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社会福祉法人 長 寿 幸 元 会
・長寿園 ホームページ：www.choujuen.com

〒910‐0224
福井県坂井市丸岡町八ケ郷２２－４

介護老人福祉施設 長寿園
短期入所生活介護 長寿園

長寿園居宅介護支援事業所

・長寿園デイサービスセンターりらく

〒910-0246
福井県坂井市丸岡町西瓜屋6-17

・長寿園デイサービスセンターりんどう

〒910-0302
福井県坂井市丸岡町里丸岡3-7

長寿の郷
〒910-0224
福井県坂井市丸岡町八ヶ郷２２－５

地域密着型介護老人福祉施設 長寿の郷

短期入所生活介護 長寿の郷

長寿の郷デイホームおもいでな

社会福祉法人 長寿幸元会

介護老人福祉施設

TEL 0776‐67‐8905 FAX 0776‐67‐8906
TEL 0776‐67‐8905 FAX 0776‐67‐8906
TEL 0776‐67‐8900 FAX 0776‐67‐8906

TEL ０７７６－６６－６７３４

FAX ０７７６－６６－６９１２

TEL 0776‐66‐8713
FAX 0776‐66‐8784

TEL 0776‐66‐6803
FAX 0776‐66‐6808

「 一大家族」 として共に幸せな生活を

家庭でのぬく もりを施設内でも感じていただけ

るよう、 ご利用者、 ご家族、 職員が互いに信頼

しあい、 一つの大きな家族のように、 一緒に慈

愛に満ちた幸せな生活を実現します。

TEL 0776‐67-0300
FAX 0776‐67-3700
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入所要件
介護保険で要介護度１～５の認定を受け

ている方。

入所申込
上記に該当され入所を希望される場合は、

介護保険被保険者証と印鑑、直近３ヶ月

分の居宅サービス利用票及び別表を持参

し来園してください。

入所問い合わせ
入所に関する問い合わせ、見学はお気軽

にお申し付け下さい。（生活相談員が対応

します。 9:00～17:00まで）

入所順
福井県の入所指針に基づき優先度の高

い方から入所となります。（入所判定基準

により各項目で評点づけをし、評点の高い

方から順に。入所判定委員会を設置・開

催し、合議制で決定します。）

入所判定基準
１、要介護度の別

２、介護者の状況

３、居宅サービス利用度

４、認知症の状況

５、その他考慮すべき事項など

一日あたりの利用料金
料金表は別表に記載しています。

・その他各種加算等あり（詳細は生活相

談員がご説明いたします。）

・生活困窮の方には各種減免措置があり

ます。（個別事情によるご相談は各介護保

険者へお問い合わせ下さい。）

施設概要
事業所名 介護老人福祉施設長寿園

短期入所生活介護長寿園

設置・経営主体 社会福祉法人長寿幸元会

定員 特養１００名（ユニット型個室１００床）

短期２１名（ユニット型短期入所空床型）

施設理念

１ ． 人生の先輩である利用者様を尊び、 やさしく

あたたかな介護・ 看護の提供に努めます。

２ ． 自立を支援し、 その方らしい生活の継続を

全職員がサポート します。

３ ． ご家族や地域とのつながりを大切にし、

いつまでも社会の一員として輝ける人生を

応援します。



利用負担額一覧（ユニット型個室）

（日単位）

要介護１ 6,360 460 180 120 120 140 50 7,430 6,687 743 1,380 1,970 4,093円
要介護2 7,030 460 180 120 120 140 50 8,100 7,290 810 1,380 1,970 4,160円
要介護3 7,760 460 180 120 120 140 50 8,830 7,947 883 1,380 1,970 4,233円
要介護4 8,430 460 180 120 120 140 50 9,500 8,550 950 1,380 1,970 4,300円
要介護5 9,100 460 180 120 120 140 50 10,170 9,153 1,017 1,380 1,970 4,367円

☆ 個別対象の加算☆ *個別に対象となる場合のみ算定。別途同意書にて説明

① 外泊時費用・・・・・1日246円（病院又は診療所への入院をした場合又は居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度とする）

② 初期加算・・・・・・・1日30円（入所後30日間が対象。31日を超える病院入院後の再入所時も同様）

③ 再入所時栄養連携加算・・・・1回400円（入所者が医療機関に入院し、入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合） ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室

④ 低栄養リスク改善加算・・1月300円（新規入所時、再入所時のみ。低栄養リスクが「高」の場合で特別な栄養方法等を示した計画・管理を行う場合） 第１段階 ８２０円 ４９０円 ３２０円 ０円 ３００円

⑤ 経口移行加算・・・1日28円（現在経管より栄養を摂取されている方で、経口による食事の接種を進める栄養管理を行う場合。限度は180日） 第２段階 ８２０円 ４９０円 ４２０円 ３７０円 ３９０円

⑥ 経口維持加算Ⅰ・・・1月400円（著しい摂食機能障害がある方について、継続して経口による食事の摂取を進める栄養管理を行う場合） 第３段階 １，３１０円 １，３１０円 ８２０円 ３７０円 ６５０円

⑦ 経口維持加算Ⅱ・・・1月100円（協力歯科医院を定め、維持加算Ⅰにおいて行う会議等に医師等が加わった場合） １，９７０円 １，６４０円 １，１５０円 ８４０円 １，３８０円

⑧ 療養食加算・・・・・・・1回6円（糖尿食や腎臓食等、医師の指示に基づく療養食を提供する場合。1日3回限度とする）

⑨ 配置医師緊急時対応加算・・複数名の配置医師を置き、医師と施設間で診察タイミングなど具体的な取り決め等がある場合。

早朝・夜間の場合　　　　1回650円　　　　深夜の場合　　　　1回1,300円

⑩ 看取り介護加算（Ⅰ）・・・死亡日30日前～4日前　1日につき　144円、死亡日前々日、前日　680円、死亡日　1,280円

⑪ 看取り介護加算（Ⅱ）・・・複数名の配置医師を置き、医師と施設間で診察タイミングなど具体的な取り決め等がある場合。

　　   死亡日30日前～4日前　1日につき　144円、死亡日前々日、前日　780円、死亡日　1,580円

⑫ 褥瘡マネジメント加算・・1月10円（褥瘡に係るリスクを評価し、高リスク者には褥瘡ケア計画を作成・実施した場合）

⑬ 排泄支援加算・・・・・1月100円（排泄に係る要介護状態を軽減できると医師等が判断し、支援計画の作成・実施をした場合）

利用負担額一覧（ショートステイ）

（日単位）

要支援１ 5,120 180 120 5,420 4,878 542 1,380 1,970

要支援2 6,360 180 120 6,660 5,994 666 1,380 1,970

要介護１ 6,820 180 180 350 120 7,650 6,885 765 1,380 1,970

要介護2 7,490 180 180 350 120 8,320 7,488 832 1,380 1,970

要介護3 8,220 180 180 350 120 9,050 8,145 905 1,380 1,970

要介護4 8,890 180 180 350 120 9,720 8,748 972 1,380 1,970

要介護5 9,560 180 180 350 120 10,390 9,351 1,039 1,380 1,970

※ 個別対象加算 送迎加算・・・・通常の送迎（丸岡町内）は片道184円。

通常の実施地域以外の送迎は、実施地域境界より1kmごとに50円とします。

療養食加算・・・医師の指示に基づく療養食を提供した場合、1食あたり8円の自己負担とします。

医療連携強化加算・・・重度利用者に対し、看護職員による医療連携体制の確保1日あたり58円

※ その他経費 希望によるおやつ代・・・1日あたり50円　　理容サービス・・・毎週月曜午前中　1回2000円

希望による電化製品の使用・・・1日あたり50円　　日用品費・・・1日あたり150円

希望によるテレビの貸し出し（レンタル）料・・・1日あたり50円

看護体制加

算Ⅲ・Ⅳ

加算

食費

第１段階

上記以外の方

１５，０００円

３７，２００円

高額介護サービス費

利用者負担段階
居住費（日額）

負担限度額

基準費用額

１か月１割負担の合計額利用者負担段階

4,389円

4,016円
4,115円
4,182円
4,255円
4,322円

自己負担
（1日合計額）

要介護区分
基本額 介護報酬

（合計額）

保険給付

（９割分）

利用者負担

（１割分） 食費
居住
費

サービス提

供体制強化

加算Ⅰ

夜勤職員

配置加算

機能訓練

加算

保険給付
（９割分）

利用者
負担

（１割分）
食費 居住費要介護区分

基本額
日常生活

継続支援

加算

夜勤職員

配置加算

加算
看護体制

加算

（Ⅰ）（Ⅱ）

機能訓練

加算

栄養

マネジメント

加算

精神科医師

加算

介護報酬
（合計額）

※ 居住費、食費負担限度認定者はその負担限度額とします。

※ …その他の費用 希望による送迎費1㎞あたり50円、理美容サービス1回2,000円、健康管理費（予防接種等）実費、希望による娯楽費実費相当額、
　希望による電化製品使用料1日あたり50円・希望によるおやつ代１日50円、日用品費（身の回り品の常時施設提供を希望時）150円

現役並み所得相当 ４４，４００円

１５，０００円第２段階

第３段階 ２４，６００円
自己負担

（1日合計額）

3,892円

所得の低い方への利用料に関する施策について

①介護保険施設に入所した場合には、 サービス費用の1 ② ③ ④割、 居住費、 食費、 日常

生活費の全額が利用者負担となります。施設サービスに係る費用は、要介護状態区分や

施設の種類、人員基準によって異なります。

ただし、所得の低い方の施設利用が困難とならないよう下記の施策がありますのでご活

用ください。なお、ご不明な点は生活相談員までお問い合わせください。

所得の低い人の負担が重くなり過ぎないよう、負担限度額が設けられました。この認定を

受けるためには申請が必要です。対象となる人は、利用者負担段階が第１～第３段階に該

当する人です。下記の基準費用額と負担限度額との差額が、補足給付として介護保険から

給付されます。

＊第１段階・・・市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている人、生活保護を受給している人

第２段階・・・市民税世帯非課税で、収入額が８０万円以下の人

第３段階・・・市民税世帯非課税で、第２段階に該当しない人、等

所得段階についての詳細は各市町にてご確認ください。

１か月に支払う１割の利用者負担の合計が高額になり、所得額に応じた次の限度額を超え

たとき、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として市町から支給されます。

＊世帯に複数の利用者がいる場合は、合算となります。

○ 利用者負担段階第１～３段階に該当しない方の特例（特例減額措置）

高齢夫婦二人暮らしで一方が施設に入所した場合、在宅で生活する配偶者が生活困難に

ならないよう、施設の居住費・食費の負担段階を引き下げる特例措置が講じられます。

○ 社会福祉法人の利用者負担軽減措置

世帯全員が住民税非課税の方で、生活困難であると市町等が認める場合には、社会福祉

法人の利用者負担軽減制度があります。

○ 利用者負担の軽減措置

低所得世帯の方は、市町等の独自施策により、１割の自己負担が軽減される場合がありま

す。詳しくは各市町の窓口にてお問い合わせください。

○ 高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超

えた分が支給される制度があります。詳しくは市町等の窓口にてお問い合わせください。

介護保険負担限度額認定



長寿園平面図

長寿園は全室ユニット型個室にてプライバシーを確保し、
個々 人様の生活リズムに合わせた個別ケアを行っています。

カラオケや喫茶、法話、ミュージックケア等の活動プログラムも
充実しており、他の入居者様との交流もお楽しみ頂けます。

サービス内容
個々のケアプランに即した日常生活介護全般、各種行事

（外出、ショッピングなど）、希望による通院時の送迎など。

食事…朝食は7:30～9:30、昼食は11:30～13:30、夕食は

17:30～19:30の時間帯で個々人様の状態に適した形態で

お好きな時間に提供致します。又食事場所も各個室、食堂

等ご希望の場所で召し上がっていただけます。

入浴…週2回を基本に、ご希望にあわせた入浴ケアを提供

いたします。（一般浴、機械浴、清拭、シャワー浴など）

排泄…状態、ご希望にあわせた排泄ケアを提供いたしま

す。オムツに頼らないケアに努めております。

清潔…口腔ケアは毎食後行います。手指・足浴、部分清

拭などのケアを状態に合わせて提供いたします。

機能訓練…機能訓練指導員の指導のもと、機能訓練室

内及び個室にて訓練を受けていただけます。（月～金曜日）

外出、外泊…個別希望による外出、外泊につきましては

生活相談員にご相談ください。ご家族様との連絡・調整等の

支援を行っております。

その他移動、朝夕の着替え、体位交換、健康管理など、

個々の状態に合わせたケアを提供いたします。

サービス記録等の開示
日々のケア・看護記録等はいつでも開示いたします。生活

相談員、介護課までお申し付け下さい。又、説明時等には

施設側から上記資料を開示させていただき、より詳細な内

容をお伝えすることとなっております。

権利擁護
利用者の皆様の権利擁護のため、成年後見制度や地域福

祉権利擁護制度の活用を推進しています。ご相談や情報の

提供は生活相談室にて行っております。

個人情報の保護
当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適性かつ適

切な取り扱いに努力すると共に、広く社会からの信頼を得る

ために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関

連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドライン

を遵守し、個人情報の保護を図ります。

社会資源の利用
ご希望に応じて施設外の社会資源もご利用いただけます。

医療機関
オレンジホームケアクリニック

キムクリニック

藤田神経内科病院

済生会病院（精神科）

石黒皮膚科クリニック

東歯科

まつむら眼科クリニック

さかい生協皮膚科診療所


