
社会福祉法人とりかい　ショートステイ　飛鳥　利用料金一覧表

介護度 負担限度額 居室区分 負担割合 基本料金 加算計（※①) 居住費 食費 1日料金 1月料金（30日）

個　室 ¥320 ¥1,338 ¥40,140
多床室 ¥0 ¥1,018 ¥30,540
個　室 ¥420 ¥1,738 ¥52,140
多床室 ¥370 ¥1,688 ¥50,640
個　室 ¥820 ¥2,538 ¥76,140
多床室 ¥370 ¥2,088 ¥62,640
個　室 ¥820 ¥2,838 ¥85,140
多床室 ¥370 ¥2,388 ¥71,640

1割負担 ¥629 ¥89 ¥3,472 ¥104,160
2割負担 ¥1,258 ¥176 ¥4,188 ¥125,640
3割負担 ¥1,887 ¥261 ¥4,902 ¥147,060
1割負担 ¥629 ¥89 ¥3,195 ¥95,850
2割負担 ¥1,258 ¥176 ¥3,911 ¥117,330
3割負担 ¥1,887 ¥261 ¥4,625 ¥138,750

個　室 ¥320 ¥1,411 ¥42,330
多床室 ¥0 ¥1,091 ¥32,730
個　室 ¥420 ¥1,811 ¥54,330
多床室 ¥370 ¥1,761 ¥52,830
個　室 ¥820 ¥2,611 ¥78,330
多床室 ¥370 ¥2,161 ¥64,830
個　室 ¥820 ¥2,911 ¥87,330
多床室 ¥370 ¥2,461 ¥73,830

1割負担 ¥702 ¥89 ¥3,545 ¥106,350
2割負担 ¥1,403 ¥176 ¥4,333 ¥129,990
3割負担 ¥2,105 ¥261 ¥5,120 ¥153,600
1割負担 ¥702 ¥89 ¥3,268 ¥98,040
2割負担 ¥1,403 ¥176 ¥4,056 ¥121,680
3割負担 ¥2,105 ¥261 ¥4,843 ¥145,290

個　室 ¥320 ¥1,487 ¥44,610
多床室 ¥0 ¥1,167 ¥35,010
個　室 ¥420 ¥1,887 ¥56,610
多床室 ¥370 ¥1,837 ¥55,110
個　室 ¥820 ¥2,687 ¥80,610
多床室 ¥370 ¥2,237 ¥67,110
個　室 ¥820 ¥2,987 ¥89,610
多床室 ¥370 ¥2,537 ¥76,110

1割負担 ¥778 ¥89 ¥3,621 ¥108,630
2割負担 ¥1,555 ¥176 ¥4,485 ¥134,550
3割負担 ¥2,333 ¥261 ¥5,348 ¥160,440
1割負担 ¥778 ¥89 ¥3,344 ¥100,320
2割負担 ¥1,555 ¥176 ¥4,208 ¥126,240
3割負担 ¥2,333 ¥261 ¥5,071 ¥152,130

個　室 ¥320 ¥1,560 ¥46,800
多床室 ¥0 ¥1,240 ¥37,200
個　室 ¥420 ¥1,960 ¥58,800
多床室 ¥370 ¥1,910 ¥57,300
個　室 ¥820 ¥2,760 ¥82,800
多床室 ¥370 ¥2,310 ¥69,300
個　室 ¥820 ¥3,060 ¥91,800
多床室 ¥370 ¥2,610 ¥78,300

1割負担 ¥851 ¥89 ¥3,694 ¥110,820
2割負担 ¥1,701 ¥176 ¥4,631 ¥138,930
3割負担 ¥2,551 ¥261 ¥5,566 ¥166,980
1割負担 ¥851 ¥89 ¥3,417 ¥102,510
2割負担 ¥1,701 ¥176 ¥4,354 ¥130,620
3割負担 ¥2,551 ¥261 ¥5,289 ¥158,670

個　室 ¥320 ¥1,631 ¥48,930
多床室 ¥0 ¥1,311 ¥39,330
個　室 ¥420 ¥2,031 ¥60,930
多床室 ¥370 ¥1,981 ¥59,430
個　室 ¥820 ¥2,831 ¥84,930
多床室 ¥370 ¥2,381 ¥71,430
個　室 ¥820 ¥3,131 ¥93,930
多床室 ¥370 ¥2,681 ¥80,430

1割負担 ¥922 ¥89 ¥3,765 ¥112,950
2割負担 ¥1,844 ¥176 ¥4,774 ¥143,220
3割負担 ¥2,766 ¥261 ¥5,781 ¥173,430
1割負担 ¥922 ¥89 ¥3,488 ¥104,640
2割負担 ¥1,844 ¥176 ¥4,497 ¥134,910
3割負担 ¥2,766 ¥261 ¥5,504 ¥165,120

※①　加算計には、以下の加算が含まれております。これらの加算内容は変更する場合があります。

　　　　サービス提供体制加算Ⅰ:24円　　看護体制加算Ⅲ:13円　 及びⅣ:25円　　夜勤職員配置加算:14円　　機能訓練体制加算:13円

<その他の加算>

(1)　短期生活処遇改善加算Ⅰ　・・1か月のご利用単位数×8.3%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(2)　短期生活特定処遇改善加算Ⅰ　・・1か月のご利用単位数×2.7%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(3)　短期生活ベースアップ等支援加算　・・1か月のご利用単位数×1.6%の1割の金額　　※2割負担、3割負担の方は1割部分が2割、3割となります。

(3)　その他、療養食等に該当する場合、加算が発生致します。

<その他費用>
〇TVカード代　　　 ＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。（ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

〇タオル代　　　　　衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円　

〇その他日用品費等　実費

¥1,300

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

多床室 ¥948

¥300

第2段階 ¥600

第3段階① ¥1,000

要介護5

第1段階

1割負担 ¥922 ¥89

第3段階②

¥1,300

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

多床室 ¥948

¥300

第2段階 ¥600

第3段階① ¥1,000

要介護4

第1段階

1割負担 ¥851 ¥89

第3段階②

¥1,300

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

多床室 ¥948

¥300

第2段階 ¥600

第3段階① ¥1,000

要介護3

第1段階

1割負担 ¥778 ¥89

第3段階②

第4段階

個　室 ¥1,225

¥1,529

多床室 ¥948

¥1,225

¥1,529

多床室 ¥948

要介護2

第1段階

1割負担 ¥702 ¥89

¥300

第2段階 ¥600

第3段階① ¥1,000

第3段階② ¥1,300

<第3段階②>　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が120万円以上、預貯金等の資産が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方
<第4段階>　 　課税者（上記以外の方）

要介護1

第1段階

1割負担 ¥629 ¥89

¥300

第2段階 ¥600

第3段階① ¥1,000

第3段階② ¥1,300

第4段階

個　室

令和4年10月1日現在

【介護保険負担限度額】　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税
<第1段階>　 　世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金の受給者、又は、生活保護受給者
<第2段階>　 　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以下、預貯金等の資産が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方
<第3段階①>　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以上、120万円以下、預貯金等の資産が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方



従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金1割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,262

要支援2 ¥586 ¥37 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,377

1 ¥629 ¥89 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,472

2 ¥702 ¥89 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,545

3 ¥778 ¥89 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,621

4 ¥851 ¥89 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,694

5 ¥922 ¥89 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,765

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥948 ¥1,529 ¥2,985

要支援2 ¥586 ¥37 ¥948 ¥1,529 ¥3,100

1 ¥629 ¥89 ¥948 ¥1,529 ¥3,195

2 ¥702 ¥89 ¥948 ¥1,529 ¥3,268

3 ¥778 ¥89 ¥948 ¥1,529 ¥3,344

4 ¥851 ¥89 ¥948 ¥1,529 ¥3,417

5 ¥922 ¥89 ¥948 ¥1,529 ¥3,488

〇 「滞在費」、「食費」、等のご負担金額について各種減額証をお持ちの方は軽減されます。

〇 「食費」は1日当り、1,529円（朝　316円、昼　633円、夜　580円の合算）

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

  （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金1割負担の方

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　　・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　機能訓練体制加算：13円
　　・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　看護体制加算Ⅲ：13円 及びⅣ：25円、夜勤職員配置加算：14円
　　　　　　　　　　機能訓練体制加算：13円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。



従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金2割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥941 ¥73 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,768

要支援2 ¥1,171 ¥73 ¥1,225 ¥1,529 ¥3,998

1 ¥1,258 ¥176 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,188

2 ¥1,403 ¥176 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,333

3 ¥1,555 ¥176 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,485

4 ¥1,701 ¥176 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,631

5 ¥1,844 ¥176 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,774

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥941 ¥73 ¥948 ¥1,529 ¥3,491

要支援2 ¥1,171 ¥73 ¥948 ¥1,529 ¥3,721

1 ¥1,258 ¥176 ¥948 ¥1,529 ¥3,911

2 ¥1,403 ¥176 ¥948 ¥1,529 ¥4,056

3 ¥1,555 ¥176 ¥948 ¥1,529 ¥4,208

4 ¥1,701 ¥176 ¥948 ¥1,529 ¥4,354

5 ¥1,844 ¥176 ¥948 ¥1,529 ¥4,497

〇 「食費」は1日当り、1,529円（朝　316円、昼　633円、夜　580円の合算）

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金2割負担の方

その他の加算（毎月変動）

¥389

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　2割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　2割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　2割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：47円　機能訓練体制加算：26円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：47円　看護体制加算Ⅲ：26円 及びⅣ：49円、夜勤職員配置加算：28円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：26円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥389

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　2割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　2割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　2割の金額が加わります。



従来型個室（1人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金3割負担の方

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥1,412 ¥108 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,274

要支援2 ¥1,757 ¥108 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,619

1 ¥1,887 ¥261 ¥1,225 ¥1,529 ¥4,902

2 ¥2,105 ¥261 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,120

3 ¥2,333 ¥261 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,348

4 ¥2,551 ¥261 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,566

5 ¥2,766 ¥261 ¥1,225 ¥1,529 ¥5,781

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥1,412 ¥108 ¥948 ¥1,529 ¥3,997

要支援2 ¥1,757 ¥108 ¥948 ¥1,529 ¥4,342

1 ¥1,887 ¥261 ¥948 ¥1,529 ¥4,625

2 ¥2,105 ¥261 ¥948 ¥1,529 ¥4,843

3 ¥2,333 ¥261 ¥948 ¥1,529 ¥5,071

4 ¥2,551 ¥261 ¥948 ¥1,529 ¥5,289

5 ¥2,766 ¥261 ¥948 ¥1,529 ¥5,504

〇 「食費」は1日当り\1529（朝　\316、昼　\633、夜　\580の合算）

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）の利用料金（第4段階）基本料金3割負担の方

その他の加算（毎月変動）

¥583

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　3割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　3割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　3割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：70円　機能訓練体制加算：38円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：70円　看護体制加算Ⅲ：38円 及びⅣ：73円　夜勤職員配置加算：42円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：38円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥583

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　3割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　3割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　3割の金額が加わります。



　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥320 ¥300 ¥1,128

要支援2 ¥586 ¥37 ¥320 ¥300 ¥1,243

1 ¥629 ¥89 ¥320 ¥300 ¥1,338

2 ¥702 ¥89 ¥320 ¥300 ¥1,411

3 ¥778 ¥89 ¥320 ¥300 ¥1,487

4 ¥851 ¥89 ¥320 ¥300 ¥1,560

5 ¥922 ¥89 ¥320 ¥300 ¥1,631

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥0 ¥300 ¥808

要支援2 ¥586 ¥37 ¥0 ¥300 ¥923

1 ¥629 ¥89 ¥0 ¥300 ¥1,018

2 ¥702 ¥89 ¥0 ¥300 ¥1,091

3 ¥778 ¥89 ¥0 ¥300 ¥1,167

4 ¥851 ¥89 ¥0 ¥300 ¥1,240

5 ¥922 ¥89 ¥0 ¥300 ¥1,311

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）利用料金

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　機能訓練体制加算：13円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　看護体制加算Ⅲ：13円　及びⅣ：25円、夜勤職員配置加算：14円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：13円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

令和4年 10月 1日　現在

介護保険負担限度額【第1段階】

　世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金の受給者、又は、生活保護受給者



介護保険負担限度額【第2段階】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以下、預貯金等の資産が単身で

　650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥420 ¥600 ¥1,528

要支援2 ¥586 ¥37 ¥420 ¥600 ¥1,643

1 ¥629 ¥89 ¥420 ¥600 ¥1,738

2 ¥702 ¥89 ¥420 ¥600 ¥1,811

3 ¥778 ¥89 ¥420 ¥600 ¥1,887

4 ¥851 ¥89 ¥420 ¥600 ¥1,960

5 ¥922 ¥89 ¥420 ¥600 ¥2,031

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥370 ¥600 ¥1,478

要支援2 ¥586 ¥37 ¥370 ¥600 ¥1,593

1 ¥629 ¥89 ¥370 ¥600 ¥1,688

2 ¥702 ¥89 ¥370 ¥600 ¥1,761

3 ¥778 ¥89 ¥370 ¥600 ¥1,837

4 ¥851 ¥89 ¥370 ¥600 ¥1,910

5 ¥922 ¥89 ¥370 ¥600 ¥1,981

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）利用料金

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　機能訓練体制加算：13円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　看護体制加算Ⅲ：13円 及びⅣ：25円　夜勤職員配置加算：14円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：13円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。



介護保険負担限度額【第3段階①】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が80万円以上、120万円以下

　預貯金等の資産が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥820 ¥1,000 ¥2,328

要支援2 ¥586 ¥37 ¥820 ¥1,000 ¥2,443

1 ¥629 ¥89 ¥820 ¥1,000 ¥2,538

2 ¥702 ¥89 ¥820 ¥1,000 ¥2,611

3 ¥778 ¥89 ¥820 ¥1,000 ¥2,687

4 ¥851 ¥89 ¥820 ¥1,000 ¥2,760

5 ¥922 ¥89 ¥820 ¥1,000 ¥2,831

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥370 ¥1,000 ¥1,878

要支援2 ¥586 ¥37 ¥370 ¥1,000 ¥1,993

1 ¥629 ¥89 ¥370 ¥1,000 ¥2,088

2 ¥702 ¥89 ¥370 ¥1,000 ¥2,161

3 ¥778 ¥89 ¥370 ¥1,000 ¥2,237

4 ¥851 ¥89 ¥370 ¥1,000 ¥2,310

5 ¥922 ¥89 ¥370 ¥1,000 ¥2,381

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。

多床室（4人部屋）利用料金

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　機能訓練体制加算：13円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　看護体制加算Ⅲ：13円 及びⅣ：25円　夜勤職員配置加算：14円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：13円

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。



介護保険負担限度額【第3段階②】
　世帯全員・世帯が異なる配偶者（内縁関係の者も含む）が市町村民税非課税

　本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が120万以上

　預貯金等の資産が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方

従来型個室（1人部屋）利用料金

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥820 ¥1,300 ¥2,628

要支援2 ¥586 ¥37 ¥820 ¥1,300 ¥2,743

1 ¥629 ¥89 ¥820 ¥1,300 ¥2,838

2 ¥702 ¥89 ¥820 ¥1,300 ¥2,911

3 ¥778 ¥89 ¥820 ¥1,300 ¥2,987

4 ¥851 ¥89 ¥820 ¥1,300 ¥3,060

5 ¥922 ¥89 ¥820 ¥1,300 ¥3,131

 

要介護度 基本料金 加算計 滞在費 食費
1日当りの
利用料金

送迎費
（片道）

要支援1 ¥471 ¥37 ¥370 ¥1,300 ¥2,178

要支援2 ¥586 ¥37 ¥370 ¥1,300 ¥2,293

1 ¥629 ¥89 ¥370 ¥1,300 ¥2,388

2 ¥702 ¥89 ¥370 ¥1,300 ¥2,461

3 ¥778 ¥89 ¥370 ¥1,300 ¥2,537

4 ¥851 ¥89 ¥370 ¥1,300 ¥2,610

5 ¥922 ¥89 ¥370 ¥1,300 ¥2,681

ショートステイ飛鳥　利用料のご案内

令和4年 10月 1日　現在

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

多床室（4人部屋）利用料金

その他の加算（毎月変動）

¥195

≪短期生活処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×8.3％の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活特定処遇改善加算Ⅰ≫
　1ヶ月のご利用単位数×2.7%の
　1割の金額が加わります。

≪短期生活ベースアップ等支援加算≫
　1ヶ月のご利用単位数×1.6%の
　1割の金額が加わります。

〇 加算計には以下の加算を含めております。これらの加算内容は変わることがあります。
　 ・要支援１、２：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　機能訓練体制加算：13円
　 ・要介護１～５：サービス提供体制加算Ⅰ：24円　看護体制加算Ⅲ：13円 及びⅣ：25円　夜勤職員配置加算：14円
　　　　　　　　　 機能訓練体制加算：13円

その他にかかる費用

【ＴＶカード代】

　各ベッドに設置のＴＶは専用カードを購入してご利用いただけます。

   （ＴＶカード代：1枚当り1,000円。1枚で約40時間視聴できます。）

【その他の費用】

　＊衛生上殺菌済みのタオル類等をご利用される場合。
　　＜バスタオル１枚＞４５円、＜長タオル　１枚＞１５円
　＊その他日用品費等　実費
　＊領収書の再発行を依頼される場合は１枚につき５5０円をご負担いただきます。


