
料 金 表           .
(平成デイサービスセンター町田)       2019。 10.1改定

1.介護予防。日常生活支援総合事業の介護報酬に係る費用

サービス1回 当たりの料金
1月 につき

2割負担単位 1割負担 3割負担

要支援1  週1回程度(事業対象者) 1655 (1,775円 /月 ) (3,549円 /月 ) (5,323円 /月 )

要支援2

週 1回程度 1696 (1,819円 /月 ) (3,637円 /月 ) (5,455円 /Jl)

週2回程度
(事業対象者 )

3393 (3,638円 /月 ) (7,274円 /月 )(10,911円 /月 )

運動器機能向上加算 225 (242円 /月 ) (483円 /月 ) (724円 /月 )

口腔機能向上加算 150 (161円 /月 ) (322円 /月 ) (483円 /月 )

サービス提供体制
強イヒカロ算(1)イ

事業対象者 (週 1回程度 )

要支援 1
(78円 /月 ) (155円 /月 ) (232円 /月 )

要支援2(週 1回程度) (78円 /月 ) (155円 /月 ) (232円 /月 )

事業対象者・要支援2

(週 2回程度)

144 (155円 /月 ) (309円 /月 ) (463円 /月 )

介護職員処遇改善加算 I 1月 につき +所定単位 (加算含む)× 59/1000

介護職員等特定処遇改善加算 I 1月 につき +所定単位 (力日算含む)× 12/1000

※1単位=   10.72 円(2級地)

実際の利用料金は、費用計算の際に端数処理のためにわずかに異なる場合がございます。
職員の体制により変動する場合もございます。

介護保険給付対象外サービスの利用料

食費 :500円 /1食



要介護度 単位数 介護報酬
利用者負担

(介 誌 報 酬 の 1割 ) (介講 報 酬 の 2害1) (介 誰報酬の3割 )

(入所 )

要介護 1 638 6′839円 /日 684円 /日 ,368円 /日 2,052円 /日

要介護2 7.557円 /日 756円 /日 1,512円 /日 2,268円 /日

要介護3 778 8,340円 /日 834円 /日 ,668円 /日 2,502円 /日

要介護4 9,069円 /日 907円 /日 1,814円 /日 2,721円 /日

要介護5 9,787円 /日 979円 /日 ,958円 /日 2,937円 /日

初期加算 321円 /日 33円 /日 65円 /日 97円 /日

外泊時費用 2,637円 /日 264円 /日 528円 /日 792円 /日

看護体制加算 I 4 42円 /日 5円 /日 9円 /日 13円 /日

看護体制加算Ⅱ 8 85円 /日 9円 /日 17円 /日 26円 /日

栄養マネジメント加算 150円 /日 15円 /日 30円 /日 45円 /日

療養食加算 6 64円 /回 7円 /回 13円 /回 20円 /回

経口移行加算 300円 /日 30円 /日 60円 /日 90円 /日

経 口維持加算 I 400 4,288円 /月 429円 /月 858円 /月 1,287円 /月

経 口維持加算 Ⅱ 1,072円 /月 108円 /月 215円 /月 322円 /月

個別機能訓練加算 128円 /日 13円 /日 26円 /日 39円 /日

生活機能向上連携加算 1,072円 /月 108円 /月 215円 /月 322円 /月

夜勤職員配置加算Ⅳ 225円 /日 23円 /日 45円 /日 68円 /日

サービス提供体制強化加算 I 192円 /日 20円 /日 39円 /日 58円 /日

精神科医師定期的療養指導加算 5 53円 /日 6円 /日 11円 /日 16円 /日

口腔衛生管理体制加算 321円 /月 33円 /月 65円 /月 97円 /月

口腔衛生管理加算 964円 /月 97円 /月 193円 /月 290円 /月

排せつ支援加算 1,072円 /月 108円 /月 215円 /月 322円 /月

褥癒マネジメント加算 107円 /月 11円 /月 22円 /月 33円 /月

低栄養 リスク改善加算 3216円 /月 322円 /月 644円 /月 965円 /月

再入所時栄養連携加算 4.288円 /月 429円 /月 858円 /月 1,287円 /月

若年性認知症利用者受入加算 1,286円 /日 129円 /日 258円 /日 386円 /日

介護職員処遇改善加算 I 83/1000 ス費と各種加算を足したものに左

加算 I 7/1000 基本サービス費と各種加算を足したものに左記の額を乗じた額

※1単 =10

利  用
(介護老人福祉施設

1施設サービス費についての利用者負担は下表の通りです。

(ユニット型個室)

料
ヴィラ町田)

令和 1年 10月 1日 改定

※1・ …夜勤職員配置加算Iまたは 夜勤職員配置加算Ⅳのどちらかを職員の体制により加算いたします。

※2・ …サービス提供体制強化加算 Iイ または 日常生活継続支援加算Ⅱのどちらかを職員の体制により加算いたします。

実際の利用料金は、費用計算の際に端数処理のためにわずかに異なる場合がございます。

職員の体制により変動する場合もございます。

第1・ 2・ 3段階の方に関しては、国からの補足給付を受けるものとする。

4理美容代  実費

5教養娯楽費

新聞代(個人購読の場合)実 費

(雑誌、BGM、 遠足、お誕生会、イベント、各種レクリエ,ション等につきましては当施設では施設側が

負担致しますので、利用者のご負担金は必要ありません。)

6電気代

テレビ

電気毛布

アンカ

扇風機

34円 /日

29円 /日

31円 /日

22円 /日

冷蔵庫 11円 /日

ラジオ 13円 /日

ポット 21円 /日

第 1・ 2・ 3段階の方に関しては、国からの補足給付を受けるものとする。

居住費 (滞在費)

(消 費税込み )


