
 白山ぬくもりホーム
【 白山ぬくもりホーム　グループホーム入居要件】

①白山市に住所がある方

空室状況はお問い合わせください。
②要支援2～介護度5の方

③認知症と診断されている方

【グループホーム料金表】

〇31日あたり　1割負担 〇31日あたり　2割負担 〇31日あたり　3割負担

認定区分 介護費 食費 居住費 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 居住費 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 居住費 合計(31日)

要支援2 27,032円

34,100円 62,000円

123,132円 要支援2 54,064円

34,100円 62,000円

150,164円 要支援2 81,096円

34,100円 62,000円

177,196円

要介護1 28,585円 124,685円 要介護1 57,170円 153,270円 要介護1 85,755円 181,855円

要介護2 29,841円 125,941円 要介護2 59,682円 155,782円 要介護2 89,523円 185,623円

要介護3 30,701円 126,801円 要介護3 61,402円 157,502円 要介護3 92,103円 188,203円

要介護4 31,277円 127,377円 要介護4 62,554円 158,654円 要介護4 93,831円 189,931円

要介護5 31,886円 127,986円 要介護5 63,772円 159,872円 要介護5 95,658円 191,758円

【 白山ぬくもりホーム　【特別養護老人ホーム入居要件】

①白山市に住所がある方

空室状況はお問い合わせください。
②原則介護度3～5の方

【特別養護老人ホーム料金表(個室利用料金)】

〇31日あたり　1割負担 〇31日あたり　2割負担 〇31日あたり　3割負担

負担段階 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日)

第1段階

要介護3 (27,680)

(9,300) (9,920)

(46,900)

要介護3 (55,360)

(44,795) (68,200)

(168,355) 要介護3 (83,040)

(44,795) (68,200)

(196,035)
要介護4 (30,123) (48,944)

要介護5 (32,497) (51,286)

第2段階
要介護3 (27,680)

(12,090) (13,020)
(52,790)

要介護4 (30,123) (55,233)
要介護5 (32,497) (57,176)

要介護4 (60,246) (173,241) 要介護4 (90,369) (203,364)第3段階
①

要介護3 (27,680)
(20,150) (25,420)

(72,881)
要介護4 (30,123) (75,294)
要介護5 (32,497) (77,636)

第3段階
②

要介護3 (27,680)
(42,160) (25,420)

(94,891)
要介護4 (30,123) (97,304)

要介護5 (64,994) (177,989) 要介護5 (97,491) (210,486)
要介護5 (32,497) (99,646)

上記以外
要介護3 (27,680)

(44,795) (68,200)
(140,675)

要介護4 (30,123) (143,118)
要介護5 (32,497) (145,492)

【特別養護老人ホーム料金表(多床室利用料)】

〇31日あたり　1割負担 〇31日あたり　2割負担 〇31日あたり　3割負担

負担段階 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日) 認定区分 介護費 食費 家賃 合計(31日)

第1段階

要介護3 (27,680)

(9,300) (0)

(36,980)

要介護3 (55,360)

(44,795) (31,000)

(131,155) 要介護3 (83,040)

(44,795) (31,000)

(158,835)
要介護4 (30,123) (39,423)

要介護5 (32,497) (41,797)

第2段階
要介護3 (27,680)

(12,090) (11,470)
(51,240)

要介護4 (30,123) (53,284)
要介護5 (32,497) (55,626)

要介護4 (60,246) (136,041) 要介護4 (90,369) (166,164)第3段階
①

要介護3 (27,680)
(20,150) (11,470)

(58,931)
要介護4 (30,123) (61,344)
要介護5 (32,497) (63,686)

第3段階
②

要介護3 (27,680)
(42,160) (11,470)

(80,941)
要介護4 (30,123) (83,354)

要介護5 (64,994) (140,789) 要介護5 (97,491) (173,286)
要介護5 (32,497) (85,696)

上記以外
要介護3 (27,680)

(44,795) (31,000)
(103,475)

要介護4 (30,123) (105,918)
要介護5 (32,497) (108,292)

お問合せ先  白山ぬくもりホーム

住所
 〒920-0882
石川県白山市八ツ矢町124番地1

TEL  (076)275-8575
MAIL nukumori@kyuraku.jp

2022年10月現在


