
医療法人社団 豊生会 グループホーム「すぎの子家族」＜令和元年 10月＞      

（介護予防）認知症対応型共同生活介護・短期利用（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

１．サービスおよび利用料等 

保険給付 

サービス 

食事・排泄･入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話､日常

生活の中での機能訓練､健康管理､相談･援助等 

上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応

じて定められた金額（省令により変動有り）が自己負担となります｡ 

保険対象外 

サービス 

別紙のサービスについては、個人の利用に応じて自己負担となりま

す。料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

居室の提供 詳細は別紙1.2.3サービス利用料一覧表によります。 

食事の提供 1日3食を提供。詳細は別紙1.2.3サービス利用料一覧表によります。 

水道光熱費 詳細は別紙１・２・３サービス利用料一覧表によります。 

個人消耗品 

の費用 
その他、個人で使用する品は実費精算で自己負担となります。 

（１）基本料金 （１日当たり）＊1割負担の方の場合 

 要介護等 
利用者 

負担額 

医療連携 

体制加算 

サービス提供 

体制加算Ⅰ（イ） 
合計 

介護予防認知症対応型

共同生活介護 
要支援２ 755円 なし 

18円 

773円 

認知症対応型 

共同生活介護 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

759円 

794円 

819円 

835円 

851円 

39円 

817円 

852円 

877円 

893円 

909円 

※ 初期加算として、入居後３０日に限り日額 31 円（2割負担の方は 62円、3 割負

担の場合は 93 円）が加算されます。 

  認知症専門ケア加算Ⅱとして、対象の方は別途一日につき 4 円が加算されます。 

  介護職員処遇改善加算として、1 ヶ月の合計単位数に 11.1%分が加算されます。 

介護職員等特定処遇改善として、1 ヶ月の合計単位数に 3.1％分が加算されます。 

（２）短期利用の基本料金 （１日当たり）＊1割負担の方の場合 

 要介護等 
利用者 

負担額 

医療連携 

体制加算 

サービス提供 

体制加算Ⅰ 
合計 

介護予防短期利用 

共同生活介護 
要支援２ 783円 なし 

18円 

802円 

短期利用共同 

生活介護 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

787円 

824円 

848円 

864円 

881円 

39円 

845円 

882円 

906円 

922円 

938円 

※ 認知症専門ケア加算Ⅱとして、対象の方は別途一日につき 4 円が加算されます。 

介護職員処遇改善加算として、1 ヶ月の合計単位数に 11.1%分が加算されます。  

介護職員等特定処遇改善として、1 ヶ月の合計単位数に 3.1％分が加算されます。 



                       

  【別紙 1（１割負担の場合）】                  ＜令和元年 10月＞ 

サービス利用料一覧表 

◎ 介護保険自己負担金（１ヶ月３０日として） 

１ヶ月につき 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担金 ¥22,662 ¥22,784 ¥23,849 ¥24,579 ¥25,066 ¥25,552 

医療連携加算  ¥1,186 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ ¥547 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ¥2,707 ¥2,721 ¥2,839 ¥2,920 ¥2,974 ¥3,028 

介護職員等特定処遇改善Ⅰ ¥756 ¥760 ¥793 ¥815 ¥830 ¥845 

小計 ￥26,672 ￥27,998 ￥29,214 ￥30,047 ￥30,603 ￥31,158 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき初期加算として 913 円増となります 

◎ その他加算（１カ月３０日として・対象の方のみ） 

若年性認知症利用者受入加算 ¥3,651 

認知症専門ケア加算 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ ¥913 ・ Ⅱ ¥1,219 

入居者の入退院支援の取組（対象の方のみ） 

入院後３カ月以内に退院が見込まれる（1 月に 6 日を限度） ¥2,495／日 

医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再入居する場合 初期加算  ¥913／日 

◎ 保険対象外サービス料金（１カ月３０日として） 

夏期（４月～１０月） 冬期（１１月～３月） 適  用 

食材費 36,000円 １日につき1,200円 

水光熱費 24,000円 電気・水道・灯油等 

暖房費 0円 9,000円 冬期間のみ 

合計 60,000円 69,000円  

居室料（家賃） 
50,000円 24室 

36,000円 （生活保護の方） 

理美容代・おむつ代 実費 

                     ※冬期間としては、11 月 1 日～3 月 31 日の５ヶ月間といたします    

◎ 合計金額（ご請求）一覧（１カ月３０日・家賃 50,000 円の場合） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

夏期１ヶ月 ¥136,672 ¥137,998 ¥139,214 ¥140,047 ¥140,603 ¥141,158 

冬期１ヶ月 ¥145,672 ¥146,998 ¥148,214 ¥149,047 ¥149,603 ¥150,158 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき 913 円増となります。 

  入居後 ３０日を越える入院後も初期加算を算定させていただくため１ヶ月に

つき 913 円増となります。 

※ 当ホームで最後まで看取りをさせていただく場合、別途定める指針に沿って対

応させていただきます。その際看取り加算として、死亡日以前４～３０日・147

円／日、死亡日２～３日前・690 円／日、死亡日 1,298 円が加算されます。 

※ 入居者が入院を要した場合、１月につき６日を限度として、１日につき 249 円が加算さ  

  れます。  ただし、入院の初日及び退院日は含まれません。  



【別紙 2（2 割負担の場合）】                     ＜令和元年 10月＞ 

サービス利用料一覧表       

◎ 介護保険自己負担金（１ヶ月３０日として）＊個人の負担割合によって変わります。 

１ヶ月につき 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担金 ¥45,324 ¥45,568 ¥47,698 ¥49,158 ¥50,132 ¥51,104 

医療連携加算  ¥2,372 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ ¥1,094 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ¥5,414 ¥5,442 ¥5,678 ¥5,840 ¥5,948 ¥6,056 

介護職員等特定処遇改善Ⅰ ¥1,512 ¥1,520 ¥1,586 ¥1,630 ¥1,660 ¥1,690 

小計 ￥53,344 ￥55,996 ￥58,428 ￥60,094 ￥61,206 ￥62,316 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき初期加算として 1,826 円増となります。 

◎ その他加算（１カ月３０日として・対象の方のみ） 

若年性認知症利用者受入加算 ¥7,302 

認知症専門ケア加算 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ ¥1,826  ・ Ⅱ ¥2,438 

入居者の入退院支援の取組（対象の方のみ） 

入院後３カ月以内に退院が見込まれる（1 月に 6 日を限度） ¥4,990／日 

医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再入居する場合 初期加算  ¥1,826／日 

◎ 保険対象外サービス料金（１ヶ月３０日として） 

夏期（４月～１０月） 冬期（１１月～３月） 適  用 

食材費 36,000円 １日につき1,200円 

水光熱費 24,000円 電気・水道・灯油等 

暖房費 0円 9,000円 冬期間のみ 

合計 60,000円 69000円  

居室料（家賃） 
50,000円 24室 

36,000円 （生活保護の方） 

理美容代・おむつ代 実費 

      ※冬期間としては、11 月 1 日～3 月 31 日の５ヶ月間といたします  

◎ 合計金額（ご請求）一覧（１カ月３０日・家賃 50,000 円の場合） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

夏期１ヶ月 ¥163,344 ¥165,996 ¥168,428 ¥170,094 ¥171,206 ¥172,316 

冬期１ヶ月 ¥172,344 ¥174,996 ¥177,428 ¥179,094 ¥180,206 ¥181,316 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき 1,826 円増となります。 

  入居後 ３０日を越える入院後も初期加算を算定させていただくため１ヶ月に

つき 1,826 円増となります。 

※ 当ホームで最後まで看取りをさせていただく場合、別途定める指針に沿って対

応させていただきます。その際看取り加算として、死亡日以前４～３０日・294

円／日、死亡日２～３日前・1,380 円／日、死亡日 2,596 円が加算されます。 

※ 入居者が入院を要した場合、１月につき６日を限度として、１日につき 498 円が加算さ  

  れます。  ただし、入院の初日及び退院日は含まれません。  

 



【別紙 3（3 割負担の場合）】                       ＜令和元年 10月＞ 

サービス利用料一覧表       

◎ 介護保険自己負担金（１ヶ月３０日として）＊個人の負担割合によって変わります。 

１ヶ月につき 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担金 ¥67,989 ¥68,352 ¥71,547 ¥73,737 ¥75,198 ¥76,656 

医療連携加算  ¥3,558 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ ¥1,641 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ¥8,121 ¥8,163 ¥8,517 ¥8,760 ¥8,922 ¥9,084 

介護職員等特定処遇改善Ⅰ ¥2,168 ¥2,280 ¥2,379 ¥2,445 ¥2,490 ¥2,535 

小計 ￥79,919 ￥83,994 ￥87,642 ￥90,141 ￥91,809 ￥93,474 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき初期加算として 1,826 円増となります。 

◎ その他加算（１カ月３０日として・対象の方のみ） 

若年性認知症利用者受入加算 ¥10,953 

認知症専門ケア加算 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ ¥2,739  ・ Ⅱ ¥3,657 

入居者の入退院支援の取組（対象の方のみ） 

入院後３カ月以内に退院が見込まれる（1 月に 6 日を限度） ¥7,485／日 

医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再入居する場合 初期加算  ¥2,739／日 

◎ 保険対象外サービス料金（１ヶ月３０日として） 

夏期（４月～１０月） 冬期（１１月～３月） 適  用 

食材費 36,000円 １日につき1,200円 

水光熱費 24,000円 電気・水道・灯油等 

暖房費 0円 9,000円 冬期間のみ 

合計 60,000円 69,000円  

居室料（家賃） 
50,000円 24室 

36,000円 （生活保護の方） 

理美容代・おむつ代 実費 

      ※冬期間としては、11 月 1 日～3 月 31 日の５ヶ月間といたします  

◎ 合計金額（ご請求）一覧（１カ月３０日・家賃 50,000 円の場合） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

夏期１ヶ月 ¥189,919 ¥193,994 ¥197,642 ¥200,141 ¥201,809 ¥203,474 

冬期１ヶ月 ¥198,919 ¥202,994 ¥206,642 ¥209,141 ¥210,809 ¥212,474 

※ 入居開始から３０日間以内は１ヶ月につき 2,739 円増となります。 

  入居後 ３０日を越える入院後も初期加算を算定させていただくため１ヶ月に

つき 2,739 円増となります。 

※ 当ホームで最後まで看取りをさせていただく場合、別途定める指針に沿って対

応させていただきます。その際看取り加算として、死亡日以前４～３０日・441

円／日、死亡日２～３日前・2,070 円／日、死亡日 3,894 円が加算されます。 

※ 入居者が入院を要した場合、１月につき６日を限度として、１日につき 747 円が加算さ  

  れます。  ただし、入院の初日及び退院日は含まれません。  

 


