
特別養護老人ホーム 三芳苑  入所申込みに関して 

 

初春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、特別養護老人ホーム 三芳苑の入所申込に関しまして、下記の通りとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．施設概要 

    名称：特別養護老人ホーム 三芳苑（さんぽうえん） 

    定員：80名 

   所在地：神戸市西区伊川谷町潤和 1447-1 

２．申込開始日時：平成 28年 2月 17日（水） 

３．申込書送付先：〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和 1447-1 

          特別養護老人ホーム 三芳苑  

          生活相談員 宛 

４．お問い合わせ： TEL ０７８－９７５－０５００ 

         ホームページ http://shofukai.jp 

５．申込書類：「神戸市特別養護老人ホーム入所指針」に基づく書類 一式 

  神戸市トップページ＞総合メニュー＞くらし・手続き＞年金・保険・税＞介護保険＞ 

神戸市の規程・様式類＞神戸市特別養護老人ホーム入所指針 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/kiteiyoushiki/tokuyonyusho.html 

６．下記の件、ご了承いただけます様、お願い致します。 

 ①原則、要介護度 3以上の方 

 ②医療的ケアが必要な方は事前にご相談下さい 

ご不明な点等ございましたらお問い合わせ下さい。 

※ご入所は申し込み順ではございません。 

以上 

 

 

社会福祉法人 松風会 

特別養護老人ホーム 三芳苑 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/kiteiyoushiki/tokuyonyusho.html




18 単位/日 19円 /日

12 単位/日 13円 /日

18 単位/日 19円 /日

4 単位/日 5円 /日

8 単位/日 9円 /日

18 単位/日 19円 /日

120 単位/日 127円

246 単位/日 260円 /日 

144 単位/日 152円 /日 

680 単位/日 717円 /日 

1280 単位/日 1,350円 /日 

●職員配置体制などにより加算項目が、変わる場合があります。詳細は、「利用明細書」をご参照ください。

口腔機能維持管理加算

単位/日 /日

外泊加算

看取り介護加算

医師の指示に基づく食事が提供されたことに対する加算で

す。

外泊・入院された場合６日間加算されます。

死亡以前４～３０日

30初期加算 単位/日 /日

療養食加算

機能訓練指導員を１名以上配置し機能訓練を行っているこ

とに対する加算です。

単位/月 /日

基本サービス費と加算の合計に８．３％を掛けた金額を

ご負担いただきます。

※食費、居住費など自己負担金は含みません。

介護職員処遇改善加算

4円

5円

13円12

110

3

4

個別機能訓練加算

看護体制加算（Ⅰ ）

看護体制加算（Ⅱ ）ロ

常勤の管理栄養士を１名以上を配置し入所者に対して栄養

マネジメントを行っていることに対する加算です。

常勤の看護師を１名以上配置しているとに対する加算で

す。

口腔機能維持管理体制加算

栄養マネジメント加算

単位/月30

14

/月

/日

7円

32円

15円

6

6

単位/日

単位/日

単位/日

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ

◎事業所体制として職員配置状況により一律に算定される項目

日常生活継続支援加算Ⅰ

日常生活継続支援加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算Ⅰイ

単位 単価

38円

49円

36

46

サービス提供体制強化加算Ⅰロ

/日サービス提供体制強化加算Ⅱ

/日

7円

若年性認知症入所受入加算 若年性認知症の入所者を受入したとき

特別養護老時ホーム　三芳苑　加算料金表（１割負担の方）

歯科医の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対し口腔

ケアにかかる技術的助言及び指導を行ったことに対する加

算です。

夜勤職員の配置をしていることに対する加算です。

単位/日 /日

単位/日 /日

サービス提供体制強化加算Ⅲ

入所者の総数の要介護度区分の一定割合及び介護福祉士の

配置人員の割合に対する加算です。

職員の配置体制により加算されます。

◎個別の利用状況に応じて加算される項目

い

ず

れ

か

加

算

単位/日

単位/日

/日

/日

◎入所者の状況などにより加算される項目。

中等度以上の認知症の入所者が全体の５０％以上を占め

「認知症介護実践リーダー研修」修了者の配置に対する加

算です。

認知症専門ケア（Ⅰ）の要件を満たし「認知症介護指導者

研修」修了者が指導を行ったことに対する加算です。

い

ず

れ

か

加

算

認知症専門ケア加算Ⅰ

認知症専門ケア加算Ⅱ

死亡日の前日・前々日

死亡日

116円

32円
新規入所又は３０日を超える入院後施設に戻られた場合

３０日を限度に加算されます。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して

口腔ケアを月４回以上行ったことに対する加算です。



18 単位/日 38円 /日

12 単位/日 26円 /日

18 単位/日 38円 /日

4 単位/日 9円 /日

8 単位/日 17円 /日

18 単位/日 38円 /日

120 単位/日 253円 /日 

246 単位/日 519円 /日 

144 単位/日 304円 /日 

680 単位/日 1,434円 /日 

1280 単位/日 2,699円 /日 

特別養護老時ホーム　三芳苑　加算料金表（２割負担の方）

◎事業所体制として職員配置状況により一律に算定される項目

単位 単価

い

ず

れ

か

加

算

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位/日 76円

サービス提供体制強化加算Ⅰイ

13円

入所者の総数の要介護度区分の一定割合及び介護福祉士の

配置人員の割合に対する加算です。
日常生活継続支援加算Ⅱ 46 単位/日 97円 /日

/日

職員の配置体制により加算されます。

サービス提供体制強化加算Ⅰロ

サービス提供体制強化加算Ⅱ 6 単位/日 13円 /日

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 単位/日 /日

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 夜勤職員の配置をしていることに対する加算です。

看護体制加算（Ⅰ ） 常勤の看護師を１名以上配置しているとに対する加算で

す。看護体制加算（Ⅱ ）ロ

基本サービス費と加算の合計に８．３％を掛けた金額を

ご負担いただきます。

※食費、居住費など自己負担金は含みません。

歯科医の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対し口腔

ケアにかかる技術的助言及び指導を行ったことに対する加

算です。

栄養マネジメント加算 14 単位/日 30円 /日
常勤の管理栄養士を１名以上を配置し入所者に対して栄養

マネジメントを行っていることに対する加算です。

口腔機能維持管理体制加算 30 単位/月 64円 /月

介護職員処遇改善加算

◎入所者の状況などにより加算される項目。

い

ず

れ

か

加

算

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位/日 7円 /日

中等度以上の認知症の入所者が全体の５０％以上を占め

「認知症介護実践リーダー研修」修了者の配置に対する加

算です。

認知症専門ケア加算Ⅱ 4 単位/日 9円 /日

認知症専門ケア（Ⅰ）の要件を満たし「認知症介護指導者

研修」修了者が指導を行ったことに対する加算です。

◎個別の利用状況に応じて加算される項目

新規入所又は３０日を超える入院後施設に戻られた場合

３０日を限度に加算されます。

機能訓練指導員を１名以上配置し機能訓練を行っているこ

とに対する加算です。

口腔機能維持管理加算 110 単位/月 232円 /日

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して

口腔ケアを月４回以上行ったことに対する加算です。

個別機能訓練加算 12 単位/日 26円 /日

初期加算 30 単位/日 64円 /日

●職員配置体制などにより加算項目が、変わる場合があります。詳細は、「利用明細書」をご参照ください。

療養食加算
医師の指示に基づく食事が提供されたことに対する加算で

す。

若年性認知症入所受入加算 若年性認知症の入所者を受入したとき

外泊加算 外泊・入院された場合６日間加算されます。

看取り介護加算

死亡以前４～３０日

死亡日の前日・前々日

死亡日
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