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R3.4.1

要介護１

要介護２

基本利用料 要介護３

要介護４

要介護５

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

若年性認知症利用者受入加算

認知症行動心理症状緊急対応加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 機能訓練体制加算

加算利用料 個別機能訓練加算

看護体制加算

夜勤職員配置加算

在宅中重度受け入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に
　直接お問い合わせください。

４２７～４３９円

１３円　または　７円

保険算定費用の2.3%を加算

保険算定費用の8.3%を加算

２０７円

９円

１３円

５８円

５円　または　９円

１９円

２００円

加算項目

１９０円

緊急短期入所受入れ加算（7日間限度） ９３円

１２４円

９３８円

１，００９円

２，３００円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

短期入所生活介護利用料金表

区分 ユニット型個室

７１９円

７９０円

８６６円
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（別表１）

R3.4.1

基本利用料 要支援１

要支援２

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

加算利用料 機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 認知症行動心理症状緊急対応加算

若年性認知症受入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に直接
　　お問い合わせください。

２０７円

１２４円

１３円　または　７円

保険算定費用の8.3%を加算

保険算定費用の2.7%を加算

２００円

加算項目

１９０円

１３円

５８円

９円

５４１円

６７１円

２，３００円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

介護予防短期入所生活介護利用料金表

区分 ユニット型個室



（別表１）

R3.4.1

要介護１

要介護２

基本利用料 要介護３

要介護４

要介護５

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

若年性認知症利用者受入加算

認知症行動心理症状緊急対応加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

看護体制加算

夜勤職員配置加算

在宅中重度受け入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に
　直接お問い合わせください。

保険算定費用の8.3%を加算

短期入所生活介護利用料金表（２割負担）

区分 ユニット型個室

２００円

２０１７円

２３００円

１７３２円

１８７６円

１４３８円

１５７９円

８５４～８７８円

２５円　または　１３円

１７円

１１６円

加算項目

３８０円

１８６円緊急短期入所受入れ加算（7日間限度）

２５円

保険算定費用の2.3%を加算

４１４円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

９円　または　１７円

３７円

２４８円
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R3.4.1

基本利用料 要支援１

要支援２

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 認知症行動心理症状緊急対応加算

若年性認知症受入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に直接
　　お問い合わせください。

１３４１円

１０８１円

介護予防短期入所生活介護利用料金表

区分 ユニット型個室

１７円

４１４円

加算項目

３８０円

１１６円

２３００円

２５円

保険算定費用の8.3%を加算

保険算定費用の2.7%を加算

１３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

２００円

２４８円

２５円　または　１３円

食　費



（別表１）

R3.4.1

要介護１

要介護２

基本利用料 要介護３

要介護４

要介護５

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

若年性認知症利用者受入加算

認知症行動心理症状緊急対応加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

看護体制加算

夜勤職員配置加算

在宅中重度受け入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に
　直接お問い合わせください。

１，３０５～１，３１７円

３７円　または　１９円

保険算定費用の2.3%を加算

保険算定費用の8.3%を加算

６２０円

１９円

３７円

１７４円

１３円　または　２５円

５６円

２００円

加算項目

５７０円

緊急短期入所受入れ加算（7日間限度） ２７９円

３７２円

２８１４円

３０２５円

２３００円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

短期入所生活介護利用料金表

区分 ユニット型個室

２１５７円

２３６８円

２５９７円



特別養護老人ホーム　あったかの家みさと

（別表１）

R3.4.1

基本利用料 要支援１

要支援２

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道）

加算利用料 機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

療養食加算（１食にあたり）

加算利用料 認知症行動心理症状緊急対応加算

若年性認知症受入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

※上記は、６級地の地域加算で計算しております。
※金額は端数処理をしており、日数により変更になります。
※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
※各加算項目の発生時、条件、期間に関しての詳細は約款をご確認いただくか、生活相談員に直接
　　お問い合わせください。

２０７円

３７２円

３７円　または　１９円

保険算定費用の8.3%を加算

保険算定費用の2.7%を加算

２００円

加算項目

５７０円

３７円

１７４円

１９円

１６２１円

２０１２円

２３００円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

介護予防短期入所生活介護利用料金表

区分 ユニット型個室



（別表１）

R3.4.1
事業所番号　：　１１７１２０１１２０

要介護１

要介護２

基本利用料 要介護３

要介護４

要介護５

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

送迎加算（片道） ○

緊急短期入所受入れ加算 ○

若年性認知症受入れ加算 ○

加算利用料 認知症緊急対応加算 ○

療養食加算（１食にあたり） ○

機能訓練体制加算 ◎

個別機能訓練加算 ○

　※地域区分は 看護体制加算Ⅰ ◎

看護体制加算Ⅱ ◎

夜勤職員配置加算Ⅱ ◎

（◎…利用者全員に 在宅中重度受け入れ加算１ ○

　　　加算される項目） 在宅中重度受け入れ加算２ ○

（○…該当の場合のみ 在宅中重度受け入れ加算３ ○

　　　加算される項目） 在宅中重度受け入れ加算４ ○

サービス提供体制加算Ⅰ（イ） ○

サービス提供体制加算Ⅰ（ロ） ○

サービス提供体制加算Ⅱ ◎

サービス提供体制加算Ⅲ ○

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ◎

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ◎

※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
　　　負担限度額認定証の有無を必ずご確認いただき、所持されている方は必ずご提出ください。
　

保険算定費用の8.3%を加算／216108

１２単位／21610１

短期入所生活介護利用料金表
（居宅CM様用／ｺｰﾄﾞ付）

　６級地になります

４単位／216113

１８単位／216100

６単位／216102

４２１単位／216277

４１３単位／216279

保険算定費用の2.3%を加算／216112

８単位／216275

１２単位／216004

８単位／216115

１８単位／216119

４１７単位／216278

６単位／216103

４２５単位／216280

２００円

加算項目

１８４単位／219200

９０単位／216282

１２０単位／216109

２００単位／216121

５６単位／216005

９７６単位／212451（併ユ短期生活Ⅰ５）

２３００円

食　費 １３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

区分 ユニット型個室

６９６単位／212411（併ユ短期生活Ⅰ１）

７６４単位／212421（併ユ短期生活Ⅰ２）

８３８単位／212431（併ユ短期生活Ⅰ３）

９０８単位／212441（併ユ短期生活Ⅰ４）
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R3.4.1
事業所番号　：　１１７１２０１１２０

基本利用料 要支援１

要支援２

滞在費（課税世帯等/１日あたり）

実費利用料

日常消耗品費（1日あたり）

加算利用料 送迎加算（片道） ◎

機能訓練体制加算 ◎

個別機能訓練加算 〇

　※地域区分は 療養食加算（１食にあたり） 〇

認知症緊急対応加算 〇

若年性認知症受入れ加算 〇

（◎…利用者全員に サービス提供体制加算（Ⅰ）イ 〇

　　　加算される項目） サービス提供体制加算（Ⅰ）ロ 〇

（○…該当の場合のみ サービス提供体制加算（Ⅱ） ◎

　　　加算される項目） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ◎

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ◎

※所得によって軽減制度が適用された場合、滞在費・食費の負担額が変わります。
　　　負担限度額認定証の有無を必ずご確認いただき、所持されている方は必ずご提出ください。

特別養護老人ホーム　あったかの家みさと

短期入所生活介護利用料金表
（居宅CM様用／ｺｰﾄﾞ付）

１２０単位／246109

６４９単位／242421（予併ユ短期生活Ⅰ１）

２３００円

食　費

１８単位／246100

　６級地になります

加算項目

１８４単位／249200

１２単位／246004

８単位／246275

２００単位／246121

１２単位／24610１

６単位／246102

保険算定費用の8.3%を加算／246107

保険算定費用の2.7%を加算／246112

２００円

１３９２円

朝：３４０円

昼：６１２円

夕：４４０円

５６単位／246005

区分 ユニット型個室

５２３単位／242411（予併ユ短期生活Ⅰ１）


