
令和1年10月1日現在

/１日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 586 単位 654 単位 724 単位 792 単位 859 単位

看護体制加算(Ⅲ)イ

看護体制加算(Ⅳ)イ

サービス提供体制加算Ⅱ

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

食費

滞在費

※送迎を希望される方は片道につき１８４円の自己負担がかかり ます。

※社会福祉法人による減免制度を実施しております。

/１日

食費 居住費

300円 0円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

300円 300円 300円 300円 300円

2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円

※１　厚生労働大臣が定める一単位の単価（１単位＝10.33円）に基づいて計算しております。

※２　端数処理の都合上、1日の料金に7を乗じても7日の料金とは一致しません。

料金や利用についてのお問い合わせは生活相談員までお問い合わせ下さい。
ご見学はいつでも可能です。お気軽にお越しください。

            ℡049-285-5555

保険外

看護体制加算（4～23単位/日)　サービス提供強化加算(6～18単位/日)　

介護度共通 6 単位

月の利用単位数合計の1000分の23に相当する単位数

介護度共通 13 単位

1,392円

855円

利用者負担段階

合計(１日分)

合計(７日分)

夜勤職員配置加算(13～15単位/日)　緊急短期入所受入加算(90単位/日) 

※職員体制や入居の状況等により下記の加算を算定致します。

利用者負担第１段階
生活保護受給者または老齢福祉年金
受給者で世帯全員が市町村民税非課
税の方

参考料金

♪　サービス料金一覧表　♪

【基本】

保険内

介護度共通12単位

介護度共通23単位

　月の利用単位数合計の1000分の60に相当する単位数

サービス種別　　短期入所生活介護（ショートステイ）



令和1年10月1日現在

/１日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 586 単位 654 単位 724 単位 792 単位 859 単位

看護体制加算(Ⅲ)イ

看護体制加算(Ⅳ)イ

サービス提供体制加算Ⅱ

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

食費

滞在費

※送迎を希望される方は片道につき１８４円の自己負担がかかり ます。

※社会福祉法人による減免制度を実施しております。

/１日

食費 居住費

390円 370円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1,476円 1,553円 1,631円 1,707円 1,782円

10,333円 10,865円 11,413円 11,946円 12,470円

※１　厚生労働大臣が定める一単位の単価（１単位＝10.33円）に基づいて計算しております。

※２　端数処理の都合上、1日の料金に7を乗じても7日の料金とは一致しません。

料金や利用についてのお問い合わせは生活相談員までお問い合わせ下さい。
ご見学はいつでも可能です。お気軽にお越しください。

            ℡049-285-5555

♪　サービス料金一覧表　♪
サービス種別　　短期入所生活介護（ショートステイ）

【基本】

保険内

介護度共通12単位

介護度共通23単位

介護度共通 6 単位

介護度共通 13 単位

　月の利用単位数合計の1000分の60に相当する単位数

月の利用単位数合計の1000分の23に相当する単位数

保険外
1,392円

855円

利用者負担段階

利用者負担第２段階
本人及び世帯全員が市町村民税非課
税で、本人の収入が８０万円以下の方

参考料金

合計(１日分)

合計(７日分)

※職員体制や入居の状況等により下記の加算を算定致します。

看護体制加算（4～23単位/日)　サービス提供強化加算(6～18単位/日)　

夜勤職員配置加算(13～15単位/日)　 緊急短期入所受入加算(90単位/日) 



令和1年10月1日現在

/１日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 586 単位 654 単位 724 単位 792 単位 859 単位

看護体制加算(Ⅲ)イ

看護体制加算(Ⅳ)イ

サービス提供体制加算Ⅱ

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

食費

滞在費

※送迎を希望される方は片道につき１８４円の自己負担がかかり ます。

※社会福祉法人による減免制度を実施しております。

/１日

食費 居住費

650円 370円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1,736円 1,813円 1,891円 1,967円 2,042円

12,153円 12,685円 13,233円 13,766円 14,290円

※１　厚生労働大臣が定める一単位の単価（１単位＝10.33円）に基づいて計算しております。

※２　端数処理の都合上、1日の料金に7を乗じても7日の料金とは一致しません。

料金や利用についてのお問い合わせは生活相談員までお問い合わせ下さい。
ご見学はいつでも可能です。お気軽にお越しください。

            ℡049-285-5555

♪　サービス料金一覧表　♪
サービス種別　　短期入所生活介護（ショートステイ）

【基本】

保険内

介護度共通12単位

介護度共通23単位

介護度共通 6 単位

介護度共通 13 単位

　月の利用単位数合計の1000分の60に相当する単位数

月の利用単位数合計の1000分の23に相当する単位数

保険外
1,392円

855円

利用者負担段階

利用者負担第3段階
本人及び世帯全員が市町村民税非課
税で、本人の収入が８０万円を超える
方

参考料金

合計(１日分)

合計(７日分)

※職員体制や入居の状況等により下記の加算を算定致します。

看護体制加算（4～23単位/日)　サービス提供強化加算(6～18単位/日)　 

夜勤職員配置加算(13～15単位/日)　 緊急短期入所受入加算(90単位/日)



令和1年10月1日現在

/１日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 586 単位 654 単位 724 単位 792 単位 859 単位

看護体制加算(Ⅲ)イ

看護体制加算(Ⅳ)イ

サービス提供体制加算Ⅱ

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

食費

滞在費

※送迎を希望される方は片道につき１８４円の自己負担がかかり ます。

※社会福祉法人による減免制度を実施しております。

/１日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

3,026円 3,103円 3,181円 3,257円 3,332円

21,183円 21,715円 22,263円 22,796円 23,320円

3,742円 3,895円 4,052円 4,203円 4,354円

26,195円 27,259円 28,356円 29,422円 30,469円

4,458円 4,687円 4,923円 5,149円 5,375円

31,207円 32,803円 34,448円 36,047円 37,618円

※１　厚生労働大臣が定める一単位の単価（１単位＝10.33円）に基づいて計算しております。

※２　端数処理の都合上、1日の料金に7を乗じても7日の料金とは一致しません。

料金や利用についてのお問い合わせは生活相談員までお問い合わせ下さい。
ご見学はいつでも可能です。お気軽にお越しください。

            ℡049-285-5555

♪　サービス料金一覧表　♪
サービス種別　　短期入所生活介護（ショートステイ）

【基本】

保険内

介護度共通12単位

介護度共通23単位

合計(１日分)　※２割負担

合計(７日分)　※２割負担

合計(１日分)　※３割負担

合計(７日分)　※３割負担

参考料金

夜勤職員配置加算(13～15単位/日)　 緊急短期入所受入加算(90単位/日)

合計(１日分)

合計(７日分)

※職員体制や入居の状況等により下記の加算を算定致します。

看護体制加算（4～23単位/日)　サービス提供強化加算(6～18単位/日)　 

介護度共通 6 単位

介護度共通 13 単位

　月の利用単位数合計の1000分の60に相当する単位数

月の利用単位数合計の1000分の23に相当する単位数

保険外
1,450円

※食費は1日分を記載しております。内訳（朝食　310円　昼食　650円　夕食　490円）

860円


