令和３年４⽉１⽇より

v介護⽼⼈保健施設

あいの郷v
●1 割負担

利⽤料⾦のご案内（短期⼊所療養介護）
個

室

多床室(⼆⼈室・四⼈室)

７52 単位（763 円）

827 単位（839 円）

799 単位（811 円）

876 単位（889 円）

要介護３

861 単位（873 円）

939 単位（953 円）

要介護４

914 単位（927 円）

991 単位（1,005 円）

要介護５

966 単位（980 円）

1,045 単位（1,060 円）

施設サービス費

要介護１
要介護２

サービス提供体制加算Ⅱ

18 単位（19 円）

夜勤職員配置加算

24 単位（25 円）
184 単位（187 円）

送迎加算 （⽚道）

8 単位/⾷（9 円/⾷）

療養⾷加算

240 単位（244 円）

個別リハビリテーション実施加算

76 単位（77 円）

認知症ケア加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 39 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の１割が⾃⼰負担となります

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 21 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の１割が⾃⼰負担となります

新型コロナウイルス感染症への対応
合計単位数に 1000 分の 1 を乗じた単位数に、10.14 円を乗じ
（ R3.9.30 ま
た⾦額の 1 割が⾃⼰負担となります
で）
○緊急時治療管理加算 518 単位/回
○重度療養管理加算 120 単位/⽇
※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の１割が⾃⼰負担となっています。
※上記料⾦は、1 回あたりの⽬安を表⽰したものです。1 ヶ⽉の合計単位で計算した場合、⼩数点以下の端数処理
の
関係で、差違が⽣じる場合があります。
⾷

費

1,7５0 円

滞 在 費

（朝⾷ 500 円）

理美容代

従来型個室
多床室

（昼⾷ 650 円）

⽇⽤品費

（⼣⾷ 600 円）

教養娯楽費

150 円
実費

2,200 円〜

＊ ⾷費・滞在費については、介護保険標準負担額減額の対象となります。

1,640 円
500 円

令和３年４⽉１⽇より

v介護⽼⼈保健施設

あいの郷v
●２割負担

利⽤料⾦のご案内（短期⼊所療養介護）
個

室

多床室(⼆⼈室・四⼈室)

７52 単位（1,525 円）

827 単位（1,677 円）

799 単位（1,621 円）

876 単位（1,777 円）

要介護３

861 単位（1,746 円）

939 単位（1,905 円）

要介護４

914 単位（1,854 円）

991 単位（2,010 円）

要介護５

966 単位（1,959 円）

1,045 単位（2,120 円）

施設サービス費

要介護１
要介護２

サービス提供体制加算Ⅱ

18 単位（37 円）

夜勤職員配置加算

24 単位（49 円）
184 単位（373 円）

送迎加算 （⽚道）

8 単位/⾷（17 円/⾷）

療養⾷加算

240 単位（487 円）

個別リハビリテーション実施加算

76 単位（154 円）

認知症ケア加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 39 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の 2 割が⾃⼰負担となります

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 21 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の 2 割が⾃⼰負担となります

新型コロナウイルス感染症への対応
（ R3.9.30 ま
で）

合計単位数に 1000 分の 1 を乗じた単位数に、10.14 円を乗じ
た⾦額の 2 割が⾃⼰負担となります

○緊急時治療管理加算 518 単位/回

○重度療養管理加算 120 単位/⽇

※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の 2 割が⾃⼰負担となっています。
※上記料⾦は、1 回あたりの⽬安を表⽰したものです。1 ヶ⽉の合計単位で計算した場合、⼩数点以下の端数処理
の関
係で、差違が⽣じる場合があります。
⾷

費

1,7５0 円

滞 在 費

（朝⾷ 500 円）

理美容代

多床室

（昼⾷ 650 円）

⽇⽤品費

（⼣⾷ 600 円）

教養娯楽費

2,200 円〜

従来型個室

150 円
実費

1,640 円
500 円

＊ ⾷費・滞在費については、介護保険標準負担額減額の対象となります。

令和３年４⽉１⽇より

v介護⽼⼈保健施設

あいの郷v
●３割負担

利⽤料⾦のご案内（短期⼊所療養介護）
個

室

多床室(⼆⼈室・四⼈室)

７52 単位（2,288 円）

827 単位（2,516 円）

799 単位（2,431 円）

876 単位（2,665 円）

要介護３

861 単位（2,619 円）

939 単位（2,857 円）

要介護４

914 単位（2,781 円）

991 単位（3,015 円）

要介護５

966 単位（2,939 円）

1,045 単位（3,179 円）

施設サービス費

要介護１
要介護２

サービス提供体制加算Ⅱ

18 単位（55 円）

夜勤職員配置加算

24 単位（73 円）
184 単位（560 円）

送迎加算 （⽚道）

8 単位/⾷（25 円/⾷）

療養⾷加算

240 単位（730 円）

個別リハビリテーション実施加算

76 単位（231 円）

認知症ケア加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 39 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の 3 割が⾃⼰負担となります

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

合計単位数に 1000 分の 21 を乗じた単位数に、10.14 円を乗
じた⾦額の 3 割が⾃⼰負担となります

新型コロナウイルス感染症への対応
合計単位数に 1000 分の 1 を乗じた単位数に、10.14 円を乗じ
（ R3.9.30 ま
た⾦額の 3 割が⾃⼰負担となります
で）
○緊急時治療管理加算 518 単位/回
○重度療養管理加算 120 単位/⽇
※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の 3 割が⾃⼰負担となっています。
※上記料⾦は、1 回あたりの⽬安を表⽰したものです。1 ヶ⽉の合計単位で計算した場合、⼩数点以下の端数処理
の
関係で、差違が⽣じる場合があります。
⾷

費

1,7５0 円

滞 在 費

（朝⾷ 500 円）
（昼⾷ 650 円）

従来型個室
多床室

⽇⽤品費

150 円

1,640 円
500 円

（⼣⾷ 600 円）
理美容代

教養娯楽費

実費

2,200 円〜

＊ ⾷費・滞在費については、介護保険標準負担額減額の対象となります。

