
※介護給付サービス費は1単位10.83円（3級地）にて換算しております。なお、1円未満の処理のため、実際の請求の際は誤差が生じることがあります。

※施設の体制及び職員配置により加算の有無・金額が変動する事があります。

※令和3年9月末まで新型コロナウィルス感染症に対する特例として基本報酬に0.1％の上乗せとなります。

要支援2 1日につき 649 ¥7,029 ¥703 ¥1,406

ショートステイ ご利用料金
介護予防短期入所生活介護

令和3年8月1日現在

介護保険給付対象サービスの利用料 単位数
利用料

10割 1割負担 2割負担 3割負担

¥2,109

介護予防短期入
所生活介護

要支援1 1日につき 523 ¥5,664 ¥564 ¥1,133 ¥1,699

¥58

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 1日につき 6 ¥65 ¥6 ¥13 ¥19

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1日につき 18 ¥195 ¥19 ¥39

¥39

送迎加算 片道につき +184 ¥1,992 ¥199 ¥399 ¥598

機能訓練体制加算 1日につき +12 ¥130 ¥13 ¥26

¥390

認知症行動心理症状緊急対応加算 1日につき 200 ¥2,166 ¥217 ¥433 ¥650

若年性認知症利用者受け入れ加算 1日につき 120 ¥1,230 ¥130 ¥260

¥26

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋当該月の利用単位数合計×６％×10.83円 左記の1割 左記の2割 左記の3割

療養食加算 1回につき +8 ¥87 ¥9 ¥17

介護保険給付対象外サービスの利用料 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)

食費

朝食（1食あたり）
昼食（1食あたり）
おやつ（1食あたり）
夕食（1食あたり）

（1日当たり） ¥300 ¥600 ¥1,000 ¥1,300

その他

通常の事業の実施地域を超える交通費

理美容代

日用品費費

居住費 ユニット型個室（1日あたり） ¥820 ¥820 ¥1,310

実費

利用者の希望により購入する身の回り品 ： 実費
（歯ブラシ、化粧品、タオル等個人の日用品など）
利用者の希望による共用娯楽費用 ： 実費
（行事やクラブ活動等による材料費など）

その他必要品など ： 実費

医療・薬・予防接種・訪問歯科など ： 実費

第4段階

¥400
¥650
¥100
¥550

¥1,700

¥2,500

通常の事業実施地域を越えたとき 1kmにつき￥300

¥1,310

社会福祉法人 上宮会 上宮会グループ

特別養護老人ホーム 平成あおば上宮園



※介護給付サービス費は1単位10.83円（3級地）にて換算しております。なお、1円未満の処理のため、実際の請求の際は誤差が生じることがあります。

※施設の体制及び職員配置により加算の有無・金額が変動する事があります。

※令和3年9月末まで新型コロナウィルス感染症に対する特例として基本報酬に0.1％の上乗せとなります。
 

要介護1 1日につき 696 ¥7,538 ¥754

ショートステイ ご利用料金      令和3年8月1日現在

介護保険給付対象サービスの利用料 単位数
10割 1割負担 2割負担 3割負担

¥1,508 ¥2,261

利用料

¥2,950

要介護3 1日につき 838 ¥9,076

要介護2 1日につき 764 ¥8,274 ¥827 ¥1,655 ¥2,482

¥3,171

機能訓練体制加算 1日につき 12 ¥130 ¥13 ¥26 ¥39

要介護5 1日につき 976 ¥10,570 ¥1,057 ¥2,114

短期入所
生活介護費

¥908 ¥1,815 ¥2,723

要介護4 1日につき 908 ¥9,834 ¥983 ¥1,967

¥13

看護体制加算（Ⅱ） 1日につき 8 ¥87 ¥9 ¥17 ¥26

看護体制加算（Ⅰ） 1日につき 4 ¥43 ¥4 ¥9

¥58

送迎加算 片道につき 184 ¥1,992 ¥199 ¥399 ¥598

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 1日につき 18 ¥195 ¥19 ¥39

¥292

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1日につき 18 ¥195 ¥19 ¥39 ¥58

緊急短期入所受入れ加算 1日につき 90 ¥975 ¥97 ¥195

¥19

療養食加算 1食につき 8 ¥87 ¥9 ¥17 ¥26

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 1日につき 6 ¥65 ¥6 ¥13

¥390

認知症行動心理症状緊急対応加算 1日につき 200 ¥2,166 ¥217 ¥433 ¥650

若年性認知症利用者受け入れ加算 1日につき 120 ¥1,230 ¥130 ¥260

¥97

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋当該月の利用単位数合計×６％×10.83円 左記の1割 左記の2割 左記の3割

⾧期利用者に対する減算 1日につき -30 ¥325 ¥32 ¥65

介護保険給付対象外サービスの利用料 第1段階 第2段階 第3段階(2) 第4段階

食費

朝食（1食あたり） ¥400
昼食（1食あたり） ¥650
おやつ（1食あたり） ¥100
夕食（1食あたり） ¥550
（1日当たり） ¥300 ¥600 ¥1,300 ¥1,700

第3段階(1)

¥1,000

その他 医療・薬・予防接種・訪問歯科など ： 実費

通常の事業の実施地域を超える交通費 通常の事業実施地域を越えたとき 1kmにつき￥300

理美容代 実費

日用品費費

利用者の希望により購入する身の回り品 ： 実費
（歯ブラシ、化粧品、タオル等個人の日用品など）
利用者の希望による共用娯楽費用 ： 実費
（行事やクラブ活動等による材料費など）

その他必要品など ： 実費

居住費 ユニット型個室（1日あたり） ¥820 ¥820 ¥1,310 ¥2,500¥1,310

社会福祉法人 上宮会 上宮会グループ

特別養護老人ホーム 平成あおば上宮園
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