
【別紙　運営規定2‐1】

料金について

（１）基本料金

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

9時間未満
負担割合

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

9時間未満

1割負担 ¥402 ¥421 ¥618 ¥634 ¥714 ¥726

2割負担 ¥803 ¥842 ¥1,236 ¥1,267 ¥1,428 ¥1,452

3割負担 ¥1,204 ¥1,263 ¥1,854 ¥1,900 ¥2,142 ¥2,178

1割負担 ¥459 ¥482 ¥731 ¥748 ¥843 ¥858

2割負担 ¥918 ¥964 ¥1,461 ¥1,496 ¥1,685 ¥1,716

3割負担 ¥1,377 ¥1,446 ¥2,191 ¥2,244 ¥2,528 ¥2,574

1割負担 ¥520 ¥545 ¥843 ¥864 ¥977 ¥993

2割負担 ¥1,040 ¥1,090 ¥1,685 ¥1,727 ¥1,954 ¥1,986

3割負担 ¥1,560 ¥1,635 ¥2,528 ¥2,590 ¥2,930 ¥2,979

1割負担 ¥578 ¥608 ¥955 ¥978 ¥1,110 ¥1,130

2割負担 ¥1,156 ¥1,215 ¥1,910 ¥1,956 ¥2,220 ¥2,259

3割負担 ¥1,734 ¥1,822 ¥2,865 ¥2,934 ¥3,329 ¥3,388

1割負担 ¥638 ¥670 ¥1,068 ¥1,094 ¥1,245 ¥1,267

2割負担 ¥1,276 ¥1,339 ¥2,135 ¥2,187 ¥2,490 ¥2,533

3割負担 ¥1,913 ¥2,008 ¥3,202 ¥3,280 ¥3,735 ¥3,800

予防給付 予防給付

事業対象者

要支援１

事業対象者

要支援１
1割負担 ¥456 2割負担 ¥912 3割負担 ¥1,367

事業対象者

要支援２

事業対象者

要支援２
1割負担 ¥468 2割負担 ¥936 3割負担 ¥1,403

要介護３ ¥5,199 ¥5,450

①（介護予防）通所介護（併設型）の利用料 令和3年度４月より

介護給付

1日あたりの利用料金（介護報酬額）

介護給付

介護保険利用時の1日当たりの自己負担額

要介護１

要介護２ ¥4,588 ¥4,817 ¥7,303 ¥7,477 ¥8,425 ¥8,578 要介護２

要介護１ ¥4,011 ¥4,207 ¥6,180 ¥6,332 ¥7,139 ¥7,259

¥8,425 ¥8,632 ¥9,766 ¥9,929 要介護３

要介護４ ¥5,777 ¥6,071 ¥9,548 ¥9,777

要介護５ ¥6,376 ¥6,692 ¥10,671 ¥10,932

1日あたりの利用料金（介護報酬額） 介護保険利用時の1日当たりの自己負担額

¥4,556

¥4,676

¥11,096 ¥11,292 要介護４

¥12,447 ¥12,665 要介護５



②各種加算関係

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

生活相談員配置等加算 ¥141 ¥15 ¥29 ¥43 若年性認知症受入加算 ¥2,616 ¥262 ¥524 ¥785

入浴介助加算（Ⅰ） ¥436 ¥44 ¥88 ¥131 生活向上グループ活動加算 ¥1,090 ¥109 ¥218 ¥218

入浴介助加算（Ⅱ） ¥599 ¥60 ¥120 ¥180 運動機能向上加算 ¥2,452 ¥246 ¥491 ¥491

中重度者ケア体制加算 ¥490 ¥49 ¥98 ¥147 栄養アセスメント加算 ¥545 ¥55 ¥109 ¥109

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ¥1,090 ¥109 ¥218 ¥327 栄養改善加算 ¥2,180 ¥218 ¥436 ¥436

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ¥2,180 ¥218 ¥436 ¥654 口腔機能向上加算Ⅰ ¥1,635 ¥164 ¥327 ¥327

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ¥610 ¥61 ¥122 ¥183 口腔機能向上加算Ⅱ ¥1,744 ¥175 ¥349 ¥349

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ¥926 ¥93 ¥186 ¥278 複数サービス実施加算Ⅰ１ ¥5,232 ¥524 ¥1,047 ¥1,047

個別機能訓練加算（Ⅱ） ¥218 ¥22 ¥44 ¥66 複数サービス実施加算Ⅰ２ ¥5,232 ¥524 ¥1,047 ¥1,047

ADL維持等加算（Ⅰ） ¥327 ¥33 ¥66 ¥99 複数サービス実施加算Ⅰ３ ¥5,232 ¥524 ¥1,047 ¥1,047

ADL維持等加算（Ⅱ） ¥654 ¥66 ¥131 ¥197 複数サービス実施加算Ⅱ ¥7,630 ¥763 ¥1,526 ¥1,526

ADL維持等加算（Ⅲ） ¥32 ¥4 ¥7 ¥10 事業所評価加算 ¥1,308 ¥131 ¥262 ¥262

認知症加算 ¥654 ¥66 ¥131 ¥197 提供体制加算Ⅰ１ ¥959 ¥96 ¥192 ¥192

若年性認知症利用者受入加算 ¥654 ¥66 ¥131 ¥197 提供体制加算Ⅰ２ ¥1,918 ¥192 ¥384 ¥384

栄養アセスメント加算 ¥654 ¥66 ¥131 ¥197 提供体制加算Ⅱ１ ¥784 ¥79 ¥157 ¥157

栄養改善加算 ¥2,180 ¥218 ¥436 ¥654 提供体制加算Ⅱ２ ¥1,569 ¥157 ¥314 ¥314

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ¥218 ¥22 ¥44 ¥66 提供体制加算Ⅲ１ ¥261 ¥27 ¥53 ¥53

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ¥54 ¥6 ¥11 ¥17 提供体制加算Ⅲ２ ¥523 ¥53 ¥105 ¥105

口腔機能向上加算（Ⅰ） ¥1,635 ¥164 ¥327 ¥491 生活機能向上連携加算Ⅰ ¥1,090 ¥109 ¥218 ¥218

口腔機能向上加算（Ⅱ） ¥1,744 ¥175 ¥349 ¥524 生活機能向上連携加算Ⅱ１ ¥2,180 ¥218 ¥436 ¥436

科学的介護推進体制加算 ¥436 ¥44 ¥88 ¥131 生活機能向上連携加算Ⅱ２ ¥1,090 ¥109 ¥218 ¥218

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ¥239 ¥24 ¥48 ¥72 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ¥218 ¥22 ¥44 ¥44

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ¥196 ¥20 ¥40 ¥59 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ ¥54 ¥6 ¥11 ¥11

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ¥65 ¥7 ¥13 ¥20 科学的介護推進体制加算 ¥436 ¥44 ¥88 ¥88

介護職員処遇改善加算Ⅰ 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 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護給付加算 介護報酬額
介護保険提供時の自己負担額

予防給付加算 介護報酬額
介護保険提供時の自己負担額

所定単位数の５９/１０００ 所定単位数の５９/１０００

所定単位数の１２/１０００ 所定単位数の１２/１０００



第11条　通所介護の利用料金　2、その他の料金

サービス種類 内　容 自己負担額

昼食費 昼食にかかわる食材料費・調理費
１食あたり
7００円

オムツ代 紙オムツ（テープタイプ・リハビリパンツ・パット等）
１枚あたり
１００円

時間延長費 １４時間以上の施設滞在
１時間あたり
１，０００円

区域外送迎費 当苑指定の送迎エリア以外
距離１ｋｍごと
２００円

サービス実施記録の複写サービス提供にかかわる各種記録
１枚あたり
１００円

クラブ活動費

クッキング・生花・工作・手芸・絵画・書道・折紙等
各種クラブ活動の材料費
日々の作品づくりの材料費
（メッセージカード・飾り物・置物等を作成し、お持
ち帰りいただきます）

参加１回につき
材料費相当額の実費

おやつ費 食事とは別に提供する飲み物および菓子類
１食あたり
１００円

【別紙　運営規定2-2】


