
■ 介護老人福祉施設（ユニット型）

■ 短期入所生活介護（併設型ユニット型）

■ 介護予防短期入所生活介護（併設型ユニット型）

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に3.3％を乗じた金額が加算されます。

■ 通所介護 ■ 認知症対応型通所介護

＊サービス提供時間（７時間以上９時間未満）の利用料金となります。 ＊サービス提供時間（７時間以上９時間未満）の利用料となります。

＊事業所で送迎を行わない場合は、片道につき47円減算となります。 ＊事業所で送迎を行わない場合は、片道につき47円減算となります。

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に2.3％を乗じた ＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に4.2％を乗じた

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　金額が加算されます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額が加算されます。

【例】 要介護度３の方の1日あたりの自己負担額は1,462円です。 【例】 要介護度３の方の1日あたりの自己負担額は1,725円です。

（利用料、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ、入浴加算、食費の合計） （利用料、サービス提供体制強化加算（Ⅱ）、入浴加算、食費の合計）

■ 介護予防通所介護

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に2.3％を乗じた金額が加算されます。

＊利用料及び加算は月額料金となります。ただし、食費は日額料金です。

■ 訪問介護 ■ 介護予防訪問介護

＊小規模事業所加算・・・基本料金に10％を乗じた

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に

　　5.5％を乗じた金額が加算されます。

■ 居宅介護支援

■ 居宅介護予防支援

＊地域包括支援センター受託業務

■ パワーリハビリテーション

■入浴 （10:00～21:00）

■ 配食弁当

←保険給付対象外の負担（実費）です。

※詳しくは、担当の介護支援専門員・生活相談員までご相談ください。

H30.4.1～

26,931単位

30,806単位

要支援2

要介護6

要介護7

こども（小学生）

36,065単位

身体介助

生活援助

5,003単位

10,473単位

16,692単位

19,616単位

支

給 要介護3

要介護4

要介護5

2,000円

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に5.5％を乗じた金額が加算されます。

12,000円介護予防（3ヶ月）

タオルセット

200円

100円

料金

390円

400円

度

額

健康増進（3ヶ月）

自主ﾄﾚ（1ヶ月）

9,600円

＊上記以外にも必要に応じて個別の加算があります。 　　　　　　　　　　　 　　　　金額が加算されます。

＊費用負担はありません。

身体介護に引き続き
生活援助を行った場合

20分以上 45分以上 70分以上

66円 132円 198円

100円45分未満 45分以上 週２回 程度 2,335円

利用料 初回加算

181円 223円 20％増 200円 100円

週１回 程度

＊利用料及び加算は月額金額です。

生活機能

向上連携加算

165円 248円 394円 575円 80円 1,168円

200円

週２回 超過 3,704円

＊1月につき加算されます

20分未満 30分未満 1時間未満 1時間以上 30分増
特定事業所

加算(Ⅰ)
初回加算

生活機能

向上連携加算

要支援１ 1,647円 72円 550円

要支援２ 3,377円 144円

利用料
サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）イ 食費 ＊送迎及び入浴に係る費用は利用料に含まれています。

おとな

＊費用負担はありません。 限

要支援１

要介護４ 960円 要介護４ 1,172円

要介護５ 1,076円 要介護５ 1,267円

550円

要介護２ 729円 要介護２ 980円

要介護３ 844円 要介護３ 1,076円

食費

要介護１ 617円

18円 50円

550円 要介護１ 885円

6円 50円

【例】 第4段階・要支援１の方の1日間あたりの
　　　 自己負担額は3,900円です。

利用料
サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）イ 入浴加算 食費 利用料
サービス提供体制

強化加算（Ⅱ） 入浴加算

＜食費内訳＞

朝食　330 円

昼食　550 円

夕食　500 円

要支援２ 636円 第3段階 1,310円 650円

＊上記以外にも必要に応じて個別の加算があります。 第4段階 1,970円 1,380円

300円

要支援１ 512円
12円 12円 184円

第2段階 820円 390円

滞在費 食費

利用料
機能訓練
体制加算

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）

送迎加算

（片道） 第1段階 820円

1,380円

要介護５ 956円 【例】 第4段階・要介護度３の方の1日間あたりの
　　　 自己負担額は4,234円です。＊上記以外にも必要に応じて個別の加算があります。

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に3.3％を乗じた金額が加算されます。

＜食費内訳＞

朝食　330 円

昼食　550 円

夕食　500 円

要介護３ 822円 第3段階 1,310円 650円

要介護４ 889円 第4段階 1,970円

12円 184円

第1段階 820円 300円

要介護２ 749円 第2段階 820円 390円

要介護１ 682円

4円 8円 18円 20円

夜勤職員

配置加算（Ⅳ）

機能訓練

体制加算

送迎加算

（片道） 滞在費 食費

要介護５ 910円 【例】 第４段階・要介護度３の方の30日間あたりの
　　　 自己負担額は127,530円です。＊上記以外必要に応じて個別の加算があります。

＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・基本料金及び加算料金に3.3％を乗じた金額が加算されます。

利用料
看護体制

加算(Ⅰ)

看護体制

加算(Ⅱ)

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）

1,310円 650円

要介護４ 843円 第4段階 1,970円 1,380円

1円 12円 14円

第1段階 820円 300円

第2段階 820円 390円

第3段階

要介護１ 636円

6円 13円 33円 46円

要介護２ 703円

要介護３ 776円

口腔機能維持管

理体制加算

個別機能

訓練加算

栄養ｹｱﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ加算 居住費 食費利用料
看護体制

加算(Ⅰ)

看護体制

加算(Ⅱ)

夜勤職員

配置加算（Ⅳ）

日常生活継続支

援加算

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会  

高齢者総合施設 縄文の杜関原 

〒９４０－２０３５  新潟県長岡市関原町１丁目１０７２－１   電話０２５８（２１）５０５５  ＦＡＸ０２５８（２１）５０６６    

長期入所で過ごす 

 車   国道8号線 関原1丁目信号曲がる 

 バス  長岡駅大手口6番線発 
      （大積・宮本・与板・関原行き） 
      関原2丁目バス停下車 (徒歩1分) 

関原酒造 

旧国道 

縄文の杜関原 

北越銀行関原支店 

関原自動車学校 

至長岡IC 至柏崎 関原１丁目 
国道8号 

関原２丁目 

関原 



全室個室の 
「ユニットケア方式」                                                      

多目的ホールで遊ぶ 
『孫育て支援』という言葉を掲げ無料で開
放している子供たちの遊び場です。 

地域交流スペースに集う 
団体やグループ活動に適したお部屋です。 
事前に、ご予約ください。（無料） 

デイサービスに通う 介護保険の通所介護サービスです。    
   定員４７名（うち認知症対応型１２名） 

短期入所で泊まる 
介護保険の短期入所生活介護です。定員３０名 

銭湯に入浴する 
どなたでも気軽に入れるお風呂です。大人４００円 子供２００円 
午前１０時から午後９時までの営業です。（最終受付８時３０分・火曜定休日） 

パワーリハビリテーションで若返る 
４０歳以上を対象としたマシントレーニングです。軽い負荷で体に負担をかけないように 
ゆったりとしたペースで行います。インストラクターが指導いたします。 

配食弁当を依頼する 
高齢・単身世帯の方々を対象に 
お弁当を配達いたします。 

カルチャー教室を開催する（参加する） 
地域やご家族の方々により手芸・絵手紙・書道・生け花などのカルチャー教室が 
定期的に開催されております。 

在宅での介護を応援する 
介護保険の訪問介護、ヘルパーがご自
宅を訪問しお手伝いいたします。 

在宅での生活を支える 
居宅介護支援事業所のケアマネー
ジャーがケアプランを作成いたします。 

長期入所で過ごす 
介護保険の介護老人福祉施設です。定員５０名 

ホームヘルパー 
ホームヘルプステーション縄文の杜関原 

  TEL 0258(21)5055 
介護保険指定番号1570201119 

介護老人福祉施設 
介護老人福祉施設（ユニット型） 

介護保険指定番号1570201812 

 

短期入所生活介護 
短期入所生活介護（併設型ユニット型） 

介護保険指定番号1570201820 

 TEL 0258(21)5477   
 

パワーリハビリテーション 
パワーステーション縄文の杜関原 

  ～対象は40歳以上の方でご予約が必要です～ 
TEL 0258(21)5055 

デイサービスセンター 
デイサービスセンター縄文の杜関原 
介護予防通所介護・通所介護  
認知症対応型通所介護 

TEL 0258(21)5088 

居宅介護支援事業所 
居宅介護支援事業所縄文の杜関原 

  TEL 0258(21)5055 
介護保険指定番号157021135 

地域交流スペース 
団体・サークルでご利用できます 
事前のご予約が必要です 

  TEL 0258(21)5055 

多目的ホール 
～孫育て支援という言葉を掲げ無料開放～ 

子供たちの遊び場からサークル活動の拠点まで 
ご自由にご利用ください。 

日帰り入浴 
露天風呂・サウナ・泡風呂 
大人４00円・子供200円 

  TEL 0258(21)5055 

配食サービス 
関原地区にお住まいで 
高齢・単身世帯の方々が 

対象です（登録制） 


