
 

短期入所生活介護事業所鈴が峰 利用料金表 

１ 基本料金《１割負担の方》                    ２０２１年８月１日現在 

 １週間の料金（７日分） １日の料金 

多床室 

要支援１ ３，６８２円 ５２６円 

要支援２ ４，５５７円 ６５１円 

要介護１ ５，０２６円 ７１８円 

要介護２ ５，５８６円 ７９８円 

要介護３ ６，１５３円 ８７９円 

要介護４ ６，７２０円 ９６０円 

要介護５ ７，２７３円 １，０３９円 

居住費 

標    準   ５，９５０円 

第３段階   ２，５９０円 

第２段階   ２，５９０円 

第１段階        ０円 

標    準    ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

その他 

食費 

朝食（７食）２，７３０円 

昼食（７食）３，５００円 

夕食（７食）３，５００円 

朝食（１食） ４００円 

昼食（１食）  ５２０円 

夕食（１食）  ５２０円 

第３段階  ４，５５０円 

第２段階  ２，７３０円 

第１段階 ２，１００円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

送迎費用 （片道）２１０円（往復）４２０円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算（要介護のみ）・介護職員処

遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３  その他 

(1) 被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己

負担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 



 

短期入所生活介護事業所鈴が峰 利用料金表 

１ 基本料金《２割負担の方》                    ２０２１年８月１日現在 

 １週間の料金（７日分） １日の料金 

多床室ご利用の方 

要支援１ ７，３６４円 １，０５２円 

要支援２ ９，１１４円 １，３０２円 

要介護１ １０，０５２円 １，４３６円 

要介護２ １１，１７２円 １，５９６円 

要介護３ １２，３０６円 １，７５８円 

要介護４ １３，４４０円 １，９２０円 

要介護５ １４，５４６円 ２，０７８円 

居住費 

標    準   ５，９５０円 

第３段階   ２，５９０円 

第２段階   ２，５９０円 

第１段階        ０円 

標    準    ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

その他 

食費 

朝食（７食）２，７３０円 

昼食（７食）３，５００円 

夕食（７食）３，５００円 

朝食（１食） ４００円 

昼食（１食）  ５２０円 

夕食（１食）  ５２０円 

第３段階  ４，５５０円 

第２段階  ２，７３０円 

第１段階 ２，１００円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

送迎費用 （片道）３９０円（往復）７８０円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算（要介護のみ）・介護職員処

遇改善加算(Ⅰ) ・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３  その他 

(1) 被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己

負担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 



短期入所生活介護事業所鈴が峰 利用料金表 

１ 基本料金《３割負担の方》                    ２０２１年８月１日現在 

 １週間の料金（７日分） １日の料金 

多床室 

要支援１ １１，０４６円 １，５７８円 

要支援２ １３，６７１円 １，９５３円 

要介護１ １５，０７８円 ２，１５４円 

要介護２ １６，７５８円 ２，３９４円 

要介護３ １８，４５９円 ２，６３７円 

要介護４ ２０，１６０円 ２，８８０円 

要介護５ ２１，８１９円 ３，１１７円 

居住費 

標    準   ５，９５０円 

第３段階   ２，５９０円 

第２段階   ２，５９０円 

第１段階        ０円 

標    準    ８５０円 

第３段階      ３７０円 

第２段階      ３７０円 

第１段階        ０円 

その他 

食費 

朝食（７食）２，７３０円 

昼食（７食）３，５００円 

夕食（７食）３，５００円 

朝食（１食） ４００円 

昼食（１食）  ５２０円 

夕食（１食）  ５２０円 

第３段階  ４，５５０円 

第２段階  ２，７３０円 

第１段階 ２，１００円 

第３段階      ６５０円 

第２段階      ３９０円 

第１段階      ３００円 

送迎費用 （片道）５７０円（往復）１１４０円 

上記利用料金は概算となります。 

※ 基本料金には．サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算（要介護のみ）・介護職員処

遇改善加算(Ⅰ) ・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。 

２  その他の料金 

(1) 理美容代    実  費 

(2) 行事参加や利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費をいただきます。 

３  その他 

(1) 被爆者健康手帳をお持ちの方は，１の基本料金が免除されますが，食費・居住費 (滞在費)は，自己

負担となります。 

(2) 利用料の減免制度がございます。ご希望の方は担当相談員までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 



処遇改善加算Ⅰ
介護職員等

特定処遇改善加算Ⅰ
食費

介護度 １割負担分 介護度 1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方

要介護１ 592円 入浴介助加算
サービス提供体制
加算Ⅱ

要介護１
696円

（＋食費）
1,392円

（＋食費）
2,088円

（＋食費）

要介護２ 700円 40円 18円 要介護２
840円

（＋食費）
1,680円

（＋食費）
2,520円

（＋食費）

要介護３ 807円 中重度ケア体制加算 要介護３
913円

（＋食費）
1,826円

（＋食費）
2,739円

（＋食費）

要介護４ 915円 45円 要介護４
1,019円

（＋食費）
2、038円
（＋食費）

3、057円
（＋食費）

要介護５ 1,023円 要介護５
1,129円

（＋食費）
2,258円

（＋食費）
3,387円

（＋食費）

※上記の料金には送迎費用が含まれます。

　　（事業所が送迎を行わない場合、片道-47単位を算定します）

↓

処遇改善加算Ⅰ
介護職員等

特定処遇改善加算Ⅰ
食費

介護度 １割負担分 介護度 1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方

※デイサービス利用時間は，【9：45～15：15】の5.5時間です。

※被爆者健康手帳をお持ちの方は，基本料金が免除されます。

　　（食事代のみ自己負担となります。）

※特別な制作物の費用につきましては実費をいただきます。

※体験利用や見学希望などがありましたら，お気軽にご連絡ください。　　

↑
（地域区分　10.45を含みます）

■要支援の方■

デイサービスセンター鈴が峰　料金表

■要介護の方■ 2021年4月1日現在

基本料金（1日） 1日の利用料金

左記の料金と合わせる加算

基本料金の
0.059％を加算

基本料金の
0.012％を加算

1食 300円
（おやつ代

含）

基本料金（1ヶ月） 1ヶ月の利用料金

左記の料金に含まれる加算

基本料金の
0.059％を加算

基本料金の
0.012％を加算

1食 300円
（おやつ代

含）
要支援１ 1,672円 サービス提供体制加算Ⅰ11

（要支援１、要支援２※週1回）
サービス提供体制加算Ⅰ12

（要支援２※週2回） 要支援１
1,972円

（＋食費）
3,944円

（＋食費）
5,916円

（＋食費）

要支援２ 3,428円 72円 144円
要支援２
（週1回）

1,972円
（＋食費）

3,944円
（＋食費）

5,916円
（＋食費）

要支援２
（週2回）

3,807円
（＋食費）

7,614円
（＋食費）

11,421円
（＋食費）


