
特別養護老人ホーム 治田の里 料金表 

1.介護福祉施設サービスの利用料金（1割自己負担額）日額     （単位：10.27円） 

  
負担段階 一割負担金額 居住費 食費 日額 月額（約）

基本単位 利用料金① ② ③ ①＋②＋③ （30 日）

要介護

１ 

第１段階 

６２５ ６４２ 

820 300 1,762 52,860

第２段階 820 390 1,852 55,560

第３段階 1,310 650 2,602 78,060

第４段階 2,６00 1,400 4,642 139,260

要介護

２ 

第１段階 

６９１ ７１０ 

820 300 1,830 54,900

第２段階 820 390 1,920 57,600

第３段階 1,310 650 2,670 80,100

第４段階 2,６00 1,400 4,710 141,300

要介護

３ 

第１段階 

７６２ ７８２ 

820 300 1,902 57,060

第２段階 820 390 1,992 59,760

第３段階 1,310 650 2,742 82,260

第４段階 2,６00 1,400 4,782 143,460

要介護

４ 

第１段階 

８２８ ８５０ 

820 300 1,970 59,100

第２段階 820 390 2,060 61,800

第３段階 1,310 650 2,810 84,300

第４段階 2,６00 1,400 4,850 145,500

要介護

５ 

第１段階 

８９４ ９１８ 

820 300 2,038 61,140

第２段階 820 390 2,128 63,840

第３段階 1,310 650 2,878 86,340

第４段階 2,６00 1,400 4,918 147,540

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・１ケ月あたりの総単位数にサービス別加算率（８．３％） 

を乗じて単価を乗じた１割負担（月額に上乗せとなります） 

 

★ 加算合計内訳 ★（基本的に全員対象の加算） 

加算種類 金額 加算内容 

看護体制加算（Ⅰ）イ １２円/日 常勤の看護師を 1 名以上配置。 

看護体制加算（Ⅱ）イ ２5 円/日 常勤看護師換算で 2 名以上、24 時間連絡可能体制。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １2 円/日 介護職員総数に対し介護福祉士が 50%以上配置。 

栄養マネジメント加算 １４円/日
常勤の管理栄養士を 1 名以上配置。栄養ケア計画を

作成し、栄養管理を実施。 

 

 

 

 



★ 該当する場合に加算 ★ 

加算種類 金額 加算内容 

初期加算 ３１円/日 
入所後３０日に限り加算。入所後、３０日以上の入院をさ

れ再入所された場合も同様。 

入院・外泊時加算 ２５３円/日 
入院・外泊時、利用者様のお部屋を確保しておくための加

算。入院・外泊後６日間が対象。 

療養食加算 １８円/日 医師により発行された食事箋に基づき療養食を提供。 

個別機能訓練加算 １３円/日 機能訓練指導員による機能維持等の訓練。 

若年性認知症入所者

受入加算 
１２３円/日 

65 歳未満の認知症の方に適正なサービス提供を行った場

合。 

精神科医師による療

養指導 
５円/日 

精神科医師による定期的な療養指導を月 2 回以上行ってい

る場合。 

経口移行加算 ２９円/日 
医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、管理栄養士が

栄養管理を行った場合に１８０日を限度に加算。 

経口維持加算（Ⅰ） ４１１円/月 著しい誤嚥が認められる方を対象（原則１８０日まで） 

経口維持加算（Ⅱ） １０３円/月 誤嚥が認められる方を対象（原則１８０日まで） 

口腔衛生管理体制加

算 
３１円/月 

歯科医師又は歯科衛生士による指導及び助言に基づき口腔

ケアマネジメントを作成した場合 

口腔衛生管理加算 １１３円/月 歯科衛生士が口腔ケアを月４回以上実施した場合 

認知症行動・心理症

状緊急対応加算 
２０６円/日 

医師により認知症の行動・心理症状があり、在宅生活が困

難であり緊急入所が必要と判断され入所。（７日を限度）

退所前訪問相談援助

加算 
４７３円/日 入所中１回又は２回。 

退所後訪問相談援助

加算 
４７３円/日 退所後１回を限度。 

退所時相談援助加算 ４１１円/日 退所後の相談援助を行い、必要な情報を提供した場合 

退所前連携加算 ５１４円/日 
居宅介護支援事業所と退所前から連携し、情報提供とサー

ビス調整を行った場合。（１回を限度） 

看取り介護加算（Ⅰ） 

（死亡日以前 4～

30 日） 

１４８円/日 
医師により回復の見込みがないと判断され、入所者又はご

家族が看取りを希望された場合。当施設、病院又は居宅に

て亡くなられた場合、死亡以前３０日を上限として加算。

※看取り介護開始後、病院・居宅で亡くなられた場合は、

当施設を退所された日までの加算を請求させていただきま

す。死亡日が、退所日から月をまたぐ場合、ご請求が一月

遅れます。 

看取り介護加算（Ⅱ） 

（死亡日以前 2～3

日） 

６９８円/日 

看取り介護加算（Ⅲ） 

（死亡日当日） 
1314 円/日 

※その他の加算は、体制が整い次第算定させて頂く可能性がありますのでご留意下さい。 

 

 

 

 

 



2.介護福祉施設サービスの利用料金（2割自己負担額）日額       （単位：10.27円） 

  
二割負担金額 居住費 食費 日額 月額（約） 

基本単位 利用料金① ② ③ ①＋②＋③ （30 日） 

要介護 1 625 単位 1,283 円 2,６00 円 1,400 円 5,283 円 158,490 円

要介護 2 691 単位 1,419 円 2,６00 円 1,400 円 5,419 円 162,570 円

要介護 3 762 単位 1,565 円 2,６00 円 1,400 円 5,565 円 166,950 円

要介護 4 828 単位 1,701 円 2,６00 円 1,400 円 5,701 円 171,030 円

要介護５ 894 単位 1,836 円 2,６00 円 1,400 円 5,836 円 175,080 円

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・１ケ月あたりの総単位数にサービス別加算率（８．３％） 

を乗じて単価を乗じた２割負担（月額に上乗せとなります） 

 

★ 加算合計内訳 ★（基本的に全員対象の加算） 

加算種類 金額 加算内容 

看護体制加算（Ⅰ）イ 25 円/日 常勤の看護師を 1 名以上配置。 

看護体制加算（Ⅱ）イ 48 円/日 常勤看護師換算で 2 名以上、24 時間連絡可能体制。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 25 円/日 介護職員総数に対し介護福祉士が 50%以上配置。 

栄養マネジメント加算 28 円/日
常勤の管理栄養士を 1 名以上配置。栄養ケア計画を

作成し、栄養管理を実施。 

★ 該当する場合に加算 ★ 

加算種類 金額 加算内容 

初期加算 62 円/日 
入所後３０日に限り加算。入所後、３０日以上の入院をさ

れ再入所された場合も同様。 

入院・外泊時加算 505 円/日 
入院・外泊時、利用者様のお部屋を確保しておくための加

算。入院・外泊後６日間が対象。 

療養食加算 37 円/日 医師により発行された食事箋に基づき療養食を提供。 

個別機能訓練加算 25 円/日 機能訓練指導員による機能維持等の訓練。 

若年性認知症入所者

受入加算 
247 円/日 

65 歳未満の認知症の方に適正なサービス提供を行った場

合。 

精神科医師による療

養指導 
10 円/日 

精神科医師による定期的な療養指導を月 2 回以上行ってい

る場合。 

経口移行加算 57 円/日 
医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、管理栄養士が

栄養管理を行った場合に１８０日を限度に加算。 

経口維持加算（Ⅰ） 822 円/月 著しい誤嚥が認められる方を対象（原則１８０日まで） 

経口維持加算（Ⅱ） 206 円/月 誤嚥が認められる方を対象（原則１８０日まで） 

口腔衛生管理体制加

算 
62 円/月 

歯科医師又は歯科衛生士による指導及び助言に基づき口腔

ケアマネジメントを作成した場合 

口腔衛生管理加算 226 円/月 歯科衛生士が口腔ケアを月４回以上実施した場合 

認知症行動・心理症

状緊急対応加算 
411 円/日 

医師により認知症の行動・心理症状があり、在宅生活が困

難であり緊急入所が必要と判断され入所。（７日を限度）



退所前訪問相談援助

加算 
945 円/日 入所中１回又は２回。 

退所後訪問相談援助

加算 
945 円/日 退所後１回を限度。 

退所時相談援助加算 822 円/日 退所後の相談援助を行い、必要な情報を提供した場合。 

退所前連携加算 1027 円/日 
居宅介護支援事業所と退所前から連携し、情報提供とサー

ビス調整を行った場合。（１回を限度） 

看取り介護加算（Ⅰ） 

（死亡日以前 4～

30 日） 

295 円/日 
医師により回復の見込みがないと判断され、入所者又はご

家族が看取りを希望された場合。当施設、病院又は居宅に

て亡くなられた場合、死亡以前３０日を上限として加算。

※看取り介護開始後、病院・居宅で亡くなられた場合は、

当施設を退所された日までの加算を請求させていただきま

す。死亡日が、退所日から月をまたぐ場合、ご請求が一月

遅れます。 

看取り介護加算（Ⅱ） 

（死亡日以前 2～3

日） 

1397 円/日 

看取り介護加算（Ⅲ） 

（死亡日当日） 
2629 円/日 

※その他の加算は、体制が整い次第算定させて頂く可能性がありますのでご留意下さい。 

 

★ その他の料金 ★ 

料金種類 費用 内容 

理髪・美容代 実費 委託業者による 

複写物の交付（税込） 1０円/枚 １枚につき 

電気器具の使用料（税込） 54 円/日 1 機種につき 

娯楽・行事費用 実費 材料代等 

おやつ代（税込） 108 円/日 午後３時のおやつの提供 

貴重品管理費（税込） 3,240 円/月 
年金・預金通帳・金融機関届出印・現金を当施設

で管理する場合。 

文書料（税込） 324 円/回 1 通につき（入所証明書・領収書再発行など） 

買い物代行費（税込） 1,080 円/月 買い物の代行費用 

※ 介護保険サービス加算料金、その他の料金については、要介護度や負担段階に関係なく 

  共通料金です。 

※ ご入居者のご希望に基づいて物品を購入する場合やご入居者からの負担が適当であると 

  認められるものは、実費をお支払い頂きます。 

※ 利用料金は法令改正や経済情勢等により変更になることがあります。 

※ ご入居者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払い頂く場合があります。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご入居者側の

負担額を変更します。 

※ 介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、その認定証に記載された食費・

居住費の金額のご負担となります。 

 

 


