
介護付き有料老人ホーム

ほほえみの街いわき
入居のご案内

○ 「ほほえみの街いわき」について

○ 入居対象者・入居までの流れ

○ 費用の説明

○ 安心の介護サービス・協力医療機関

○ 施設の概要

○ 施設内での生活のご様子

○ 会社概要

○ 周辺地図～アクセスマップ

○ 参考：介護保険に係る利用料一覧

○ 施設見学・体験入居のご案内

（※このパンフレットは平成30年４月現在のものです）

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

Ｐ８

Ｐ９

Ｐ10

Ｐ1１



「ほほえみの街いわき」について

ほほえみの街いわきは『介護付き有料老人ホーム』です。

≪お食事は・・・≫
お食事の提供は、談話室にて食事提供サービスを受けること
ができます。

≪その他のサービスは・・・≫
外出支援・通院付き添い・自立の方の洗濯や入浴介助等など
有料サービスで提供しています。

Ｐ２ 「ほほえみの街いわき」について

≪夜間の身守りは・・・≫
ほほえみの街いわきには、24時間介護職員が施設内におり、
夜間の安否確認も行っております。



入居までの流れ

☆ 要支援・要介護認定を受けられている方（暫定者可能）
（要支援１・２ 要介護１～５の方）

☆ 自立の方も可能です。
☆ 身元保証人のいらっしゃる方
☆ 在宅酸素・バルーン・認知症

の方も入居可能です。（応相談）

入居時の必要な書類

・介護保険証 ・介護保険負担割合証
・健康保険証
など必要とされる書類はお預かりさせていただきます。

相談から入居まで

① お問い合わせ

② ご 相 談

③ 施 設 見 学

⑤ ご自宅訪問
本人と面談

⑥ 入居判定会議

⑦ ご契約手続き

⑧ ご 入 居

資料のご請求：ご希望の方には、資料をご郵送致します。

ご入居に関する様々なご相談を承ります。

担当者が、施設居室の案内を致します。

ご入居希望者様との、ご面談にて、身体状態等の調査確認を
行ないます。（実態調査）

ご入居希望者様の実態調査に基づき、施設管理者・サービス
提供責任者等で構成される会議において、当施設でご入居が
可能かどうか、判断を致します。

入居判定会会議で「入居可能」の判断が出た場合には、入居
契約書に署名捺印を頂きます。

入居日を設定し、入居となります。

入居対象者

Ｐ３ 入居対象者 入居までの流れ



○その他の費用

費用の説明

○毎月かかる費用（Ａ）

家賃 ４５，０００円

管理費 ３０，０００円

電気代（居室内） 実費

合 計 ７５，０００円

○食費（Ｂ）

朝食 400円

昼食 500円

夕食 500円

間食 １００円

１日合計 １，５００円

月３０日の場合 ４５，０００円

*途中退去の場合には、日割計算

*外出等、欠食の場合は請求致しません。
但し、緊急時を除く、欠食届が有る場合に
限ります。

特定施設入居者生活介護（介護予防）の利用契約をされた方（※1割負担の方）

5,400円/月（要支援１）～24,000円/月（要介護５）
※自立の方は有料サービスでサービスを受けることができます。

※医療費・消耗品等（おむつ代等）は、自己負担となります。

○要介護度：「要介護２」の方（1割負担）の場合 ※詳細はP10を参照ください
■介護保険負担分（月30日の場合）
□特定施設入居者生活介護 17,970円/月 599単位/日
□特定施設夜間看護体制加算 300円/月 10単位/日
□特定施設医療機関連携加算 80円/月 80単位/月
□特定施設処遇改善加算Ⅰ 1,515円/月 ※ひと月あたりの総単位数に8.2％を乗じた単位

数

■ひと月の費用
家 賃 ４５，０００円
管理費 ３０，０００円
食事代 ４５，０００円（別途契約）
電気代 １０，０００円（冬季の平均）

合 計 149,865円 （その他医療費・消耗品等自己負担となります。）

≪1ヶ月に係る費用の一例≫■□■□■□■□■□■□■

Ｐ４ 費用の説明

*夫婦部屋に2人入居の場合には、
管理費50%増。

合計金額
（Ａ）＋（Ｂ）＝１２０，０００円 ＋ 介護保険自己負担額

※別途、居室内電気料金実費



安心の介護サービス・協力医療機関

○協力医療機関のご案内

病院名 医療法人 酒井医院

所在地 いわき市平字南町12

診療科 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科

協力内容 疾患の診察・薬の処方

Ｐ５ 安心の介護サービス・協力医療機関

○安心の介護サービス

ほほえみの街いわきは、平成23年1０月
に高齢者住宅として開設後、平成26年7月に
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けま
して「介護付き有料老人ホーム」として運営
しております。

24時間介護職員が施設内におり、安心し

て介護のサービスを受けることができます。



施設の概要

介護付き有料老人ホーム ほほえみの街いわき

鉄筋コンクリート造 地上5階建て

部屋数 ２７部屋（夫婦部屋あり）

設備
ベッド・トイレ・洗面所・流台・収納・カーテン
冷暖房エアコン・給湯器・ナースコール ☆すぐに生活が可能です

ゆったり全室2０㎡以上
※下記の設備部分を含めた広さになります。

Ｐ６ 施設の概要



施設内での生活のご様子

Ｐ７ 施設内での生活のご様子

カラオケ大会

消火訓練

マジックショー

機能訓練



会社概要

会社名 株式会社アルテディア

代 表 代表取締役 飯田道明

設 立 平成12年3月27日

資 本 資本金 100百万円（平成30年3月31日現在）

事業内容 1）介護施設運営事業
2）コンサルティング・リサーチ事業

＊介護施設運営に対する経営コンサルティング
＊介護施設開発に関するコンサルティング

本社所在地 東京都港区浜松町２-４-１世界貿易センタービル１２階

従業員数 377名＜非常勤含む＞（平成30年3月31日現在）

電話番号 03-6848-7780

FAX番号 03-6848-7789

ホームページ http://www.altidea.com

取引銀行 みずほ銀行 関西アーバン銀行 横浜銀行 静岡銀行 富士信用金庫

加入団体 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会

Ｐ８ 会社概要



介護付き有料老人ホーム

ほほえみの街 いわき
〒９７０－８０２６

福島県いわき市平字旧城跡36番地１
0

電話番号 ０２４６－３５－１５５０
担当：施設長 鈴木 美智代

（すずき みちよ）

周辺地図 アクセスマップ

Ｐ9 周辺地図～アクセスマップ



【参考】介護保険に係る利用料一覧（平成30年４月1日現在）

Ｐ10 参考：介護保険に係る利用料一覧

介護保険に係る利用料
(平成30年4月1日現在)

介護度 介護費の単位
介護費の目安
（１日）

介護費の目安
（30日分）

利用者負担分の目安

（1割負担・30日分）

利用者負担分の目安

（2割負担・30日分）

要支援1 180 1,800円 54,000円 5,400円 10,800円

要支援2 309 3,090円 92,700円 9,270円 18,540円

要介護1 534 5,340円 160,200円 16,020円 32,040円

要介護2 599 5,990円 179,700円 17,970円 35,940円

要介護3 668 6,680円 200,400円 20,040円 40,080円

要介護4 732 7,320円 219,600円 21,960円 43,920円

要介護5 800 8,000円 240,000円 24,000円 48,000円

＊サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割

合に応じた額の支払いを受けるものとする。

＊介護費は(介護費の単位)×(単位の単価)×(利用日数)で求め、小数点以下切り捨て。

＊続いて法定代理受領相当分も、介護費の割合で求め、小数点以下切り捨て。

＊利用者負担分は、介護費から法定代理受領相当分を差し引いた額です。

【加算算定内容】

＊夜間看護体制加算：10単位/日（要介護のみ） 1割負担10円/日・2割負担20円/日

＊医療機関連携加算：80単位/月（要介護・要支援） 1割負担80円/月・2割負担160円/月

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の適用があり、所定単位数に8.2％を乗じた単位数を算定させていただきます。

※利用者負担額は、「介護保険負担割合証」のとおりです。



いただくことが可能です。

◇　ご入居の条件…60歳以上の方で、要介護認定を受けておられる方。

◇　お申込み方法…体験入居ご希望日の７日前までにお電話にてお申込みください。

【体験入居料金（全て消費税込です）】

◇　室　料：１泊２日  １室　3,000円

◇　食事代：朝食＠400円　昼食＠500円　夕食＠500円　おやつ＠100円

【体験入居の際にご持参いただくもの】

★下記電話番号へご連絡ください　（受付時間：朝８時３０分～夕方５時３０分）

スタッフが丁寧にご案内いたします。

介護付き有料老人ホーム　ほほえみの街いわき

施設見学・体験入居のご案内

ほほえみの街いわきでは、お客様がより良い施設を

介護付き有料老人ホーム　ほほえみの街いわき

☎ 0246（35）1550 / FAX 0246（35）5534

★ 事前にお電話にて見学日のご予約をお願いいたします

■　施設見学

■　体験入居

■　ご予約・お申込み・お問い合わせ

☎  0246（35）1550　担当：施設長 鈴木 美智代（すずき みちよ）

〒970-8026　福島県いわき市平字旧城跡36-10

ご入居を検討中の方で、ご希望の方にはほほえみの街いわきでの生活を体験して

※ベッド・寝具は当施設でご用意いたします。

④　ご使用中の介護用品

①　健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・介護保険負担割合証（いずれも原本）

③　お薬・お薬手帳（服薬中の方）

②　生活に必要な身の回りのもの（着替え・歯ブラシ・入浴用品など）

確認していただくために、施設見学を勧めております。

お客様のより深いご理解をいただけますよう、

Ｐ11 施設見学・体験入居のご案内


