
　　　短期入所生活介護

< 併設型短期入所：多床室　>

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 5,364 円 5,985 円 6,633 円 7,254 円 7,866 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 596 円 665 円 737 円 806 円 874 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６円

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

< 併設型短期入所：従来型個室　> １日当り

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 5,364 円 5,985 円 6,633 円 7,254 円 7,866 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 596 円 665 円 737 円 806 円 874 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

　※各該当欄にチェックを入れ、利用者負担額合計を提示する。 越之湖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,１７１円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２０円

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

要介護度１ 要介護度２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８４円

要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８４円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

1割負担　　　　　　　　介護保険制度の利用者負担額

                         令和4年10月1日改正

   １日当り

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５



　　　短期入所生活介護

< 併設型短期入所：多床室　>

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 4,768 円 5,320 円 5,896 円 6,448 円 6,992 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 1,192 円 1,330 円 1,474 円 1,612 円 1,748 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

< 併設型短期入所：従来型個室　> １日当り

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 4,768 円 5,320 円 5,896 円 6,448 円 6,992 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 1,192 円 1,330 円 1,474 円 1,612 円 1,748 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

　※各該当欄にチェックを入れ、利用者負担額合計を提示する。 越之湖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,１７１円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６８円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２０円

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６８円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１２円

　　　　　　　介護保険制度の利用者負担額 2割負担

                         令和4年10月1日改正

   １日当り

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５



　　　短期入所生活介護

< 併設型短期入所：多床室　>

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 4,172 円 4,655 円 5,159 円 5,642 円 6,118 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 1,788 円 1,995 円 2,211 円 2,418 円 2,622 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

< 併設型短期入所：従来型個室　> １日当り

　１．入居者のサービス利用料金 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

　２．うち介護保険から給付される金額 4,172 円 4,655 円 5,159 円 5,642 円 6,118 円

　３．サービス利用に係わる自己負担金額 1,788 円 1,995 円 2,211 円 2,418 円 2,622 円

　４．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　

　５．看護体制加算（Ⅰ）　　

　６．看護体制加算（Ⅱ）　　

　７．夜勤職員配置加算（Ⅲ）　　

　８．機能訓練体制加算　　

　９．個別機能訓練加算　　

１０．医療連携強化加算　　

１１．療養食加算　　（1回につき）

１２．緊急短期入所受入加算

１３．送迎加算　（片道につき）　

１４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

１５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

１６．介護職員等ベースアップ等支援加算

１７．食事に係わる負担額：

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階①

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階②

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

　　　　　　　　　　　　　食事単位料金設定

１８．居住に係わる自己負担額

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第２段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第３段階

　　　　　　　　　　　　　　　被保険第４段階以上

１９．自己負担額合計（３～１８）

　※各該当欄にチェックを入れ、利用者負担額合計を提示する。 越之湖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,１７１円

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５２円

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２円

利用されたサービスの総単位数に８．３％を乗じた値

利用されたサービスの総単位数に１．６％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円（１日３回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５２円

利用されたサービスの総単位数に２．７％を乗じた値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

朝食４７０円　　　昼食５６０円　　　夕食５２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６８円

　　　　　　　介護保険制度の利用者負担額 3割負担

                         令和4年10月1日改正

   １日当り

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５


