


事業主体名 ゆたかな実家株式会社

事業所名 デイサービス五色（ごしき）

所在地 〒963-8041

福島県郡山市富田町日吉ヶ丘１８０番地

TEL 024-973-8873

FAX 024-973-8870

管理者 橋本 拓也

保険事業指定番号 0770305027

デイサービス定員 10名

延長・宿泊 定員 5名

営業日 365日(年中無休)

サービス提供時間 デイサービス 9:00～17:00

延長 6:30～ 8:59

17:01～21:00

介護保険給付対象 地域通所介護５１～地域通所介護６５

(サービスコード) ( 781441 ～ 781450 )

地域通所介護入浴介助加算

( 785301 )

地域通所介護送迎減算

( 785612 )

地域通所介護処遇改善加算Ⅰ

( 786108 )



・移動も楽々 安心のバリアフリー
・季節の花や野菜をお庭で栽培
・急がず入れるゆったりお風呂
・香りでワクワク手作りごはん
・みんなで作ろう季節の装飾
・毎日の運動と希望に合わせた機能訓練
・外出イベント盛りだくさん



『安全･安心、そして楽しく』
安全であるからこそ安心できる。

安心できるからこそ楽しむことができる。

ご利用者様の想いに添ったサービスを
十分な時間を取ってご提供いたします。

バリアフリーの介護施設でありながら、
家で過ごしているような家族感のある雰囲気。

季節ごとに室内装飾を施し、
四季の移り変わりを楽しんで頂ける環境。

ご利用者様の楽しみの1つとなれる様、この想いを共有し、大切にしていきます。

住み慣れた家のような場所でゆったりとした時間を過ごしませんか？

家のような場所だからこそできる、料理に散歩、野菜作りや将棋など、

私たちはご利用者様の「こんなことがしたい」という想いを一番に一緒に
関わらせていただきます。



8:00 ∼ 送迎
・ご自宅までお迎えに伺います。
車椅子の方も専用の車両にて安全に送迎いたします。

・事業所到着後、体温・血圧を測定し、ご利用者様の健康管理を行います。
・朝の挨拶では、本日の予定や活動内容をお伝えし、好みの飲み物をご提供させて頂きます。

・ご利用者様の希望に合わせて個浴を行います。
・機能訓練指導員が機能訓練やマッサージ(個別又は集団)を行います。
・ご利用者様のケアプランに沿った活動を行います。

・昼食の前に唾液の分泌を良くし、
誤嚥を予防するするお口の体操を行います。

・栄養のバランスのとれたスタッフ手作りの昼食を召し上がって頂きます。
又、定期的にイベント食を実施し、“食べる”楽しみを感じて頂きます。

・ご利用者様のケアプランに沿ったレクリエーションを行います。
外出やおやつ作り、畑仕事など、ご利用者様の趣味嗜好に合わせた活動を行います。

・行事などのイベントを実施し、季節を感じられる催し物を行います。

・定期的に行事などに沿ったおやつを提供させて頂きます。
又、ご利用者様と一緒におやつ作りなどの調理レクを行います。

・その日のご様子を連絡帳に記載し、
ご家族様にデイサービスでのご様子をお伝えさせて頂きます。

・ご帰宅の際に忘れ物がないように準備を行います。

・担当職員が責任をもってご自宅まで安全にお送りいたします。

9:00 ∼ バイタルチェック

10:00 ∼ 入浴・機能訓練・活動

11:45 ∼ お口の体操

12:00 ∼ 昼食

13:30 ∼ 入浴・機能訓練・活動

15:00 ∼ おやつ

16:15 ∼ 帰り支度・送迎



•新年会 第1週

•正月遊び 第2週1月1月
•節分 2/3

•ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰ 第3週2月2月
•ひな祭り 第2週

•ホワイトデー 第3週3月3月
•お花見 第2週

•味覚狩り 第4週4月4月
•かしわ餅作り 第2週

•母の日 第2週5月5月
•父の日 第3週

•避難訓練 第4週6月6月
•七夕 第1週

•流しそうめん 第3週7月7月
•夏祭り 第2週8月8月
•十五夜 第2週

•敬老会 第3週9月9月
•運動会 第2週

•ハロウィン 第4週10月10月
•味覚狩り 第2週

•芋煮会 第4週11月11月
•クリスマス 12/24

•餅つき 12/2812月12月





 通所介護サービスをお休みされる場合
□ 送迎の都合上、当日の朝8:00までにご連絡ください。

 体調不良の場合
□ 原則として、体調不良の場合、通所介護サービスはご利用いただけません。

体温が37.0℃以上ある場合はご相談をさせていただきます。事業所までご連絡ください。
□ ご利用時間内に事業所にて体調不良と判断した場合、緊急連絡先にご連絡いたしますの

で予めご了承ください。

 送迎について
□ 道路事情や天候等により到着時刻が多少前後する場合がございますので、予めご了承く

ださい。
□ ご自宅到着前後のお電話でのご連絡は行っておりませんので予めご了承ください。
□ ご自宅到着予定時間を前後15分以上の変更がある場合、事業所よりご自宅にご連絡いた

します。

 持ち物について
□ ご利用の際には下記の物をご準備いただきお持ちください。

◇ 手帳 ◇ 着替え一式(入浴時お着替え用)
◇ 昼食薬(服用されている方) ◇ 歯ブラシセット
◇ オムツ又はリハビリパンツ等
◇ タオル類(フェイスタオル･バスタオル・洗体タオル)

◆ パジャマ【宿泊用】 ◆ 夜間用オムツ又はリハビリパンツ等【宿泊用】
◆ 夕食・朝食薬(服用されている方)【宿泊用】

※上記の物をかばん又は袋等にまとめてお持ちください。

□ 必要以上の金銭や紛失された際に困る貴重品等のお持ち込みはご遠慮ください。

 緊急時について
□ サービス提供中に病状の急変や災害等があった場合にはご契約時にご記入いただきます。

【緊急事態に対応するための連絡カード】の記載内容のとおりご連絡致します。



■ 事業所周辺は住宅地の為、細い路地等があり、大変わかりにくく
なっております。ご不明な点などがございましたら、
お気軽にご連絡下さい。



令和１年１０月１日 現在

自己負担(1回) 地域密着型通所介護 7時間以上8時間未満
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

介
護
保
険
内

単
位

サービスコード 1441 1442 1443 1444 1445
サービス内容略称 地域通所介護５１ 地域通所介護５２ 地域通所介護５３ 地域通所介護５４ 地域通所介護５５

通所介護 739 873 1,012 1,150 1,288
通所介護入浴加算 50 50 50 50 50

１
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥739 ¥873 ¥1,012 ¥1,150 ¥1,288
入浴 ¥50 ¥50 ¥50 ¥50 ¥50
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥1,389 ¥1,523 ¥1,662 ¥1,800 ¥1,938

２
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥1,478 ¥1,746 ¥2,024 ¥2,300 ¥2,576
入浴 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥2,178 ¥2,446 ¥2,724 ¥3,000 ¥3,276

３
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥2,217 ¥2,619 ¥3,036 ¥3,450 ¥3,864
入浴 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥2,967 ¥3,369 ¥3,786 ¥4,200 ¥4,614

自己負担(1回) 地域密着型通所介護 8時間以上9時間未満
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

介
護
保
険
内

単
位

サービスコード 1446 1447 1448 1449 1450
サービス内容略称 地域通所介護６１ 地域通所介護６２ 地域通所介護６３ 地域通所介護６４ 地域通所介護６５

通所介護 768 908 1,052 1,197 1,339
通所介護入浴加算 50 50 50 50 50

１
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥768 ¥908 ¥1,052 ¥1,197 ¥1,339
入浴 ¥50 ¥50 ¥50 ¥50 ¥50
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥1,418 ¥1,558 ¥1,702 ¥1,847 ¥1,989

２
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥1,536 ¥1,816 ¥2,104 ¥2,394 ¥2,678
入浴 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥2,236 ¥2,516 ¥2,804 ¥3,094 ¥3,378

３
割
負
担

ご
利
用
料
金
／
日

通所介護（一回） ¥2,304 ¥2,724 ¥3,156 ¥3,591 4,017
入浴 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150
昼食代 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
合計 ¥3,054 ¥3,474 ¥3,906 ¥4,341 ¥4,767



その他料金 1割負担 2割負担 生活保護

保険外昼食サービス 保険外通所介護サービス時の昼食代 600円/回

時間外サービス 6:00∼8:59･17:01∼21:00までの
延⾧サービス 1,000円/時間

夜間宿泊サポートサービス 夜間宿泊サービス利用
（17:01∼翌朝8:59まで） 1,800円/回 1,800円/回 900円/回

朝食・夕食 延⾧サービス･夜間サポート時の食事代 朝食 400円 夕食 550円

外出サービス 主にご家庭で通院介助が出来ない場合 1,000円/1時間 1,000円/1時間 1,000円/1時間

保険外通所介護サービス 実費での通所介護サービス
（9:00∼17:00）

要介護１･２
4,000円/回

要介護１･２
4,000円/回

要介護１･２
4,000円/回

要介護３･４･5
5,000円/回

要介護３･４･5
5,000円/回

要介護３･４･5
5,000円/回

オムツ代 事業所のオムツ･パットを使用した場合

テープ型・リハビリパンツ
100円/枚

パット
50円/枚

※保険外通所介護サービスは、介護保険の利用限度額を超過した方が対象です。

要介護３の方が3泊4日でご利用になられた場合
利用時間：9:00 ∼ 17:00 【1割負担】

介護保険サービス
4,304円

介護保険外サービス
10,650円
ご負担額 合計

14,954円

介護保険サービス (4日)
4,208円

処遇改善加算
278円

送迎減算 (6回)
-282円

入浴 (2回)
100円

朝食 (3食)
1,200円

夕食 (3食)
1,650円

宿泊代 (3泊)
5,400円

昼食 (4食)
2,400円

ご 利 用 例



宿泊利用料金 (概算) 1割負担
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

１泊２日

地域通所介護 ¥1,536 ¥1,816 ¥2,104 ¥2,394 ¥2,678

入浴介助加算 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100

送迎減算 ¥-94 ¥-94 ¥-94 ¥-94 ¥-94

処遇改善加算 ¥106 ¥125 ¥145 ¥166 ¥185

夜間宿泊ＳＳ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800

食事代 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150

合計 ¥5,598 ¥5,897 ¥6,205 ¥6,516 ¥6,819

２泊３日

地域通所介護 ¥2,304 ¥2,724 ¥3,156 ¥3,591 ¥4,017

入浴介助加算 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150

送迎減算 ¥-188 ¥-188 ¥-188 ¥-188 ¥-188

処遇改善加算 ¥157 ¥185 ¥215 ¥246 ¥275

夜間宿泊ＳＳ ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600

食事代 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700

合計 ¥9,723 ¥10,171 ¥10,633 ¥11,099 ¥11,554

７泊８日

地域通所介護 ¥6,144 ¥7,264 ¥8,416 ¥9,576 ¥10,712

入浴介助加算 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400

送迎減算 ¥-658 ¥-658 ¥-658 ¥-658 ¥-658

処遇改善加算 ¥406 ¥483 ¥563 ¥643 ¥722

夜間宿泊ＳＳ ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600

食事代 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450

合計 ¥30,342 ¥31,539 ¥32,771 ¥34,011 ¥35,226

14泊15日

地域通所介護 ¥11,520 ¥13,620 ¥15,780 ¥17,955 ¥20,085

入浴介助加算 ¥750 ¥750 ¥750 ¥750 ¥750

送迎減算 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316

処遇改善加算 ¥756 ¥901 ¥1,050 ¥1,200 ¥1,347

夜間宿泊ＳＳ ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200

食事代 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300

合計 ¥59,210 ¥61,455 ¥63,764 ¥66,089 ¥68,366

30泊31日

地域通所介護 ¥17,664 ¥19,976 ¥27,352 ¥31,122 ¥37,492

入浴介助加算 ¥1,150 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,400

送迎減算 ¥-2,068 ¥-1,974 ¥-2,350 ¥-2,350 ¥-2,538

処遇改善加算 ¥1,155 ¥1,318 ¥1,815 ¥2,075 ¥2,509

夜間宿泊ＳＳ ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000

食事代 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100

保険外通所介護Ｓ ¥32,000 ¥36,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥15,000

合計 ¥151,001 ¥157,520 ¥154,217 ¥158,247 ¥154,963
※おむつ代及び通院が必要な場合の通院費用・医療費は別途必要です。
※限度単位を超える分は、保険外通所介護サービスとして加算されています。
※30泊31日の介護保険内利用日数は以下の表の日数で計算しています。

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５
保険内日数 ２３日 ２３日 ２７日 ２７日 ２８日
入浴回数 ２３回 ２２回 ２６回 ２６回 ２８回



宿泊利用料金 (概算) 2割負担
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

１泊２日

地域通所介護 ¥3,072 ¥3,632 ¥4,208 ¥4,788 ¥5,356

入浴介助加算 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200

送迎減算 ¥-188 ¥-188 ¥-188 ¥-188 ¥-188

処遇改善加算 ¥213 ¥251 ¥291 ¥331 ¥371

夜間宿泊ＳＳ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800

食事代 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150

合計 ¥7,247 ¥7,845 ¥8,461 ¥9,081 ¥9,689

２泊３日

地域通所介護 ¥4,608 ¥5,448 ¥6,312 ¥7,182 ¥8,034

入浴介助加算 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300

送迎減算 ¥-376 ¥-376 ¥-376 ¥-376 ¥-376

処遇改善加算 ¥312 ¥371 ¥430 ¥490 ¥550

夜間宿泊ＳＳ ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600

食事代 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700

合計 ¥12,144 ¥13,043 ¥13,966 ¥14,896 ¥15,808

７泊８日

地域通所介護 ¥12,288 ¥14,528 ¥16,832 ¥19,152 ¥21,424

入浴介助加算 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800

送迎減算 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316 ¥-1,316

処遇改善加算 ¥813 ¥967 ¥1,126 ¥1,286 ¥1,443

夜間宿泊ＳＳ ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600

食事代 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450

合計 ¥36,635 ¥39,029 ¥41,492 ¥43,972 ¥46,401

14泊15日

地域通所介護 ¥23,040 ¥27,240 ¥31,560 ¥35,910 ¥40,170

入浴介助加算 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500

送迎減算 ¥-2,632 ¥-2,632 ¥-2,632 ¥-2,632 ¥-2,632

処遇改善加算 ¥1,512 ¥1,801 ¥2,099 ¥2,400 ¥2,693

夜間宿泊ＳＳ ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200

食事代 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300

合計 ¥70,920 ¥75,409 ¥80,027 ¥84,678 ¥89,231

30泊31日

地域通所介護 ¥35,328 ¥39,952 ¥54,704 ¥62,244 ¥74,984

入浴介助加算 ¥2,300 ¥2,200 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,800

送迎減算 ¥-4,136 ¥-3,948 ¥-4,700 ¥-4,700 ¥-5,076

処遇改善加算 ¥2,311 ¥2,636 ¥3,630 ¥4,149 ¥5,017

夜間宿泊ＳＳ ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000

食事代 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100

保険外通所介護Ｓ ¥32,000 ¥36,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥15,000

合計 ¥168,903 ¥177,940 ¥182,334 ¥190,393 ¥193,825
※おむつ代及び通院が必要な場合の通院費用・医療費は別途必要です。
※限度単位を超える分は、保険外通所介護サービスとして加算されています。
※30泊31日の介護保険内利用日数は以下の表の日数で計算しています。

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５
保険内日数 ２３日 ２３日 ２７日 ２７日 ２８日
入浴回数 ２３回 ２２回 ２６回 ２６回 ２８回



宿泊利用料金 (概算) 3割負担
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

１泊２日

地域通所介護 ¥4,608 ¥5,448 ¥6,312 ¥7,182 ¥8,034

入浴介助加算 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300

送迎減算 ¥-282 ¥-282 ¥-282 ¥-282 ¥-282

処遇改善加算 ¥319 ¥377 ¥436 ¥497 ¥556

夜間宿泊ＳＳ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800

食事代 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150

合計 ¥8,895 ¥9,793 ¥10,716 ¥11,647 ¥12,558

２泊３日

地域通所介護 ¥6,912 ¥8,172 ¥9,468 ¥10,773 ¥12,051

入浴介助加算 ¥450 ¥450 ¥450 ¥450 ¥450

送迎減算 ¥-564 ¥-564 ¥-564 ¥-564 ¥-564

処遇改善加算 ¥469 ¥556 ¥646 ¥736 ¥823

夜間宿泊ＳＳ ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,600

食事代 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700

合計 ¥14,567 ¥15,914 ¥17,300 ¥18,695 ¥20,060

７泊８日

地域通所介護 ¥18,432 ¥21,792 ¥25,248 ¥28,728 ¥32,136

入浴介助加算 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200

送迎減算 ¥-1,974 ¥-1,974 ¥-1,974 ¥-1,974 ¥-1,974

処遇改善加算 ¥1,219 ¥1,450 ¥1,689 ¥1,929 ¥2,164

夜間宿泊ＳＳ ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600

食事代 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450

合計 ¥42,927 ¥46,518 ¥50,213 ¥53,933 ¥57,576

14泊15日

地域通所介護 ¥34,560 ¥40,860 ¥47,340 ¥53,865 ¥60,255

入浴介助加算 ¥2,250 ¥2,250 ¥2,250 ¥2,250 ¥2,250

送迎減算 ¥-3,948 ¥-3,948 ¥-3,948 ¥-3,948 ¥-3,948

処遇改善加算 ¥2,268 ¥2,703 ¥3,149 ¥3,600 ¥4,041

夜間宿泊ＳＳ ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200 ¥25,200

食事代 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300

合計 ¥82,630 ¥89,365 ¥96,291 ¥103,267 ¥110,098

30泊31日

地域通所介護 ¥52,992 ¥59,928 ¥82,056 ¥93,366 ¥112,476

入浴介助加算 ¥3,450 ¥3,300 ¥3,900 ¥3,900 ¥4,200

送迎減算 ¥-6,204 ¥-5,922 ¥-7,050 ¥-7,050 ¥-7,614

処遇改善加算 ¥3,466 ¥3,954 ¥5,444 ¥6,225 ¥7,526

夜間宿泊ＳＳ ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000 ¥54,000

食事代 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100

保険外通所介護Ｓ ¥32,000 ¥36,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥15,000

合計 ¥186,804 ¥198,360 ¥210,450 ¥222,541 ¥232,688
※おむつ代及び通院が必要な場合の通院費用・医療費は別途必要です。
※限度単位を超える分は、保険外通所介護サービスとして加算されています。
※30泊31日の介護保険内利用日数は以下の表の日数で計算しています。

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５
保険内日数 ２３日 ２３日 ２７日 ２７日 ２８日
入浴回数 ２３回 ２２回 ２６回 ２６回 ２８回



宿泊利用料金 (概算) 生活保護
要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

１泊２日

地域通所介護 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

入浴介助加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

送迎減算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

処遇改善加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

夜間宿泊ＳＳ ¥900 ¥900 ¥900 ¥900 ¥900

食事代 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150 ¥2,150

合計 ¥3,050 ¥3,050 ¥3,050 ¥3,050 ¥3,050

２泊３日

地域通所介護 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

入浴介助加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

送迎減算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

処遇改善加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

夜間宿泊ＳＳ ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800

食事代 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700

合計 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500

７泊８日

地域通所介護 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

入浴介助加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

送迎減算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

処遇改善加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

夜間宿泊ＳＳ ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300

食事代 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450 ¥11,450

合計 ¥17,750 ¥17,750 ¥17,750 ¥17,750 ¥17,750

14泊15日

地域通所介護 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

入浴介助加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

送迎減算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

処遇改善加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

夜間宿泊ＳＳ ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600

食事代 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300 ¥22,300

合計 ¥34,900 ¥34,900 ¥34,900 ¥34,900 ¥34,900

30泊31日

地域通所介護 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

入浴介助加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

送迎減算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

処遇改善加算 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

夜間宿泊ＳＳ ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000

食事代 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100 ¥47,100

保険外通所介護Ｓ ¥32,000 ¥36,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥15,000

合計 ¥106,100 ¥110,100 ¥99,100 ¥99,100 ¥89,100
※おむつ代及び通院が必要な場合の通院費用・医療費は別途必要です。
※限度単位を超える分は、保険外通所介護サービスとして加算されています。
※30泊31日の介護保険内利用日数は以下の表の日数で計算しています。

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５
保険内日数 ２３日 ２３日 ２７日 ２７日 ２８日
入浴回数 ２３回 ２２回 ２６回 ２６回 ２８回
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