
要支援　1 要支援　2 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

1 514 638 684 751 824 892 959

　　　　　　　　　　（令和3年4月より） 523 649 696 764 838 908 976

　　　(差額) 9 11 12 13 14 16 17

2 18 18 18 18 18 18 18

3 12 12 12 12 12

4 看護体制加算（Ⅳ）イ 23 23 23 23 23

5 20 20 20 20 20

6 12 12 12 12 12 12 12

7 送迎加算 184 184 184 184 184 184 184

8 個別機能訓練加算 56 56 56 56 56 56 56

9 生活機能向上連携加算Ⅱ（個別機能訓練無） 200 200 200 200 200 200 200

10 生活機能向上連携加算Ⅱ（個別機能訓練有） 100 100 100 100 100 100 100

11 医療連携強化加算 58 58 58 58 58

12 療養食加算(1食） 8 8 8 8 8

13 緊急短期入所受入加算（1月7日やむを得ない場合14日まで） 90 90 90 90 90

14 長期利用者提供減算 -30 -30 -30 -30 -30

食事に係る自己負担額 第１段階

基本額：1,392円 第2段階

朝食：382円 第3段階

昼食：505円・夕食：505円 第4段階以上

第１段階

滞在に係る 第2段階

自己負担額 第3段階

基本額：2,006円 第4段階以上

※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。

※　介護職員処遇改善加算にて上記自己負担合計に8.3％加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算にて上記自己負担合計に2.7％加算されます。

10

¥820

¥820

¥1,310

¥2,006

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

9

¥300

¥390

¥650

¥1,392

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 1割負担分

併設ユニット型介護予防短期入所生活介護　（現在）

サービス提供体制強化加算　【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ



別紙　1

令和3年8月1日より実施

要支援　1 要支援　2 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

1 ¥5,140 ¥6,380 ¥6,840 ¥7,510 ¥8,240 ¥8,920 ¥9,590

2 ¥4,617 ¥5,731 ¥6,144 ¥6,746 ¥7,402 ¥8,012 ¥8,614

3 ¥523 ¥649 ¥696 ¥764 ¥838 ¥908 ¥976

4 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22

5 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥23 ¥23 ¥23 ¥23 ¥23

7 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20

8 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12

食事に係る自己負担額 第１段階

基本額：1,445円 第2段階

第3段階①

朝食：401円 第3段階②

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

第１段階

滞在に係る 第2段階

自己負担額 第3段階①②

基本額：2,006円 第4段階以上

第１段階（併設型） ¥1,677 ¥1,803 ¥1,905 ¥1,973 ¥2,047 ¥2,117 ¥2,185

　　　　　　　 （空床型） ¥1,655 ¥1,781 ¥1,883 ¥1,951 ¥2,025 ¥2,095 ¥2,163

第2段階（併設型） ¥1,977 ¥2,103 ¥2,205 ¥2,273 ¥2,347 ¥2,417 ¥2,485

自己負担額 　　　　　　　 （空床型） ¥1,955 ¥2,081 ¥2,183 ¥2,251 ¥2,325 ¥2,395 ¥2,463

合計 第3段階①（併設型） ¥2,867 ¥2,993 ¥3,095 ¥3,163 ¥3,237 ¥3,307 ¥3,375

　　　　　　　 （空床型） ¥2,845 ¥2,971 ¥3,073 ¥3,141 ¥3,215 ¥3,285 ¥3,353

併設型 第3段階②（併設型） ¥3,167 ¥3,293 ¥3,395 ¥3,463 ¥3,537 ¥3,607 ¥3,675

（3+4+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　 （空床型） ¥3,145 ¥3,271 ¥3,373 ¥3,441 ¥3,515 ¥3,585 ¥3,653

空床型 第4段階以上（併設型） ¥4,008 ¥4,134 ¥4,236 ¥4,304 ¥4,378 ¥4,448 ¥4,516

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　 （空床型） ¥3,986 ¥4,112 ¥4,214 ¥4,282 ¥4,356 ¥4,426 ¥4,494

※　介護職員処遇改善加算にて上記自己負担合計に8.3％加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算にて上記自己負担合計に2.7％加算されます。

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 1割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

9

¥300

¥600

¥1,300

¥1,445

¥1,000

※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。

10

¥820

¥820

¥1,310

¥2,006

11



別紙　2

令和3年8月1日より実施

要支援　1 要支援　2 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

1 ¥5,140 ¥6,380 ¥6,840 ¥7,510 ¥8,240 ¥8,920 ¥9,590

2 ¥4,094 ¥5,082 ¥5,448 ¥5,982 ¥6,564 ¥7,104 ¥7,638

3 ¥1,046 ¥1,298 ¥1,392 ¥1,528 ¥1,676 ¥1,816 ¥1,952

4 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44

5 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥46 ¥46 ¥46 ¥46 ¥46

7 ¥40 ¥40 ¥40 ¥40 ¥40

8 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24

食事に係る自己負担額

基本額：1,445円

朝食：401円

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

滞在に係る

自己負担額

基本額：2,006円 第4段階以上

自己負担額

合計

併設型

（3+4+5+6+7+8+9+10）

空床型 第4段階以上（併設型） ¥4,565 ¥4,817 ¥5,021 ¥5,157 ¥5,305 ¥5,445 ¥5,581

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　    （空床型） ¥4,521 ¥4,773 ¥4,977 ¥5,113 ¥5,261 ¥5,401 ¥5,537

※　介護職員処遇改善加算にて上記自己負担合計に8.3％加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算にて上記自己負担合計に2.7％加算されます。

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 2割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

9

¥1,445

※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。

10

¥2,006

11



別紙　3

令和3年8月1日より実施

要支援　1 要支援　2 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

1 ¥5,140 ¥6,380 ¥6,840 ¥7,510 ¥8,240 ¥8,920 ¥9,590

2 ¥3,571 ¥4,433 ¥4,752 ¥5,218 ¥5,726 ¥6,196 ¥6,662

3 ¥1,569 ¥1,947 ¥2,088 ¥2,292 ¥2,514 ¥2,724 ¥2,928

4 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66

5 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥69 ¥69 ¥69 ¥69 ¥69

7 ¥60 ¥60 ¥60 ¥60 ¥60

8 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36

食事に係る自己負担額

基本額：1,445円

朝食：401円

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

滞在に係る

自己負担額

基本額：2,006円 第4段階以上

自己負担額

合計

併設型

（3+4+5+6+7+8+9+10）

空床型 第4段階以上（併設型） ¥5,122 ¥5,500 ¥5,806 ¥6,010 ¥6,232 ¥6,442 ¥6,646

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　    （空床型） ¥5,056 ¥5,434 ¥5,740 ¥5,944 ¥6,166 ¥6,376 ¥6,580

※　介護職員処遇改善加算にて上記自己負担合計に8.3％加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算にて上記自己負担合計に2.7％加算されます。

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 3割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

9

11

※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。

¥1,445

10

¥2,006


