
お問合せ

施設見学、入居相談などの対応いたします。

お気楽にご相談ください。

なお、当事業所においては、個人情報の保護に努めています

社会福祉法人さくら福祉会
認知症対応型共同生活介護事業所

グループホーム北山形

〒990-0057

山形市宮町1-7-11 
ＴＥＬ：023-615-6131

ＦＡＸ：023-615-6132

http://www.sakura-welfare.jp

グループホーム北山形



ご利用料金案内

ご契約時、ご入居時までの準備品

いきいき のびのび ゆうゆうと
地域とともにささえ合い安心して穏やかにくらせるその人

らしい生活を・・・

グループホームを拠点とし、利用者、ご家族、

地域の方々が気軽に立ち寄れる、開かれたホー

ムを目指します

グループホーム北山形の理念

【ご契約時に準備していただく書類】 【ご入居時に準備していただく生活用品】

介護保険被保険者証 パジャマ 夏物、冬物　各2～3組

介護負担割合証 下着（上下） 夏物、冬物　3～5組

健康保険証 靴下 夏物、冬物　3～5組

健康診断書 普段着 夏物、冬物　3～5組

印鑑 室内履物 2足

通帳、銀行印 外用履物 夏物、冬物　2足

箱ティッシュ

洗面用具 歯ﾌﾞﾗｼ、ｺｯﾌﾟ、髭剃り、義歯ｹｰｽなど

布団 2組

　（敷布団、掛け布団、枕、ﾀｵﾙｹｯﾄ、毛布、ｼｰﾂ、各ｶﾊﾞｰ、ﾗﾊﾞｰｼｰﾂなど）

衣装ケース（タンス）

タオル、バスタオル 各5枚程度

排泄物品

食器 ご飯茶碗、汁茶碗、箸

お薬、お薬手帳 杖、時計、補聴器など日常生活に必要なもの

・持参品には必ず油性ペンで、わかりやすい場所にフルネームで記名して下さい。

　無記名の物の紛失につきましては、責任を負いかねますので、ご了承願います。

・洗濯はこちらで行います。洗濯・乾燥機に耐えられるような季節や身体状況にあった

　衣類をご持参下さい。また、衣類を汚す頻度の多い方は、多めに準備して下さい。

・上記の持参品の数は入居時の目安ですので、身体的・精神的な状態など状態に応じ、

持参数をご考慮願います。

・その他の持参など、詳細については、ご契約の際にご説明させていただきます。

【利用料金(認知症対応型共同生活介護費Ⅱ）】

【各種加算】

【その他料金】

【1ヶ月の料金目安（31日計算）】

1割 1割

2割 2割

1割 1割

2割 2割

1割 1割

2割 2割

平成30年4月1日時点

（単位：円）

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1割負担 2割負担 1割負担 2割負担 1割負担 2割負担1割負担 2割負担 1割負担 2割負担 1割負担 2割負担

806 1,612 822 1,644 838 1,676743 1,486 747 1,494 782 1,564

医療連携体制加算（要支援2対象外） 39 78 若年性認知症入所者受入加算 120 240

加　　算
単位数（円）

加　　算
単位数（円）

1割負担 2割負担 1割 2割

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12 24

看取り介護加算（要支援2対象外）

144 288

初期加算 30 60 680 1,360

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月の総単位数の11.1% 1,280 2,560

項　　目 金額（円） 項　　目 金額（円）

450

その他、医療費・排泄物品・理容・日用品など実費となります。

（単位：円）

1,400

500

区　分 介護ｻｰﾋﾞｽ費 実　　費 合計金額 区　分

食費（1食あたり）

朝食 350 居住費（1日あたり）

昼食 500 光熱費（1日あたり）

夕食

介護ｻｰﾋﾞｽ費 実　　費 合計金額

要支援2
26,003

99,200

125,203
要介護3

29,516

99,200

要介護2
28,689 127,889

要介護5
30,618

128,716

52,006 151,206 59,032 158,232

要介護1
27,484 126,684

要介護4
30,067

129,818

57,379 156,579 61,236 160,436

129,267

54,968 154,168 60,134 159,334



認知症の方を対象とした事業所です。

温かい雰囲気の中で、楽しく穏やかに1日を過ごしていただけるよう、スタッ

フ一丸となりご入居者様にあったケアを提供します。

グループホーム北山形とは

グループホーム北山形では、掃除や洗濯などの家事援助を通じて、認知症の改善に取

り組んでいます。

今後も家庭的な環境と地域住民との交流のもと、入浴・排泄・食事等の介護その他の

日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、自立した日常生活を営む事が出

来るように支援していきます。

18名

（1ユニット9名×2ユニット）

入居対象

定 員

・山形市内にお住まいの方

・要支援２以上の要介護認定を受けており、認知症の診断がある方

・健康状態が安定しており、医療行為が不要な方

・少人数での共同生活を営むことに支障の無い方

よくある質問

Ｑ１．外出・外泊は可能ですか？

外出・外泊は可能です。事前にご連絡下さい。尚、食事発注後の

外出・外泊時の食費については、料金が発生しますでの、

5日前までの連絡をお願いします。

Ｑ２．面会時間は？

８時３０分から２０時までとなっています。

Ｑ３．喫煙は可能ですか？

敷地内も含め全館禁煙となっております。

Ｑ４．通院には家族の付添いは必要ですか？

当事業所の職員が通院の付き添いを行う事は可能です。

また、事業所に往診していただける医師も紹介しています。

詳細についてはお問合せ願います。

Ｑ５．事前に見学は可能です。

見学は可能です、お手数ですが、事前に見学予定の日時を

ご連絡いただきますようお願いします。

Ｑ６．床屋はありますか？

２ヶ月に１回、事業所内で美容師による訪問カットがあります。

また、近所の理髪店の利用も可能です。

Ｑ７．日用品が不足になった場合はどうすればいいのでしょうか？

預かり金がある方であれば、事業所で購入代行する事も可能です。

また、ご家族様からご持参していただくことも可能です。

Ｑ８．今の主治医を変更する必要はありますか？

変更する必要はありません。ただし、事業所での通院付添いが

必要な方につきましては、病院までの距離や診療時間などから、

変更をお願いする場合もあります。

詳細についきましてはお問合せ願います。

Ｑ９．グループホームでの看取りは可能ですか？

看取りは可能となっていますが、その時の入居者様の状態に

よっては、人員配置や設備、医療行為の有無等にて対応が

困難な場合もあります。

詳細についてはお問合せ願います。

社会福祉法人さくら福祉会
認知症対応型共同生活介護事業所

グループホーム北山形



優しさ溢れる環境の中で、地域とともに自立した生活を

18名（9名×2ユニット）の入居者様とスタッフが、ひとつの家族です。

◎少人数で共同清潔を営むことにより、

馴染みの関係が構築され、精神的な

安定が得られます。

それにより、認知症の進行が穏やかに

なってきます。

◎共同生活を送ることで、忘れかけていた

自然な日常の生活感を取り戻し、生活機能の

維持・回復が得られます。

◎馴染みの家具を持ち込み、慣れ親しんだ

居室作りができます。

◎一人ひとりが役割を持つことにより、

生き甲斐と自尊心の回復が得られます。

グループホームでのケア

自宅で過ごす1日と同じように。

そして、無理のない範囲で出来ることは自分で。

それがリハビリに繋がります。

【食事】

●スタッフと一緒に下ごしらえや調理、食材の買出し

●盛り付けや配膳の仕度、後片付け

【入浴・排泄・清掃】

●入浴・排泄・清掃・洗濯の準備、お手伝い

【外出】

●地域行事への参加

●外食、ドライブ、買い物

【レクリェーション】

●菜園、プランターでの野菜や花の栽培、収穫

●手作りおやつ

●体操や合唱
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