
 

プレーゲおおひと 利用料金表（H３０.０４現在） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本料金 

（利用者負担 1割） 

6,440円 

（644円） 

7,120円 

（712円） 

7,850円 

（785円） 

8,540円 

（854円） 

9,220円 

（922円） 

介護職員処遇改善加算（利用者負担 1割） 

介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善が実施されているため基本料金に各種加算減算を加えた 

総介護保険適応個人負担数に８．３％を乗じた数が加算されます。 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 

（利用者負担 1割） 

180円 

（18円） 

看護体制加算 

（利用者負担 1割） 

120円 

（12円） 

居 住 費（全額自己負担） 

（介護保険給付対象外） 
1日 1,970円  ※（注１） 

食 費（全額自己負担） 

（介護保険給付対象外） 
1日 1,380円  ※（注２） 

利用者負担合計（1日あたり） 4,080円 4,154円 4,233円 4,307円 4,381円 

利用者負担合計（３０日間） 122,400 円 124,620 円 126,990 円 129,210 円 131,430 円 

※利用料金は、ご契約者様の要介護度（要介護１～５）や負担割合（１割または２割）に応じて異なりま

すので、介護保険証や介護保険負担割合証をご確認ください。 

 

※注１）（注２）は、介護保険適用外のため、全額自己負担となります。但し、所得に応じて減額になる場合もありま

すのでご確認下さい。 

☆ 外泊をされた場合、１ヶ月に６日を限度として、福祉施設外泊時費用加算として１日２,４６０円（自己負担額２

４６円）が加算されます。 

その場合の基本料金はかかりません。 

☆１回の外泊が２つの月をまたがる場合、連続して最大１２日の福祉施設外泊時費用加算として、１日２,４６０円（自

己負担額２４６円）が加算 

されます。その場合の基本料金はかかりません。 

☆外泊の初日及び最終日（帰園日）は、通常の基本料金を算定します。したがって１泊２日の外泊時には通常の基本

料金の算定がなされます。 

なお、外泊中・入院中の居住費は算定されます。 

☆入居された日から１ヶ月間につき、初期加算１日３００円（自己負担額３０円）が算定されます。病院や診療所等

に３０日を超えて入院後、再び入居される場合も算定されます。 

☆看取り介護加算・・・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、入居者又は

その家族等の同意を得て看取り介護に関する計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同して本人又は家族へ

の説明を行い、同意を得て看取りが行われた場合（当該施設またはその居宅で死亡した場合）は、死亡日以前 30 日

を限度として以下の通り加算されます。 

死亡日以前４～３０日・・・１，４４０（自己負担額１４４円） 

死亡日の前日、前々日・・・６,８００円（自己負担額６８０円） 

死亡日・・・１２,８００円（自己負担額１,２８０円） 

 



プレーゲおおひとショートステイ 利用料金表（H３０.０４現在） 

【短期入所生活介護・全室ユニット型個室】（1日あたり）                       

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本料金 

（利用者負担 1割） 

6,820円 

（682円） 

7,490円 

（749円） 

8,220円 

（822円） 

8,890円 

（889円） 

9,560円 

（956円） 

介護職員処遇改善加算（利用者負担 1割） 

介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善が実施されているため基本料金に各種加算減算を加えた 

総介護保険適応個人負担額に８．３％を乗じた数が加算されます。 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 

（利用者負担 1割） 

180円 

（18円） 

滞在費 

（介護保険給付対象外）  
1,970円 （注１） 

食 費

（介護保険給付対象外） 
朝食：２８０円 昼食：６００円 夕食：５００円 （注２・３） 

１日あたりの利用者

負担合計（注４） 
4,108円 4,181円 4,260円 4,332円 4,405円 

※利用料金は、ご契約者様の要介護度（要介護１～５）や負担割合（１割または２割）に応じて 

異なりますので、介護保険証や介護保険負担割合証をご確認ください。 

☆ 送迎を希望された場合は、片道１,８４０円（自己負担額は１８４円）が加算されます。 

☆ 滞在費、食費は、市町村民税世帯非課税者等は、利用者負担の軽減措置により減額されます。 

☆ （注１）（注２）は、介護保険給付対象外ですが、所得に応じて減額される場合もあります。 

☆ （注３）食費は、お召し上がりになった食事回数分をいただきます。 

☆ （注４）利用者負担合計は、目安の為利用状況により減額されます。 

 

【介護予防短期入所・全室ユニット型個室】（1日あたり） 

 要支援１ 要支援２  

 

 

 

☆ 送迎を希望された場合、片道１,８４０円

（自己負担額は１８４円）が加算されま

す。 

☆ 滞在費、食費は、市町村民税世帯非課税

者等は、利用者負担の軽減措置により減

額されます。 

☆ （注１）（注２）は、介護保険適用外です

が、所得に応じて減額される場合もあり

ます。 

☆ （注３）食費は、お召し上がりになった

食事回数分をいただきます。 

☆ （注４）合計負担額の目安の為、利用状

況により減額となります。 

 

基本料金 

（利用者負担 1割） 

5,120円 

（512円） 

6,360円 

（636円） 

介護職員処遇改善加算（利用者負担 1割） 

介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善が実施されている 

ため基本料金に各種加算減算を加えた総介護保険適応個人負担額

に８．３％を乗じた数が加算されます。 

 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 

（利用者負担 1割） 

180円 

（18円） 
 

滞在費 

（介護保険給付対象外）  
1,970円 （注１） 

 

食  費 

（介護保険給付対象外） 

朝食：２８０円  

昼食：６００円  

夕食：５００円  

（注２・３） 

１日あたりの 

利用者負担合計（注４） 
3,924円 4,058円 

    



 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス利用料金 

 以下のサービスは、利用料金の金額が利用者負担となります。（利用した時のみ請求します） 

 

 ①  レクリエーション、クラブ活動 

利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動、遠足に参加した場合の材料代・入場料 

金等の実費 

 ②  日常生活上必要となる諸費用 

    利用者の意向により、日常生活用品等購入を代行した場合、その購入にかかった実費 

 ③  特別な食材及び飲料費 

   利用者の希望により提供する特別食にかかる実費 

 ④ 喫茶利用費     

   飲食には利用費として、１品につき１００円がかかります。（利用した場合のみ） 

 ⑤ おやつ代 

   おやつを希望される方は、１食につき５０円がかかります。（利用した場合のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プレーゲおおひとデイサービスセンターご利用料金 
 

 

通 所 介 護 …要介護認定において要介護 1～5と認定を受けた方が対象です。 

（１）サービス利用料金 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金（自己負担分）をお支払い

ください。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

○ 通所介護                                          （１回あたり）（単位：円） 

  

○ 通所介護加算料金                                                           

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けてない場合には、サービス料金の全額をいったんお支払いいただき 

ます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。 

（償還払い）また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる 

場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を 

交付します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

○以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担となります。 

① 介護保険給付の支給限度額を超えるサービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご

契約者の負担になります。 

 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 

利 用 料 金 ６，４５０  ７，６１０ ８，８３０ １０，０３０ １１，２４０ 

自己負担額（1割） ６４５ ７６１ ８８３ １，００３ １，１２４ 

自己負担額（２

割） 
１，２９０ １，５２２ １，７６６ ２，００６ ２，２４８ 

 利用料金 
自己負担額 

（ 1 割 ） 

自己負担

額 

（２割） 

備  考  欄 

入浴介助加算 ５００円／日 ５０円／日 
１００円／

日 

入浴介助を行なった場合に加算されま

す 

口腔機能向上加算 
１，５００円／

回 
１５０円／回 

３００円／

回 

口腔機能の向上を目的としてサービスを

実施 

した場合に加算されます。（月 2回限度） 

介護職員処遇改善加算 基本料金に各種加算を加えた金額に、５．９％を乗じた金額となります。 

 食    費 ６００円／日 
６００円／

日 
保険給付対象外のため全額自己負担です。 

時間延長サービス費 

(サービス提供時間外の

場合) 

１時間につき 

１，０００円 
１，０００円 

サービス提供時間外の場合に加算されます。 

保険給付対象外のため全額自己負担です。 



② レクリエーション費用 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

利用料金 ： 材料代等の実費をいただきます。 

③ 付添人の利用料 

利用料金 ： 食事代（昼食代） ６００円／１食 

特別な食材及び飲料   料 金 ： 実 費 

 

 

              

利用料 

 

（１）第 1号通所介護相当サービスの利用料・・・基本部分、加算、減算の合計の額となります。 

【基本部分：通所介護相当サービス】       

利用者の 

要介護度 
基本利用料 利用者負担(1割) 利用者負担(2割) 

事業対象者 

要支援１ 

１６，４７０円 １，６４７円 ３，２９４円 

要支援２ ３３，７７０円 ３，３７７円 ６，７５４円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本

利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

 

【加算：通所介護相当サービス】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。    単位：円 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担

 (1割) 

利用者負担 

(2割) 

口腔機能向上 

口腔機能の向上を目的として

サービスを実施した場合に加

算されます。 

 要支援 

１・２ 
１５００円 １５０円 ３００円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
介護職員処遇改善の為に基本料金と加算額の合計に５.９％をかけた金額が加算 

 

（２）その他の費用 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき昼食６００円の食費をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当

と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り

品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

 

 



通所型サービスＡ（１日型） 

【基本部分】  

利用者の要介護度 基本利用料 利用者負担(1割) 利用者負担(2割) 

事業対象者 

要支援１ 
１３，１８０円 １，３１８円 ２，６３６円 

要支援２ ２７，０２０円 ２，７０２円 ５，４０４円 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。    単位：円 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担

 (1割) 

利用者負担 

(2割) 

口腔機能向上 

口腔機能の向上を目的として

サービスを実施した場合に加

算されます。 

 要支援 

１・２ 
１５００円 １５０円 ３００円 

 

【その他の費用】 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき昼食６００円の食費をいただきます。 

入浴料 入浴の提供を受けた場合、１回につき２００円の入浴料をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当

と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り

品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

通所型サービスＡ（短時間型） 

【基本部分】  

利用者の要介護度 基本利用料 利用者負担(1割) 利用者負担(2割) 

事業対象者 

要支援１ 
９，８９０円 ９８９円 １，９７８円 

要支援２ ２０，２７０円 ２，０２７円 ４，０５４円 

 

【その他の費用】 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当

と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り

品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

 



 

５．利用料の支払い及びサービスの利用中止・変更・追加について 

（1）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

前記（1），（2）の料金・費用は、次のとおりお支払いください。 

1ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、翌月２８日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関：都市銀行、地方銀行、信用金庫、郵便局、ＪＡ 

※当事業所は、金融機関口座からの自動引き落としをスルガ銀行代行サービスに依頼しておりま

す。（手数料は事業所負担となっております。） 

イ．事業所への持参払い 

 

（2）利用中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

○利用予定日の前にご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取り消し料と

して下記料金をお支払いいただく場合があります。 

○但し、ご契約者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場

合 
当日の利用料金の１０％（自己負担相当額） 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサ

ービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日時を契約者に提示して協議します。 

 


