ¥1,529 ¥4,175

4 ¥1,631 ¥210 ¥948 ¥1,529 ¥4,318

5 ¥1,771 ¥210 ¥948 ¥1,529 ¥4,458

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

【受診代・お薬代】

　病院受診における料金は別途負担になります。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　2割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　2割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　2割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　2割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　2割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　2割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　　夜勤職員配置加算Ⅰ:46円　個別機能訓練加算Ⅰ:25円

　　栄養マネジメント強化加算:23円　看護体制加算Ⅰ:13円 及びⅡ:27円　日常生活継続支援加算Ⅰ:76円



令和4年 10月 1日　現在

従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）　基本料金3割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥1,797 ¥315 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,866

2 ¥2,010 ¥315 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,079

3 ¥2,232 ¥315 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,301

4 ¥2,446 ¥315 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,515

5 ¥2,656 ¥315 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,725

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階)　基本料金3割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥1,797 ¥315 ¥948 ¥1,529 ¥4,589

2 ¥2,010 ¥315 ¥948 ¥1,529 ¥4,802

3 ¥2,232 ¥315 ¥948 ¥1,529 ¥5,024

4 ¥2,446 ¥315 ¥948 ¥1,529 ¥5,238

5 ¥2,656 ¥315 ¥948 ¥1,529 ¥5,448

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

【受診代・お薬代】

　病院受診における料金は別途負担になります。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　3割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　3割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　3割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　3割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　3割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　3割の金額が加わります。

 　  夜勤職員配置加算Ⅰ:69円　個別機能訓練加算Ⅰ:38円

　　栄養マネジメント強化加算:35円　看護体制加算Ⅰ:19円 及びⅡ:41円　日常生活継続支援加算Ⅰ:113円

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。



令和4年 10月 1日　現在

　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥320 ¥300 ¥1,326

2 ¥670 ¥107 ¥320 ¥300 ¥1,397

3 ¥744 ¥107 ¥320 ¥300 ¥1,471

4 ¥816 ¥107 ¥320 ¥300 ¥1,543

5 ¥886 ¥107 ¥320 ¥300 ¥1,613

多床室（4人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥0 ¥300 ¥1,006

2 ¥670 ¥107 ¥0 ¥300 ¥1,077

3 ¥744 ¥107 ¥0 ¥300 ¥1,151

4 ¥816 ¥107 ¥0 ¥300 ¥1,223

5 ¥886 ¥107 ¥0 ¥300 ¥1,293

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。減額が適用とならない為、入院7日目から

　 居住費1日個室￥1225、多床室￥948となります。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【受診代・お薬代】

　病院受診における料金は別途負担になります。

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

　世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金の受給者、又は、生活保護受給者

介護保険負担限度額【第1段階】

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

 　 夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　個別機能訓練加算Ⅰ:13円

 　 栄養マネジメント強化加算:12円　看護体制加算Ⅰ:７円　及びⅡ:14円　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円



令和4年 10月 1日　現在

介護保険負担限度額【第2段階】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以下、預貯金等の資産が単身で

　650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥420 ¥390 ¥1,516

2 ¥670 ¥107 ¥420 ¥390 ¥1,587

3 ¥744 ¥107 ¥420 ¥390 ¥1,661

4 ¥816 ¥107 ¥420 ¥390 ¥1,733

5 ¥886 ¥107 ¥420 ¥390 ¥1,803

多床室（4人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥370 ¥390 ¥1,466

2 ¥670 ¥107 ¥370 ¥390 ¥1,537

3 ¥744 ¥107 ¥370 ¥390 ¥1,611

4 ¥816 ¥107 ¥370 ¥390 ¥1,683

5 ¥886 ¥107 ¥370 ¥390 ¥1,753

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。減額が適用とならない為、入院7日目から

　 居住費1日個室￥1225、多床室￥948となります。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

【受診代・お薬代】

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

　病院受診における料金は別途負担になります。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　  栄養マネジメント強化加算:12円　看護体制加算Ⅰ:７円　及びⅡ:14円　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円

 　 夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　個別機能訓練加算Ⅰ:13円



令和4年 10月 1日　現在

介護保険負担限度額【第3段階①】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以上120万円以下、

　預貯金等の資産が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥820 ¥650 ¥2,176

2 ¥670 ¥107 ¥820 ¥650 ¥2,247

3 ¥744 ¥107 ¥820 ¥650 ¥2,321

4 ¥816 ¥107 ¥820 ¥650 ¥2,393

5 ¥886 ¥107 ¥820 ¥650 ¥2,463

多床室（4人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥370 ¥650 ¥1,726

2 ¥670 ¥107 ¥370 ¥650 ¥1,797

3 ¥744 ¥107 ¥370 ¥650 ¥1,871

4 ¥816 ¥107 ¥370 ¥650 ¥1,943

5 ¥886 ¥107 ¥370 ¥650 ¥2,013

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。減額が適用とならない為、入院7日目から

　 居住費1日個室￥1225、多床室￥948となります。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

【受診代・お薬代】

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

　病院受診における料金は別途負担になります。

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　  栄養マネジメント強化加算:12円　看護体制加算Ⅰ:７円　及びⅡ:14円　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円

 　 夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　個別機能訓練加算Ⅰ:13円



令和4年 10月 1日　現在

介護保険負担限度額【第3段階②】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が120万円以上、

　預貯金等の資産が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥820 ¥1,360 ¥2,886

2 ¥670 ¥107 ¥820 ¥1,360 ¥2,957

3 ¥744 ¥107 ¥820 ¥1,360 ¥3,031

4 ¥816 ¥107 ¥820 ¥1,360 ¥3,103

5 ¥886 ¥107 ¥820 ¥1,360 ¥3,173

多床室（4人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 居住費 食費 1日当りの利用料金 その他の加算（毎月変動）

1 ¥599 ¥107 ¥370 ¥1,360 ¥2,436

2 ¥670 ¥107 ¥370 ¥1,360 ¥2,507

3 ¥744 ¥107 ¥370 ¥1,360 ¥2,581

4 ¥816 ¥107 ¥370 ¥1,360 ¥2,653

5 ¥886 ¥107 ¥370 ¥1,360 ¥2,723

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

特別養護老人ホーム飛鳥　利用料のご案内

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

≪福祉施設処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。
≪福祉施設ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　  栄養マネジメント強化加算:12円　看護体制加算Ⅰ:７円　及びⅡ:14円　日常生活継続支援加算Ⅰ:38円

 　 夜勤職員配置加算Ⅰ:23円　個別機能訓練加算Ⅰ:13円

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

※ 入院中も特養に籍がある間は、居住費のみ発生致します。減額が適用とならない為、入院7日目から

　 居住費1日個室￥1225、多床室￥948となります。

その他にかかる費用

【理髪代】

　月２回、理容師の出張による理髪サービスを希望により御利用頂けます。実費負担。

　希望される方は、職員へお声掛けください。

【受診代・お薬代】

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

　病院受診における料金は別途負担になります。


