
 

施設利用料金表 

           ２０２０年４月１日現在 

（１） 基本料金  

１ヶ月（最大３１日）あたりの利用料金目安（介護サービス自己負担＋

食費+居住費 ※各種加算やその他実費分は計上されていません） 

＊下記料金に、１日につき一定の運営基準を満たした場合の各種加算等

が加わります。             （単位：円／月額）  

要介

護度
個室（1割） 個室（2割） 

個室（3割）

☆H30.8～
多床室（1割） 多床室（2割） 

多床室（3割）

☆H30.8～

1 106,268 124,775 143,282 96,472 114,979 133,486
2 108,531 129,301 150,071 98,735 119,505 140,275
3 110,856 133,920 157,046 101,060 124,124 147,250
4 113,088 138,415 163,742 103,292 128,619 153,946
5 115,320 142,879 170,438 105,524 133,083 160,642

 

＊自己負担金は、端数処理の関係上、円単位で誤差が生じることがあり

ます。（上記1か月の金額は1日食費１，６６０円で計算しています） 

【利用者負担限度額】          （単位：円／日額）  

利用料 

負担段階 

所得区分 居住費 食費 

従来型個室 多床室 

第１段階 

 

生保・老齢福祉年

金受給者 
３２０ ０ ３００ 

第２段階 非課税世帯・年

金・別世帯配偶者

所得、預貯金等勘

案（H27.8～） 

４２０ ３７０ ３９０ 

第３段階 ８２０ ３７０ ６５０ 

第４段階 一定の所得以上

で課税対象者 

１，１７１ ８５５ １， ６６０ 

 

 

＊食費と居住費の負担額は、世帯の課税状況等に応じて４段階に区分さ

れます。第１段階から第３段階までの方は、申請により減額されます。

平成２７年８月より支給条件が見直されました。 

＊従来型個室入所者に対し多床室の料金を請求する経過措置があります。 

 

（２）その他 

  理美容代、預金管理料、医療費、薬剤負担、日用品、嗜好品費等そ 

の他個人的に使用する経費は、自己負担金が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪施設概要≫ 

 

       特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）『つきみの園』   

       （老人福祉法及び介護保険法における 

東京都知事指定施設） 

               

           社会福祉法人 東京聖労院 

 

           〒１８４－００１２   

東京都小金井市中町２－１５－２５ 

            

９３床（併設短期入所１０床）  

 

          ☏ ０４２（３８６）６５１１   

ＦＡＸ ０４２（３８６）６５１２ 

          Ｅ‐ｍａｉｌ✉ tsukimi@seirouin.or.jp 

       （ホームページ http://www.seirouin.or.jp/tsukimi） 

 

          ＪＲ中央線 武蔵小金井 下車 南口 

（徒歩約15分または循環バス） 

 

名称 

 

経営主体 

 

所在地 

 

入所定員 

 

お問合せ先 

 

アクセス 

 

【徒 歩】 ＪＲ中央線 武蔵小金井 下車 南口（徒歩約15分または循環バス） 

南口→小金井街道→農工大通り→つきみの園 

ＪＲ東小金井駅 下車 南口（徒歩約12分） 

南口→栗山通り→農工大通り→つきみの園 

【バ ス】 ＣｏＣｏバス ご案内（３０分間隔 9：00～18：00） 

１９時台 １回のみ 

中町循環 

（武蔵小金井 

駅南口→農工大

通りへ） 

⑨太陽病院前→⑩南一番街→⑪中町４丁目

→⑫第１小学校→⑬市立図書館前→ 

⑭中町３丁目→⑮八重垣稲荷神社→ 

⑯つきみの園 

 

つきみの園 

高額介護サービス費＝月額３７，２００円（但し、利用者負担第３段

階は２４，６００円、利用者負担第２、第１段階は１５，０００円、）を超

えた部分は高額サービス費として後日払戻し手続きがあります。口座

振替（自動払込）の方は、通帳のコピーが必要です（申請委任制度が

あります）。 

小金井市介護福祉課介護給付係にお問い合わせください。 

mailto:tsukimi@seirouin.or.jp
http://www.seirouin.or.jp/tsukimi


  

≪申込から入所までの流れ≫ 

小金井市共通入所申請書をご提出下さい 

↓ ポイント順に待機者リストを作成 

（ポイントは小金井市入所指針：ガイドラインに沿って付記） 

↓ 待機者リスト上位者から順次入所意向確認 

（随時、現在の状況などを確認） 

↓ 入所候補者へ健康診断書提出を依頼 

（同時に事前訪問面接実施） 

↓ 入所判定会議開催、結果の通知 

  （施設内で随時協議します） 

↓ 入所日を決定（※注１） 

（退所者が確定した段階で、入所候補者に連絡） 

↓ 契約内容の説明 

⇒当施設に入所 

注1；ベッドが空き次第1週間以内でご入所いただきます。 

  

≪お持ちいただくもの≫ 

①衣類 

 ※夏季…通気性のよいもの  ※冬季…保温性の高いもの 

 デリケート素材を除いて施設で洗濯いたします。衣類の一点ずつに必

ず衣服専用のお名前シールをアイロンでプレスください（個人購入）。 

 〇収納：４人居室、２人居室、個室により収納場所やスペースが若干

異なります。 

②日用品 

 日常生活で必要な日用品は原則として個人でご用意ください。ご家族

様でご用意が難しい場合はネットスーパー等での購入をご依頼いただく

ことも可能です。 

  介護用品について… 

 車椅子（自走式、介助式、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式）や歩行器、シルバーカーは普

段から使い慣れているものがあればお持ち下さい。エアーマット、ポー

タブルトイレ、尿器なども同様です。 

 ※介護保険利用による福祉用具レンタルは施設入所後、適用されませ

ん。１割負担ではなく１０割となりますので、ご注意下さい。 

介護用品をお持ちでない場合は、施設でご用意している物をお貸し出

しいたします。 

 紙オムツやリハビリパンツ、尿取りパッドなどは施設でご用意してお

ります。 

 

○3 服薬・医療関連 

 〇現在薬を服用している方は２週間分を目安にご用意下さい。なお、

服薬者氏名、薬の名称、服薬回数、量などが分かるように、朝・昼・夕・

就寝前等に分類し、お持ち下さい。 

     

 ○担当医師から事前に健康診断を受けて下さい。  

 〇入所後はお持ちいただいた薬がなくなり次第、特別なご希望がない

場合には、お持ちいただいた診療情報等もとに、当施設の嘱託医（内

科医）からの処方へ切り替えさせていただきます。   

 〇現在、医療機関や老人保健施設をご利用の方は各機関より看護・介

護サマリーの交付を受けお越し下さい。  

  

≪介護老人福祉施設の利用料について≫ 

 施設利用料は、要介護認定（３～５）の単位数に応じた金額負担、所

得に応じた食費・居住費、申込いただいた実費サービス費等となり、お

客様それぞれに金額が異なります。平成２７年４月以降、要介護１・２

の方は、特定入所用件に該当している場合に限ります。 

 その他介護保険外機関で掛かる医療のサービス（外来受診負担、薬剤

負担、予防接種、各種検査等）、日用品・嗜好品等購入代金については月

末締めの施設利用料にて立替金精算という項目にてご精算いただきます。 

  

≪当施設サービスの特徴等≫ 

① 当施設は介護保険施設です 

 医療機関や老人保健施設とは異なり、当施設は、生活の一部として介

護サービス（食事・排泄・入浴介助）を提供する場となりますので、常

駐する医師がおりません。また、看護師は日中のみの勤務で、夜間は不

在となりますので、オンコール体制をとっています。 

 現在ご入院中の方で、急性期医療を終えられていない方のお受け入れ

は原則として出来ませんので、入所については予め担当医師とご相談の

上、ご検討下さい。 

 慢性疾患（持病）の方は、服薬のみで安定されておられる場合、担当

医師による退院の許可があれば入所のお受け入れ可能となります。 

 なお、リハビリにつきましては、在宅へ復帰するご要望がある場合を

除き、現状を維持するためのものであれば、常勤の機能訓練指導員（理

学療法士）、非常勤のマッサージ師によりリハビリの必要性を検討した上

で、取り組むことになります。リハビリ病院のような職員体制ではない

ため、積極的なトレーニングメニューなどはございません。  

無理なく長期間の目標のもとで行われますので、１週のうちに頻回に

行うものではありません。 

感染症等が発生した場合は面会制限や個室隔離等を行う場合がござい

ます。  

②ケアの内容 

 ご相談に応じ、お客様のご要望に添ったサービスを提供できるよう

努めてまいります。 

 しかしながら、限られた職員配置数の中での交代勤務であるため、２

４時間付きっきりの介護は困難であることをご理解ください。 

食事時間について・・・  

朝食： ８：００～ ９；００／昼食：１２：００～１３：００／ 

夕食：１８：００～１９：００ 

入浴について・・・ 

職員の介助が必要な方につきましては、週に２回（一般浴・リフト浴・

機械浴）お入りいただけます。 

 

サークル活動および季節行事について・・・ 

 ボランティアグループなどによる歌の会、お話し相手、手芸、華道、

書道、茶道や季節に合わせたイベントなど毎月開催いたしております。 

 

 協力医療機関について… 

小金井太陽病院・武蔵野中央病院・聖ヨハネ会桜町病院・日本歯科大

学口腔リハビリテーション多摩クリニックが協力医療機関となります。

その他近隣の医療機関にも受診可能です。 

 

喫煙について・・・ 

館内での喫煙場所は１階中庭、２・３階はベランダにて可能となりま

す。なお、タバコ・ライターは安全管理上、施設でお預かりいたします。

ご理解とご協力よろしくお願いいたします。 

③入所後の生活について 

居室についてのお願い・・・ 

当施設は４人居室、２人居室、個室をご用意いたしております。個室

につきましては、数が限られており、お客様の心身の状況に応じてご利

用いただいております。なお、入所期間中に体調不良等で医療機関へご

入院される場合は、その期間内においてお客様のベッドを一時的にショ

ートステイの方へ利用させていただく場合がございます。 

私物品の整理については、担当職員が責任を持って行います。 

 

入院された場合について・・・ 

入所後に体調を崩し、医師の指示により入院となった場合には、ご家

族により、医療機関での諸手続きをお願いしております。身辺整理やお

支払い、お洗濯物のお取替えなども同様となります。 

 治療が長期間に渡ることが見込まれた場合、施設での在籍確保は概ね

３ヶ月までとなりますので、予めご了承いただきたいと思います。 

   

住所変更について・・・ 

住民基本台帳の条例により、１年以上同一敷地内での生活が見込まれ

る方には住所地を異動していただくことになりますので、支障がない範

囲でご協力をお願いいたします。 

 

…★ ☁ ☀ ☃ ☂ ❍ ✰……★ ☁ ☀ ☃ ☂ ❍ ✰…… 

 

以上の説明ほか、入所が正式に決定した方につきましては、『介護老

人福祉施設利用契約書』にて詳細を改めてご説明いたします。 

 

担当者： つきみの園 相談支援課 生活相談員  


