
別 紙

高田の郷短期入所療養介護利用料金表（消費税込）

令和元年１０月改定版

介護サービス

■基本料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室 ７，５５０円 ８，０１０円 ８，６２０円 ９，１４０円 ９，６５０円

多 床 室 ８，２９０円 ８，７７０円 ９，３８０円 ９，８９０円 １０，４２０円

■加算料金（法定給付） 介護保険負 担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

費 用 料 金 備 考

個別リハビリテーション実施加算 ２，４００円 個別リハビリテーションを２０分以上実施

した場合

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）イ １８０円

（Ⅰ）ロ １２０円

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有

する職員の割合が一定以上ある場合

夜勤職員配置加算 ２４０円 夜勤職員が基準を一人以上、上回っている

認知症ケア加算 ７６０円 単位ごとに固定した職員の配置

認知症専門ケア加算 （Ⅰ）３０円／日

（Ⅱ）４０円／日

認知症介護に係る専門的な研修を終了して

いる職員の配置。

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２，０００円 在宅での対応が困難となった利用者の受入

をした場合

緊急短期入所受入対応加算 ９００円 在宅での対応が困難となった利用者の受入

をした場合

若年性認知症利用者受入加算 １，２００円 若年性認知症入所者を受け入れた場合

送迎加算 １，８４０円 片道

療養食加算 ８０円 （１回）医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） （基本料金＋加算料金）×２．９％ 介護職員の処遇改善について計

画的に取り組んでいる場合

特別処遇改善加算（Ⅰ） （基本料金＋加算料金）×２．１％ 経験・技能を有する介護職員等の

処遇改善に取り組んでいる場合

■実費分（法定給付外） 以下の日額の全額がご負担の額です

食 費 朝食４８０円 昼食６４０円 夕食５８０円

居 住 費

従来型個室 １，７２０円

多 床 室 ６２０円

特 別 室 ２，１００円
希望により居住費の他に追加的に係る費用

仕様：専用トイレ・テレビ・冷蔵庫・応接セット

日用品費 １２０円 おしぼり、石鹸、トイレットペーパー等

教養娯楽費 ９０円 新聞、カラオケ、雑誌、将棋、レク材料費等

電 気 料 （１点）５４円 電化製品を持ち込みの場合

テレビ貸出料 １０８円 電気料含む ＊台数に限りがあります

衣類洗濯料

（大）１２９円 委託料１２９円

（中）１０８円 委託料１０８円

（小） ５４円 委託料 ５４円

理 美 容 代
調髪３，０８０円 カットのみ２，８６０円

顔剃２，６４０円 調髪＋毛染め６，１６０円

行 事 食 ２２０円 年間５～６回 年末年始等

■その他

＊ 利用者等からの依頼により嗜好品その他の物を購入した場合、実費請求とします。



別 紙

介護予防サービス

■基本料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

要支援１ 要支援２

介護予防短期入所療養介護費 （個室） ５，８００円 ７，２１０円

介護予防短期入所療養介護費 （多床室） ６，１３０円 ７，６８０円

■加算料金（法定給付） 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）イ １８０円

（Ⅰ）ロ １２０円

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有

する職員の割合が一定以上ある場合

夜勤職員配置加算 ２４０円 夜勤職員が基準を一人以上、上回っている

個別リハビリテーション実施加算
２，４００円 個別リハビリテーションを２０分以上実施

した場合

認知症専門ケア加算 （Ⅰ）３０円／日

（Ⅱ）４０円／日

認知症介護に係る専門的な研修を終了して

いる職員の配置。

送迎加算 １，８４０円 片道

療養食加算 ８０円 （１回）医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員の処遇改善について

計画的に取り組んでいる場合

（基本料金＋加算料金）×２．９％

特別処遇改善加算（Ⅰ） （基本料金＋加算料金）×２．

１％

経験・技能を有する介護職員等の処

遇改善に取り組んでいる場合

■実費分（法定給付外） 以下の日額の全額がご負担の額です

食 費 朝食４８０円 昼食６４０円 夕食５８０円

居 住 費

従来型個室 １，７２０円

多 床 室 ６２０円

特 別 室 ２，１００円
希望により居住費の他に追加的に係る費用

仕様：専用トイレ・テレビ・冷蔵庫・応接セット

日用品費 １２０円 おしぼり、石鹸、トイレットペーパー等

教養娯楽費 ９０円 新聞、カラオケ、雑誌、将棋、レク材料費等

電 気 料 （１点）５４円 電化製品を持ち込みの場合

テレビ貸出料 １０８円 電気料含む ＊台数に限りがあります

衣類洗濯料

（大）１２９円 委託料１２９円

（中）１０８円 委託料１０８円

（小） ５４円 委託料 ５４円

理 美 容 代
調髪３，０８０円 カットのみ２，８６０円

顔剃２，６４０円 調髪＋毛染め６，１６０円

行 事 食 ２２０円 年間５～６回 年末年始等

■その他

＊ 利用者等からの依頼により嗜好品その他の物を購入した場合、実費請求とします。



別 紙

高田の郷通所リハビリテーション利用料金表（消費税込）

令和元年１０月改定版

介護サービス

■基本料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１～２時間未満 ３，３１０円 ３，６００円 ３，９００円 ４，１９０円 ４，５００円

２～３時間 ３，４５０円 ４，０００円 ４，５７０円 ５，１３０円 ５，６９０円

３～４時間 ４，４６０円 ５，２３０円 ５，９９０円 ６，９７０円 ７，９３０円

４～５時間 ５，１１０円 ５，９８０円 ６，８４０円 ７，９５０円 ９，０５０円

５～６時間 ５，７９０円 ６，９２０円 ８，０３０円 ９，３５０円 １０，６５０円

６～７時間 ６，７００円 ８，０１０円 ９，２９０円 １０，８１０円 １２，３１０円

７～８時間 ７，１６０円 ８，５３０円 ９，９３０円 １１，５７０円 １３，１７０円

■加算料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

サービス提供体制加算 （Ⅰ）イ １８０円

（Ⅰ）ロ １２０円

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有する

職員の割合が一定以上ある場合

入浴加算 ５００円 入浴介助加算

リハビリテーションマネジ

メント加算（Ⅰ）

３，３００円

（月額）

個別実施計画の策定・実施・記録・評価・情報伝

達の他職種協働の体制づくり

利用者居宅を訪問、日常生活の状況と家屋の環境

確認

リハビリテーション提供体

制加算

3～4 時間 １２０円

4～5 時間 １６０円

5～6 時間 ２００円

6～7 時間 ２４０円

7 時間以上２８０円

リハビリテーションに関わる専門職の配置やリ

ハビリマネージメントに基づいてサービスを提

供している場合

短期集中個別リハビリテー

ション実施加算

１，１００円 退院日又は認定日から起算して３月以内

認知症短期集中リハビリテ

ーション実施加算（Ⅰ）

２，４００円 週 2 日を限度に個別にリハビリテーションを実施

若年性認知症利用者受入加

算

６００円 若年性認知症利用者の受け入れ

栄養改善加算 １，５００円 月 2 回限度

口腔機能向上加算 １，５００円 月 2 回限度

重度療養管理加算 １，０００円

中重度者ケア体制加算 ２００円 中重度者を 30％以上受入、定められた職員配置が

されている場合

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） （基本料金＋加算料金）×３．４％ 介護職員の処遇改善について計画

的に取り組んでいる場合

特別処遇改善加算（Ⅰ） （基本料金＋加算料金）×２．０％ 経験・技能を有する介護職員等の処

遇改善に取り組んでいる場合

■実費分（法定給付外） 以下の料金の全額がご負担の額です

食 費 昼食 ６４０円 ※希望により 朝食４８０円 夕食５８０円

日 用 品 費 １２０円 おしぼり、石鹸,トイレットペーパー、ペーパータオル,消毒剤等

教養娯楽費 ８０円 新聞、雑誌、レク材料等

排 泄 用 品

紙 オ ム ツ １枚 １８０円 フラットタイプ １枚 ８０円

紙 パ ン ツ １枚 １４０円 尿パッド １枚 ３０円

ワイド尿パッド １枚 ３５円

延長料金 ３０分を超える毎に２５０円（１０時間を超えたご利用の場合）



介護予防サービス

■基本料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

要支援１ 要支援２

介護予防通所リハビリテーション費 １７，２１０円 ３６，３４０円

■加算料金（法定給付）【日額】 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

サービス提供体制加算 要支援１

（Ⅰ）イ ７２０円

（Ⅰ）ロ ４８０円

要支援２

（Ⅰ）イ １，４４０円

（Ⅰ）ロ ９６０円

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有する

職員の割合が一定以上ある場合

運動器機能向上加算 ２，２５０円 利用者の運動器の機能向上を目的とする

栄養改善加算 １，５００円 低栄養状態の改善等を目的とする

口腔機能向上加算 １，５００円 口腔機能の向上を目的とする

選択的サービス

複数実施加算

1 ４，８００円

2 ７，０００円

事業所評価加算 １，２００円 選択的サービスを６０％に実施した場合に算定

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （基本料金＋加算料金）×３．４％ 介護職員の処遇改善について計画的

に取り組んでいる場合

特別処遇改善加算（Ⅰ） （基本料金＋加算料金）×２．０％ 経験・技能を有する介護職員等の処遇

改善に取り組んでいる場合

■実費分（法定給付外） 介護サービスと同様になります。



別 紙

介護老人保健施設高田の郷入所利用料金表（消費税込）

令和 元年１０月改定版

■基本料金（法定給付）【日額】介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室 ７，０１０円 ７，４６０円 ８，０８０円 ８，６００円 ９，１１０円

多 床 室 ７，７５０円 ８，２３０円 ８，８４０円 ９，３５０円 ９，８９０円

■加算料金（法定給付） 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。

種 類 日 額 備 考

初期加算 ３００円 入所した日から３０日間

認知症ケア加算 ７６０円 単位ごとに固定した職員の配置

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）イ １８０円

（Ⅰ）ロ １２０円

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有する職

員の割合が一定以上ある場合

外泊加算 ３，６２０円 １月６日間まで

外泊時の在宅サービス利用費用 ８，０００円 １月６日間まで。退所見込者の試行外泊時サービス提供。

短期集中リハビリ実施加算 ２，４００円 入所日より３ヶ月間 退院・退所後又は認定後実施

認知症短期集中リハビリ実施加算 ２，４００円 入所日より３ヶ月間 中重度の認知症が対象者

夜勤職員配置加算 ２４０円 夜勤職員が基準を一人以上、上回っている

若年性認知症者受入加算 １，２００円 若年性認知症入所者を受け入れた場合

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４，５００円 （１回）居宅訪問。退所目的の計画及び診療方針。

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４，８００円 （１回）生活機能の改善目標設定、退所後の支援

試行的退所時指導加算 ４，０００円 （１回）該当の場合

退所時情報提供加算 ５，０００円 （１回）該当の場合

退所前連携加算 ５，０００円 （１回）該当の場合

栄養マネジメント加算 １４０円 栄養ケア計画の策定・実施・評価を実施した場合

再入所時栄養連携加算 ４，０００円 （１回）該当の場合

経口維持加算（Ⅰ） ４，０００円／月 摂食機能障害が認められる場合

経口移行加算 ２８０円 口から食べられるよう医師の指示による栄養管理

療養食加算 ６０円 （１回）医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合

在宅復帰支援機能加算 １００円／日
在宅復帰率３０％を超え、居宅訪問や居宅サービス

事業所との連携を図っている場合。

認知症情報提供加算 ３，５００円 認知症の確定診断のため専門機関に情報提供する

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２，０００円 在宅生活が困難となった利用者の受入をした場合

褥瘡マネジメント加算 １００円／月
３ヶ月に１回。褥瘡発生関連リスクのある場合の評

価とケア計画の作成。

排せつ支援加算 １，０００円／月 排泄に介護を要する入所者に対し支援計画を作成した場合

ターミナルケア加算

１６，５００円／死亡日

８，２００円／２～３日

１，６００／４～３０日

医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見

込みがないと判断し、本人及び家族等の同意を得た上で、

看護職員や介護職員等が共同して看取り支援を行う場合。

地域連携診療計画情報提供加算 ３，０００円 病院に対し診療情報を文書により提供した場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算 １，２５０円 在宅当該主治の医師との連携により内服薬が減少した場合

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） （基本料金＋加算料金）×２．９％ 介護職員の処遇改善について計

画的に取り組んでいる場合

特別処遇改善加算（Ⅰ） （基本料金＋加算料金）×２．１％ 経験・技能を有する介護職員等の

処遇改善に取り組んでいる場合



■実費分（法定給付外） 以下の日額の全額がご負担の額です

居 住 費

従来型個室 １，７２０円

多 床 室 ６２０円

特 別 室 ２，１００円
希望により居住費の他に追加的に係る費用

仕様：専用トイレ・テレビ・冷蔵庫・応接セット

食 費 １，７００円 朝食４８０円 昼食６４０円 夕食５８０円

日 用 品 費 １２０円 おしぼり、石鹸、トイレットペーパー等

教養娯楽費 ９０円 新聞、カラオケ、雑誌、将棋、レク材料費等

電 気 料 (１点)５４円 電化製品を持ち込みの場合

衣 類 洗 濯 料(1点) (大)１２９円 委託料 (中)１０８円 委託料 (小) ５４円 委託料

理 美 容 代
調髪３，０８０円 カットのみ２，８６０円

顔剃２，６４０円 調髪＋毛染め６，１６０円

行 事 食 （１食あたり）２２０円 年間５～６回 年末年始等

診 断 書 ５，５００円 精神障害者手帳交付申請等

インフルエンザ予防接種 実費料金をいただきます

■その他 ※利用者等からの依頼により嗜好品その他の物を購入した場合、実費請求とします。



認知症対応型共同生活介護（グループホーム敬寿） 利用料金表

令和 1 年１０月

１．保険対象（基本料金：自己負担は介護保険負担割合証に記載された負担割合）

①１割負担の場合

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護費 介護予防短期利用共同生活介護費

要支援２ 757 円／日(×31 日=23,467 円) 785 円／日

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護費 短期利用共同生活介護費

要介護１ 761 円／日(×31 日＝23,591 円) 789 円／日

要介護２ 797 円／日(×31 日＝24,707 円) 825 円／日

要介護３ 820 円／日(×31 日＝25,420 円) 849 円／日

要介護４ 837 円／日(×31 日＝25,947 円) 865 円／日

要介護５ 854 円／日(×31 日＝26,474 円) 882 円／日

２．加算（①②③④を頂いております）

①初期加算（入居から 30 日のみ） 30 円／日(×30 日=900 円)

②サービス提供体制強化加算Ⅰ

・Ⅰ(イ)18 円/日・Ⅰ(ロ)12 円／日・Ⅱ6 円／日・Ⅲ6 円／日

Ⅰ(イ)介護福祉士が占める割合が 6割以上

Ⅰ(ロ)介護福祉士が占める割合が 5割以上

Ⅱ常勤の介護職員が 75%以上

Ⅲ3 年以上の介護職員が 30%以上

③介護職員処遇改善加算Ⅱ (基本料金＋加算料金)×8.1％／月

④介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ (基本料金＋加算料金)×3.1％／月

⑤認知症専門ケア加算 （Ⅰ）3円／日 （Ⅱ）4 円／日

⑥夜間ケア加算 （Ⅰ）50 円／日 （Ⅱ）25 円／日

⑦退居時相談援助加算 400 円（利用者 1 人につき 1回を限度）

３．保険対象外（全額自己負担になります）

その他費用 利用料(①+②+③=93,180 円)＋④実費 短期利用料

①入居費 48,000 円／月 1,640 円/日

②食材料費 27,680 円／月 朝 360 円 昼 360 円 夕 520 円

③光熱水費 17,500 円／月

④その他

立替分

・関係医療機関への受診診療費等 ・理美容代等

・外出時の施設入場料や飲食代等 ・日常生活に必要な物等

４．認知症対応型共同生活介護の 1 ヶ月 31 日計算の利用料金

基本料金 加算① 加算② 加算③ 加算④ 保険対象外 合計(加算①+加算②+加算③+加算④＋保険対象外)+④

要支援２ 23,467

900

(入居か

ら 30 日

のみ)

558

2,018 772

93,180

( 1 +②+③)

120,895 円（+④その他立替分）

要介護１ 23,591 2,028 776 121,033 円（+④その他立替分）

要介護２ 24,707 2,119 811 122,275 円（+④その他立替分）

要介護３ 25,420 2,177 833 123,068 円（+④その他立替分）

要介護４ 25,947 2,219 849 123,653 円（+④その他立替分）

要介護５ 26,474 2,262 865 124,239 円（+④その他立替分）



認知症対応型共同生活介護（グループホーム敬寿） 利用料金表

令和 1年 10 月

１．保険対象（基本料金：自己負担は介護保険負担割合証に記載された負担割合）

②２割負担の場合

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護費 介護予防短期利用共同生活介護費

要支援２ 1,514 円／日(×31 日=46,934 円) 1,570 円／日

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護費 短期利用共同生活介護費

要介護１ 1,522 円／日(×31 日＝47,182 円) 1,578 円／日

要介護２ 1,594 円／日(×31 日＝49,414 円) 1,650 円／日

要介護３ 1,640 円／日(×31 日＝50,840 円) 1,698 円／日

要介護４ 1,674 円／日(×31 日＝51,894 円) 1,730 円／日

要介護５ 1,708 円／日(×31 日＝52,948 円) 1,764 円／日

２．加算（①②③④を頂いております）

①初期加算（入居から 30 日のみ） 30 円／日(×30 日=900 円)

②サービス提供体制強化加算Ⅰ

・Ⅰ(イ)18 円/日・Ⅰ(ロ)12 円／日・Ⅱ6 円／日・Ⅲ6 円／日

Ⅰ(イ)介護福祉士が占める割合が 6割以上

Ⅰ(ロ)介護福祉士が占める割合が 5割以上

Ⅱ常勤の介護職員が 75%以上

Ⅲ3 年以上の介護職員が 30%以上

③介護職員処遇改善加算Ⅱ (基本料金＋加算料金)×8.1％／月

④介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ (基本料金＋加算料金)×3.1％／月

⑤認知症専門ケア加算 （Ⅰ）3円／日 （Ⅱ）4 円／日

⑥夜間ケア加算 （Ⅰ）50 円／日 （Ⅱ）25 円／日

⑦退居時相談援助加算 400 円（利用者 1 人につき 1回を限度）

４．保険対象外（全額自己負担になります）

その他費用 利用料(①+②+③=93,180 円)＋④実費 短期利用料

①入居費 48,000 円／月 1,640 円/日

②食材料費 27,680 円／月 朝 360 円 昼 360 円 夕 520 円

③光熱水費 17,500 円／月

④その他

立替分

・関係医療機関への受診診療費等 ・理美容代等

・外出時の施設入場料や飲食代等 ・日常生活に必要な物等

４．認知症対応型共同生活介護の 1 ヶ月 31 日計算の利用料金

基本料金 加算① 加算② 加算③ 加算④ 保険対象外 合計(加算①+加算②+加算③+加算④＋保険対象外)+④

要支援２ 46,934

900

(入居か

ら 30 日

のみ)

558

3,919 1,500

93,180

(①+②+③)

146,911 円（+④その他立替分）

要介護１ 47,182 3,939 1,507 147,266 円（+④その他立替分）

要介護２ 49,414 4,120 1,577 149,749 円（+④その他立替分）

要介護３ 50,840 4,236 1,621 151,335 円（+④その他立替分）

要介護４ 51,894 4,321 1,653 152,506 円（+④その他立替分）

要介護５ 52,948 4,406 1,686 153,678 円（+④その他立替分）



認知症対応型共同生活介護（グループホーム敬寿） 利用料金表

令和 1年１０月

１．保険対象（基本料金：自己負担は介護保険負担割合証に記載された負担割合）

③３割負担の場合

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護費 介護予防短期利用共同生活介護費

要支援２ 2,271 円／日(×31 日=70,401 円) 2,355 円／日

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護費 短期利用共同生活介護費

要介護１ 2,283 円／日(×31 日＝70,773 円) 2,367 円／日

要介護２ 2,391 円／日(×31 日＝74,121 円) 2,475 円／日

要介護３ 2,460 円／日(×31 日＝76,260 円) 2,547 円／日

要介護４ 2,511 円／日(×31 日＝77,841 円) 2,595 円／日

要介護５ 2,562 円／日(×31 日＝79,422 円) 2,646 円／日

２．加算（①②③④を頂いております）

①初期加算（入居から 30 日のみ） 30 円／日(×30 日=900 円)

②サービス提供体制強化加算Ⅰ

・Ⅰ(イ)18 円/日・Ⅰ(ロ)12 円／日・Ⅱ6円／日・Ⅲ6円／日

Ⅰ(イ)介護福祉士が占める割合が 6 割以上

Ⅰ(ロ)介護福祉士が占める割合が 5 割以上

Ⅱ常勤の介護職員が 75%以上

Ⅲ3年以上の介護職員が 30%以上

③介護職員処遇改善加算Ⅱ (基本料金＋加算料金)×8.1％／月

④介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ (基本料金＋加算料金)×3.1％／月

⑤認知症専門ケア加算 （Ⅰ）3 円／日 （Ⅱ）4円／日

⑥夜間ケア加算 （Ⅰ）50 円／日 （Ⅱ）25 円／日

⑦退居時相談援助加算 400 円（利用者 1人につき 1 回を限度）

３．保険対象外（全額自己負担になります）

その他費用 利用料(①+②+③=93,180 円)＋④実費 短期利用料

①入居費 48,000 円／月 1,640 円/日

②食材料費 27,680 円／月 朝 360 円 昼 360 円 夕 520 円

③光熱水費 17,500 円／月

④その他

立替分

・関係医療機関への受診診療費等 ・理美容代等

・外出時の施設入場料や飲食代等 ・日常生活に必要な物等

４．認知症対応型共同生活介護の 1ヶ月 31 日計算の利用料金

基本料金 加算① 加算② 加算③ 加算④ 保険対象外 合計(加算①+加算②+加算③+加算④＋保険対象外)+④

要支援２ 70,401

900

(入居か

ら 30 日

のみ)

558

5,820 2,227

93,180

(①+②+③)

173,086 円（+④その他立替分）

要介護１ 70,773 5,850 2,239 173,500 円（+④その他立替分）

要介護２ 74,121 6,121 2,342 177,222 円（+④その他立替分）

要介護３ 76,260 6,295 2,409 179,602 円（+④その他立替分）

要介護４ 77,841 6,423 2,458 181,360 円（+④その他立替分）

要介護５ 79,422 6,551 2,507 183,118 円（+④その他立替分）



別表

令和 元年 10 月１日～

小規模多機能型居宅介護事業所本町楽寿の家料金表

１．介護保険対象サービス

※月定額（以下の金額の１割がご負担額です）※介護保険２割・３割負担の方

は別に定めます。

サービスの内容及び利用回数は、居宅サービス計画によって決まります。

登録者の要介護度

要支援１ ３４，１８０円／月

要支援２ ６９，０８０円／月

要介護１ １０３，６４０円／月

要介護２ １５２，３２０円／月

要介護３ ２２１，５７０円／月

要介護４ ２４４，５４０円／月

要介護５ ２６９，６４０円／月

各種加算

①初期加算 ３０単位／日

登録した日から起算して３０日の期間、３０日を超える

入院後の再利用も同様

②認知症加算（医師の診断書に基づき）

認知症 Ⅰ ８００単位／月

認知症 Ⅱ ５００単位／月

③訪問体制強化加算 １，０００単位／月

④総合マネジメント加算 １，０００単位／月

⑤看護職員配置加算（Ⅰ） ９００単位／月

⑥看取り連携体制加算 ６４単位／日

⑦サービス提供体制加算（Ⅰ）イ ６４０単位／月

⑧処遇改善加算Ⅱ （所定単位数に 7.4％乗じた単位数）

⑨特定処遇改善加算Ⅰ

（所定単位数に 1.5％乗じた単位数）



２．介護保険対象外サービス（契約書第８条３項参照）

以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の（利用者）の負担となります。

（１）食事の提供

ご契約者に提供する食事及び間食にかかる費用です。

朝食：３９０円 昼食：５２０円 夕食：５１０円

間食（１回）： ３０円

（２）レクリエーション

ご契約者の希望によりレクリエーションに参加できます。

その際、場合によっては材料費等の実費を頂きます。

（３）宿泊費

１泊： １，９７０円（居住費）

（４）日用品・教養娯楽費

１回の利用につき：４０円

（おしぼり、石鹸、トイレットペーパー、新聞、雑誌、将棋等）
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