
1111 基本料金基本料金基本料金基本料金 1111 基本料金基本料金基本料金基本料金
① 併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）（１日につき） ① 併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）（１日につき）

要介護１ 646 12 12 4 13 ¥762¥762¥762¥762 要介護１ 599 12 12 4 13 ¥697¥697¥697¥697
要介護２ 713 12 12 4 13 ¥836¥836¥836¥836 要介護２ 666 12 12 4 13 ¥770¥770¥770¥770
要介護３ 781 12 12 4 13 ¥912¥912¥912¥912 要介護３ 734 12 12 4 13 ¥844¥844¥844¥844
要介護４ 848 12 12 4 13 ¥986¥986¥986¥986 要介護４ 801 12 12 4 13 ¥917¥917¥917¥917
要介護５ 913 12 12 4 13 ¥1,058¥1,058¥1,058¥1,058 要介護５ 866 12 12 4 13 ¥988¥988¥988¥988

* 今後サービス提供体制の変更により加算金額が変わる場合があります。 * 今後サービス提供体制の変更により加算金額が変わる場合があります。

② 併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）（１日につき） ② 併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）（１日につき）

要介護度 単　位
機能訓練
配置加算

サービス提
供体制強化
加算（Ⅰ）

2

自　己
負担額

　 要介護度 単　位
機能訓練
配置加算

サービス提
供体制強化
加算（Ⅰ）

自　己
負担額

要支援１ 473 12 12 ¥551¥551¥551¥551 　 　　　　 要支援１ 438 12 12 ¥503¥503¥503¥503
要支援２ 581 12 12 ¥671¥671¥671¥671 　 　　　　 要支援２ 539 12 12 ¥613¥613¥613¥613

2222 加算料金加算料金加算料金加算料金 2222 加算料金加算料金加算料金加算料金

項　目 単　位
自　己
負担額

項　目 単　位
自　己
負担額

　* 利用料は介護度別の単位数に特別区単価１１．１円が加算されます。 　* 利用料は介護度別の単位数に特別区単価１１．１円が加算されます。
　* この外、利用者負担金に介護処遇処遇改善交付金が加算されます。 　* この外、利用者負担金に介護処遇処遇改善交付金が加算されます。

3333 その他の料金　　その他の料金　　その他の料金　　その他の料金　　 3333 その他の料金　　その他の料金　　その他の料金　　その他の料金　　
① 食費・滞在費（1日につき） ① 食費・滞在費（1日につき）

食　費 滞在費 光熱水費 食　費 滞在費 光熱水費 居室料
第１段階 ¥300¥300¥300¥300 ¥0¥0¥0¥0 ¥0¥0¥0¥0 第１段階 ¥300¥300¥300¥300 ¥0¥0¥0¥0 ¥0¥0¥0¥0 ¥0¥0¥0¥0
第２段階 ¥390¥390¥390¥390 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 第２段階 ¥390¥390¥390¥390 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 ¥470¥470¥470¥470
第３段階 ¥650¥650¥650¥650 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 第３段階 ¥650¥650¥650¥650 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 ¥470¥470¥470¥470

第４段階 ¥1,380¥1,380¥1,380¥1,380 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 第４段階 ¥1,380¥1,380¥1,380¥1,380 ¥320¥320¥320¥320 ¥50¥50¥50¥50 ¥470¥470¥470¥470

② 日常生活パック １日につき１５０１５０１５０１５０円 ② 日常生活パック １日につき１５０１５０１５０１５０円

内  容 内  容

＊パックを選択しない場合には、＊以外の必要な物品をすべてご準備いただきます。 ＊パックを選択しない場合には、＊以外の必要な物品をすべてご準備いただきます。
③ 理美容費 １回につき１，５００１，５００１，５００１，５００円 ③ 理美容費 １回につき１，５００１，５００１，５００１，５００円
④ レクリェーション材料、買物購入などは自己負担となります。 ④ レクリェーション材料、買物購入などは自己負担となります。

4444 キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料 4444 キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料
入所前に利用者もしくはご家族の都合でサービスを中止する場合はキャンセル料がかかります。 入所前に利用者もしくはご家族の都合でサービスを中止する場合はキャンセル料がかかります。

① 入所日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 無料無料無料無料 ① 入所日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 無料無料無料無料
② 入所日の前日午後5時以降にご連絡いただいた場合 1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額 ② 入所日の前日午後5時以降にご連絡いただいた場合 1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額1日分の食費相当金額

5555 利用中の中止利用中の中止利用中の中止利用中の中止 5555 利用中の中止利用中の中止利用中の中止利用中の中止
ご利用の途中でサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 ご利用の途中でサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。
　※　以下の場合にサービスを中止にすることがあります。 　※　以下の場合にサービスを中止にすることがあります。
・　利用者が中途退所を希望した場合 ・　利用者が中途退所を希望した場合
・　入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 ・　入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合
・　利用中に体調が悪くなり、利用継続が困難になった場合 ・　利用中に体調が悪くなり、利用継続が困難になった場合
・　他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 ・　他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合

6666 支払方法支払方法支払方法支払方法 6666 支払方法支払方法支払方法支払方法
利用開始時に利用予定金額を示し、ご利用月の翌月15日頃までに請求させていただきます。 利用開始時に利用予定金額を示し、ご利用月の翌月15日頃までに請求させていただきます。
契約書に基づく方法にて支払い、確認後に領収証を発行します。 契約書に基づく方法にて支払い、確認後に領収証を発行します。

単　位
機能訓練
配置加算

サービス提
供体制強化
加算（Ⅰ）

短期入所生活介護（ショートステイ）利用料金表

（平成27年4月１日から）
特別養護老人ホームさの　　

＊この他、認知症緊急対応、若年性
認知症受入在宅中重度加算などが設
定されており、当施設での体制等に
より、算定することがあります。

要介護度 単　位
機能訓練
配置加算

サービス提
供体制強化
加算（Ⅰ）

2

看護体制
加算(Ⅰ)

送迎費 ¥200¥200¥200¥200

＊食事は、朝食350円、昼食
650円、夕食380円とします。

＊滞在費は、入所日および退
所日を含みます。

日用品提供（ティッシュ・ウエットティッシュ・ベビーオイル・化粧
水・乳液・T字カミソリ・歯磨き粉・歯ブラシ・室内履物・衣類）
買い物代行　　　　＊コンセント使用料　（￥４０）

看護体制
加算(Ⅰ)

184 ¥200¥200¥200¥200

夜勤職員配置加
算(Ⅰ)

自　己
負担額

要介護度

短期入所生活介護（ショートステイ）利用料金表

（平成27年8月１日から）
特別養護老人ホームさの　　

日用品提供（ティッシュ・ウエットティッシュ・ベビーオイル・化粧水・乳
液・T字カミソリ・歯磨き粉・歯ブラシ・室内履物・衣類）
買い物代行　　　　＊コンセント使用料　（￥４０）

夜勤職員
配置加算
(Ⅰ)

自　己
負担額

＊食事は、朝食350円、
昼食650円、夕食380円と
します。

＊この他、認知症緊急対応、若年性認知症
受入在宅中重度加算などが設定されてお
り、当施設での体制等により、算定するこ
とがあります。送迎費 184


