
甲州デイサービスセンター石和事業所（通所介護）　利用者料金表
※利用料金は介護保険負担割合によります。 2021.4

所要時間 要介護1 356 円／回 712 円／回 1,068 円／回

3時間以上 要介護2 407 円／回 814 円／回 1,221 円／回

4時間未満 要介護3 460 円／回 920 円／回 1,380 円／回

要介護4 511 円／回 1,022 円／回 1,533 円／回

要介護5 565 円／回 1,130 円／回 1,695 円／回

所要時間 要介護1 374 円／回 748 円／回 1,122 円／回

4時間以上 要介護2 428 円／回 856 円／回 1,284 円／回

5時間未満 要介護3 484 円／回 968 円／回 1,452 円／回

要介護4 538 円／回 1,076 円／回 1,614 円／回

要介護5 594 円／回 1,188 円／回 1,782 円／回

所要時間 要介護1 541 円／回 1,082 円／回 1,623 円／回

5時間以上 要介護2 640 円／回 1,280 円／回 1,920 円／回

6時間未満 要介護3 739 円／回 1,478 円／回 2,217 円／回

要介護4 836 円／回 1,672 円／回 2,508 円／回

要介護5 935 円／回 1,870 円／回 2,805 円／回

所要時間 要介護1 561 円／回 1,122 円／回 1,683 円／回

6時間以上 要介護2 664 円／回 1,328 円／回 1,992 円／回

7時間未満 要介護3 766 円／回 1,532 円／回 2,298 円／回

要介護4 867 円／回 1,734 円／回 2,601 円／回

要介護5 969 円／回 1,938 円／回 2,907 円／回

所要時間 要介護1 626 円／回 1,252 円／回 1,878 円／回

7時間以上 要介護2 740 円／回 1,480 円／回 2,220 円／回

8時間未満 要介護3 857 円／回 1,714 円／回 2,571 円／回

要介護4 975 円／回 1,950 円／回 2,925 円／回

要介護5 1,092 円／回 2,184 円／回 3,276 円／回

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

入浴介助加算（Ⅰ） 40 円／日 80 円／日 120 円／日

入浴介助加算（Ⅱ） 55 円／日 110 円／日 165 円／日

＊ 中重度者ケア体制加算 45 円／日 90 円／日 135 円／日

生活機能向上連携加算（Ⅰ）　（3か月に1回を限度） 100 円／月 200 円／月 300 円／月

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 円／月 400 円／月 600 円／月

生活機能向上連携加算（Ⅱ）　（個別機能訓練加算を算定している場合) 100 円／月 200 円／月 300 円／月

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56 円／日 112 円／日 168 円／日

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85 円／日 170 円／日 255 円／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 円／月 40 円／月 60 円／月

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 30 円／月 60 円／月 90 円／月

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 60 円／月 120 円／月 180 円／月

ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ） 3 円／月 6 円／月 9 円／月

認知症加算 60 円／日 120 円／日 180 円／日

若年性認知症利用者受入加算 60 円／日 120 円／日 180 円／日

栄養アセスメント加算 50 円／月 100 円／月 150 円／月

栄養改善加算　（月２回を限度） 200 円／回 400 円／回 600 円／回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　（6か月に1回を限度） 20 円／回 40 円／回 60 円／回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）　（6か月に1回を限度） 5 円／回 10 円／回 15 円／回

口腔機能向上加算（Ⅰ）　（月２回を限度） 150 円／回 300 円／回 450 円／回

口腔機能向上加算（Ⅱ）　（月２回を限度） 160 円／回 320 円／回 480 円／回

＊ 科学的介護推進体制加算 40 円／月 80 円／月 120 円／月

同一建物減算　 -94 円／日 -188 円／日 -282 円／日

-47 円／回 -94 円／回 -141 円／回

＊ 22 円／回 44 円／回 66 円／回

＊ 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）

食 費（昼食のみ）　※非課税 630 円／食

副食材料費（おやつ）　※非課税 60 円／回

洗濯料（事業所内）　※非課税 100 円／回

オムツ・パット料（別紙参照）　※非課税

喫茶サービス費（給茶機にてコーヒー・お茶・紅茶・フレッシュウォーターを自由に飲めます） ※非課税 100 円／日

特別な食事（利用者の選択により提供される行事食等）　※税込

教養娯楽費（習字・お花・絵画・手芸等の材料費など）　※非課税

レク費（希望者を募って行う調理レクや外出レク等）　※税込

送迎距離が片道5ｋｍ(往復10ｋｍ）を超える距離に対する自己負担金　※税込 33 円／ｋｍ

＊印の費目は全利用者が必要となります。無印の費目は利用した時に必要となります。

＊2021年度介護報酬改定に伴い、新型コロナウイルス特例措置として、2021年4月～9月までの間、基本報酬の0.1％に相当する単位数を算定いたします。
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