
Ｒ4年10月現在　円/日

10.83
（地域単価）

１日あたり

居住費 食費 要支援１ 要支援２ 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

☆単位数 523 649 696 764 838 908 976

1日の単価 ３食 ¥566 ¥703 ¥754 ¥827 ¥908 ¥983 ¥1,057 ※１割負担の場合

第１段階 ¥820 ¥300 ¥1,686 ¥1,823 ¥1,874 ¥1,947 ¥2,028 ¥2,103 ¥2,177

第２段階 ¥820 ¥600 ¥1,986 ¥2,123 ¥1,964 ¥2,247 ¥2,328 ¥2,403 ¥2,477

第３段階① ¥1,310 ¥1,000 ¥2,876 ¥3,013 ¥3,064 ¥3,137 ¥3,218 ¥3,293 ¥3,367

第３段階② ¥1,310 ¥1,300 ¥3,176 ¥3,313 ¥3,364 ¥3,437 ¥3,518 ¥3,593 ¥3,667

第４段階 ¥2,006 ¥1,445 ¥4,017 ¥4,154 ¥4,205 ¥4,278 ¥4,359 ¥4,434 ¥4,508

１日あたり

居住費 食費 要支援１ 要支援２ 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

☆単位数 446 555 596 665 737 806 874
1日の単価 ３食 ¥483 ¥601 ¥645 ¥720 ¥798 ¥873 ¥947 ※１割負担の場合

第１段階 ¥0 ¥300 ¥783 ¥901 ¥945 ¥1,020 ¥1,098 ¥1,173 ¥1,247

第２段階 ¥370 ¥600 ¥1,453 ¥1,571 ¥1,615 ¥1,690 ¥1,768 ¥1,843 ¥1,917

第３段階① ¥370 ¥1,000 ¥1,853 ¥1,971 ¥2,015 ¥2,090 ¥2,168 ¥2,243 ¥2,317

第３段階② ¥370 ¥1,300 ¥2,153 ¥2,271 ¥2,315 ¥2,390 ¥2,468 ¥2,543 ¥2,617

第４段階 ¥855 ¥1,445 ¥2,783 ¥2,901 ¥2,945 ¥3,020 ¥3,098 ¥3,173 ¥3,247

１日あたり

居住費 食費 要支援１ 要支援２ 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

☆単位数 446 555 596 665 737 806 874
1日の単価 ３食 ¥483 ¥601 ¥645 ¥720 ¥798 ¥873 ¥947 ※１割負担の場合

第１段階 ¥320 ¥300 ¥1,103 ¥1,221 ¥1,265 ¥1,340 ¥1,418 ¥1,493 ¥1,567

第２段階 ¥420 ¥600 ¥1,503 ¥1,621 ¥1,665 ¥1,740 ¥1,818 ¥1,893 ¥1,967

第３段階① ¥820 ¥1,000 ¥2,303 ¥2,421 ¥2,465 ¥2,540 ¥2,618 ¥2,693 ¥2,767

第３段階② ¥820 ¥1,300 ¥2,603 ¥2,721 ¥2,765 ¥2,840 ¥2,918 ¥2,993 ¥3,067

第４段階 ¥1,171 ¥1,445 ¥3,099 ¥3,217 ¥3,261 ¥3,336 ¥3,414 ¥3,489 ¥3,563

・介護保険負担割合証に記載されている負担割合で利用料金が異なります。上記は１割負担で記載しております。

・介護負担限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額を一日あたりの金額とします。
☆加算について
①夜勤職員配置加算（Ⅰ）１３単位・・・１４円（従来型）
②夜勤職員配置加算（Ⅱ）１８単位・・・２０円（ユニット型）
③短期生活機能訓練体制加算１２単位・・・１３円（従来型）
④短期生活サービス提供加算（Ⅲ）６単位・・・7円（従来型）
⑤短期生活サービス提供加算（Ⅲ）６単位・・・７円（ユニット型）
⑥短期入所生活介護送迎加算１８４単位・・・２００円（片道）
⑦介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・算定した単位数の１０００分の８３に相当する単位数
⑧介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）・・・算定した単位数の１０００分の２７に相当する単位数
⑨介護職員等ベースアップ等支援加算・・・算定した単位数の１０００分の１６に相当する単位数
☆有償サービスについて おやつ代：３０円（１０時）　　７０円（１５時） その他、必要に応じて請求

従来型個室
（特別室）

多床室

従来型個室

ユニット型
（個室）

大部屋
（４人部屋）

［従来型］　愛生苑ショートステイ

料金早見表
［ユニット型］　愛生苑ショートステイ（ユニット型）



居住費及び食費の段階区分

ユニット型個室 従来型個室 多床室 食費

･　電源を必要とする電気製品使用料

冷蔵庫 １日あたり ￥５０ 電気ポット １日あたり ￥３５ パソコン １日あたり ￥３０

毛布 １日あたり ￥４０ 電子レンジ １日あたり ￥８５ 充電器 １日あたり ￥３０

27,048単位

30,938単位

要支援2

要介護1

要介護3

要介護4

要介護5

生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入
等が年間80万円以下の方
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入
等が年間80万円超120万円以下の方

36,217単位

要支援1

第４段階
上記以外の方

要介護2

区分支給限度基準額

5,032単位

10,531単位

16,765単位

上記とは別に、助成の要件となる第１号被保険者本人（６５歳以上）の預貯金等の基準について、
第２段階：６５０万円、第３段階①５５０万円、第３段階②５００万円とします。
なお、第２号被保険者（４０歳～６４歳）及び夫婦世帯における配偶者の上乗せ分は、１，０００万円
とします。

19,705単位

等が年間120万円超の方

¥1,171¥2,006

¥1,000
¥1,310

世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入

世帯全員が市町村民税非課税の老齢年金受給者 利用者負担

第１段階

対象者

¥820 ¥420 ¥600
利用者負担

利用者負担

第２段階

第３段階①

第３段階②

¥855

¥300

¥1,445
利用者負担

¥820

¥0

¥1,300

¥320

¥370

¥820

利用者負担


