
デイサービス東野の家 

料金表（令和元年 10 月 1 日現在） 
【地域密着型通所介護費】 

○サービス提供時間（3 時間以上、4 時間未満）        ※金額換算…1 単位＝10.45 円 

項目         介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護サービス費 409 469 530 589 651 

入浴加算 50 50 50 50 50 

サービス体制強化加算(Ⅰ)イ 18 18 18 18 18 

介護職員処遇改善加算Ⅰ   28 32 35 39 42 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 6 6 7 8 9 

合計単位数 511 575 640 704 770 

合計 1 日当り金額(1 割負担) ￥534 ￥601 ￥669 ￥736 ￥805 

合計 1 日当り金額(2 割負担) ￥1,068 ￥1,202 ￥1,338 ￥1,472 ￥1,610 

合計 1 日当り金額(3 割負担) ￥1,602 ￥1,803 ￥2,007 ￥2,207 ￥2,414 

昼食・おやつ代 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 

1 日当りの合計(1 割負担) ￥1,146 ￥1,213 ￥1,281 ￥1,348 ￥1,417 

1 日当りの合計(2 割負担) ￥1,680 ￥1,814 ￥1,950 ￥2,084 ￥2,222 

1 日当りの合計(3 割負担) ￥2,214 ￥2,415 ￥2,619 ￥2,819 ￥3,026 

  

 ○サービス提供時間（4 時間以上、5 時間未満）        ※金額換算…1 単位＝10.45 円 

項目         介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護サービス費 428 491 555 617 682 

入浴加算 50 50 50 50 50 

サービス体制強化加算（Ⅰ）イ 18 18 18 18 18 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 29 33 37 40 44 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 6 7 7 8 9 

合計単位数 531 599 667 733 803 

合計 1 日当り金額(1 割負担) ￥555 ￥626 ￥697 ￥766 ￥840 

合計 1 日当り金額(2 割負担) ￥1,110 ￥1,252 ￥1,394 ￥1,532 ￥1,679 

合計 1 日当り金額(3 割負担) ￥1,665 ￥1,878 ￥2,091 ￥2,298 ￥2,518 

昼食・おやつ代 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 

1 日当りの合計(1 割負担) ￥1,167 ￥1,238 ￥1,309 ￥1,378 ￥1,452 

1 日当りの合計(2 割負担) ￥1,722 ￥1,864 ￥2,006 ￥2,144 ￥2,291 

1 日当りの合計(3 割負担) ￥2,277 ￥2,490 ￥2,703 ￥2,910 ￥3,130 

 

○サービス提供時間（5 時間以上、6 時間未満）        ※金額換算…1 単位＝10.45 円 

項目         介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護サービス費 645 761 879 995 1,113 

入浴加算 50 50 50 50 50 

サービス体制強化加算(Ⅰ)イ 18 18 18 18 18 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 42 49 56 63 70 



介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 9 10 11 13 14 

合計単位数 764 888 1,014 1,139 1,265 

合計 1 日当り金額(1 割負担) ￥799 928 ￥1,060 ￥1,191 ￥1,322 

合計 1 日当り金額(2 割負担) ￥1,597 ￥1,856 ￥2,120 ￥2,381 ￥2,644 

合計 1 日当り金額(3 割負担) ￥2,395 ￥2,784 ￥3,179 ￥3,571 ￥3,966 

昼食・おやつ代 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 

1 日当りの合計(1 割負担) ￥1,411 ￥1,540 ￥1,672 ￥1,803 ￥1,934 

1 日当りの合計(2 割負担) ￥2,209 ￥2,468 ￥2,732 ￥2,993 ￥3,256 

1 日当りの合計(3 割負担) ￥3,007 ￥3,396 ￥3,791 ￥4,183 ￥4,578 

 

  ○サービス提供時間（6 時間以上、7 時間未満）        ※金額換算…1 単位＝10.45 円 

項目         介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護サービス費 666 786 908 1,029 1,150 

入浴加算 50 50 50 50 50 

サービス体制強化加算（Ⅰ）イ 18 18 18 18 18 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 43 50 58 65 72 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 9 10 12 13 15 

合計単位数 786 914 1,046 1,175 1,305 

合計 1 日当り金額(1 割負担) ￥822 ￥956 ￥1,093 ￥1,228 ￥1,364 

合計 1 日当り金額(2 割負担) ￥1,643 ￥1,911 ￥2,186 ￥2,456 ￥2,728 

合計 1 日当り金額(3 割負担) ￥2,464 ￥2,866 ￥3,279 ￥3,684 ￥4,092 

昼食・おやつ代 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 

1 日当りの合計(1 割負担) ￥1,434 ￥1,568 ￥1,705 ￥1,840 ￥1,976 

1 日当りの合計(2 割負担) ￥2,255 ￥2,523 ￥2,798 ￥3,068 ￥3,340 

1 日当りの合計(3 割負担) ￥3,076 ￥3,478 ￥3,891 ￥4,296 ￥4,704 

  

 ○サービス提供時間（7 時間以上、8 時間未満）        ※金額換算…1 単位＝10.45 円 

項目         介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護サービス費 739 873 1,012 1,150 1,288 

入浴加算 50 50 50 50 50 

サービス体制強化加算(Ⅰ)イ 18 18 18 18 18 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 48 56 64 72 80 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 10 11 13 15 16 

合計単位数 865 1,008 1,157 1,305 1,452 

合計 1 日当り金額(1 割負担) ￥904 ￥1,054 ￥1,209 ￥1,364 ￥1,518 

合計 1 日当り金額(2 割負担) ￥1,808 ￥2,107 ￥2,418 ￥2,728 ￥3,035 

合計 1 日当り金額(3 割負担) ￥2,712 ￥3,160 ￥3,627 ￥4,092 ￥4,552 

昼食・おやつ代 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 ￥612 

1 日当りの合計(1 割負担) ￥1,516 ￥1,666 ￥1,821 ￥1,976 ￥2,130 

1 日当りの合計(2 割負担) ￥2,420 ￥2,719 ￥3,030 ￥3,340 ￥3,647 

1 日当りの合計(3 割負担) ￥3,324 ￥3,772 ￥4,239 ￥4,704 ￥5,164 



※①介護職員処遇改善加算Ⅰは、所定単位数(基本介護サービス単位に各種加算減算を加えた総単位数)の 

5.9％を算定。 

※②介護職員特定処遇改善加算についても、所定単位数(基本介護サービス単位に各種加算減算を加えた 

総単位数)の 1.2％を算定。 

※③送迎を本人・家族が行う場合＝△47 単位で算定   

※④金額換算は、円未満切捨ての方法で項目別にそれぞれ計算のうえ保険請求額を算出して積上げ、その差

額計を利用者負担として算定  

 

 

 

第 1 号通所事業 料金表 

 項目         介護度 事業対象者・要支援 1 事業対象者・要支援 2 

通所型独自サービス費 単位／月 1,655 単位 3,393 単位 

サービス体制強化加算（Ⅰ）イ 72 単位／1 月 144 単位／1 月 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位数×5.9／100 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 総単位数×1.2／100 

1 月当り金額･1 単位 10.45 円 (1 割負担) ￥1,933 ￥3,958 

1 月当り金額･1 単位 10.45 円 (2 割負担) ￥3,866 ￥7,916 

1 月当り金額･1 単位 10.45 円 (3 割負担) ￥5,799 ￥11,875 

昼食・おやつ代(＠612 円) ￥2,448(週 1 回×4 週） ￥4,896(週 2 回×4 週) 

1 月当りの合計(1 割負担) ￥4,381 ￥8,854 

1 月当りの合計(2 割負担) ￥6,314 ￥12,812 

1 月当りの合計(3 割負担) ￥8,247 ￥16,771 

 ※ご利用料は、要支援 1 の方は週 1 回×4 回、要支援 2 の方は週 2 回×4 回までは 1 回当り単位

数にご利用回数を掛け込んで算出します。 


