
利用料は、介護保険負担割合証の交付内容に基づきご負担いただきます。
加算については、下記○の加算を算定致します。

※令和３年４月～９月は基本報酬に0.1％上乗せした単位数を算定します。
通所介護サ-ビス

２割の場合 3割の場合

要介護１（626単位） 1,359円 2,038円

要介護２（740単位） 1,609円 2,413円

要介護３（857単位） 1,862円 2,793円

要介護４（975単位） 2,118円 3,176円

要介護５（1092単位） 2,373円 3,559円

２割の場合 3割の場合

要介護１（655単位） 1,424円 2,136円

要介護２（773単位） 1,679円 2,519円

要介護３（896単位） 1,947円 2,921円

要介護４（1018単位） 2,211円 3,316円

要介護５（1142単位） 2,481円 3,721円

口腔機能向上加算Ⅱ（回）　：　160単位（1割：174円、2割：347円、3割：520円）

科学的介護推進体制加算（月）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

口腔・栄養スクーリング加算Ⅱ（回）：5単位（1割：5円、2割：10円、3割：15円）
加算

個別機能訓練加算Ⅰイ（日）　：　56単位(1割：61円、2割：122円、3割：183円)

個別機能訓練加算Ⅰロ（日）：　85単位(1割：93円、2割：185円、3割：277円)

個別機能訓練加算Ⅱ（月）：　20単位(1割：22円、2割：43円、3割：64円)

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ（月）：60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）※さろおのみ

居宅サービス計画に
基づき、事業所の体
制がある場合に算定

認知症加算（日）　：　60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）

栄養改善加算（回）　：　200単位（1割：217円、2割：434円、3割：651円）

入浴介助加算Ⅰ（日）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

入浴介助加算Ⅱ（日）　：　55単位（1割：60円、2割：120円、3割：180円）

中重度者ケア体制加算（日）　：　45単位（1割：49円、2割：98円、3割：146円）

サービス提供体制強化加算Ⅰ　：　22単位（1割：25円、2割：49円、3割：73円）※おおつの場合

サービス提供体制強化加算Ⅱ　：　18単位（1割：20円、2割：39円、3割：58円）※さろおの場合

事業所として算定

上記には介護職員処遇改善加算Ⅰ（5.9％）と介護職員等特定処遇改善加算特定加算Ⅰ
（1.2％）と地域加算（10.14％）が入っています。

※送迎を行わない場合は、片道につき４７単位（1割：51円、2割：102円、3割：153円）を減算します。

栄養アセスメント加算（月）　：　50単位（1割：55円、2割：110円、3割：165円）

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ（回）：20単位（1割：22円、2割：43円、3割：64円）

事業所規模 大規模型通所介護費Ⅰ（7－8ｈ）

介護費
(大規
模型）

１割の場合

680円

805円

931円

1,059円

1,187円

生活機能向上連携加算Ⅱ（月）（個別機能訓練加算を算定した場合）：100単位（1
割：109円、2割：217円、3割：326円）

介護費
（通常
規模
型）

１割の場合

姫路医療生協デイサービス（おおつ　・さろお）利用料に関する同意書

令和3年4月1日より
地域区分 7級地

サービス提供時間 9時00分～16時40分

712円

840円

974円

1,106円

1,241円



利用料は、介護保険負担割合証の交付内容に基づきご負担いただきます。
加算については、下記○の加算を算定致します。

※令和３年４月～９月は基本報酬に0.1％上乗せした単位数を算定します。
通所介護サ-ビス

２割の場合 3割の場合

要介護１（655単位） 1,424円 2,136円

要介護２（773単位） 1,679円 2,519円

要介護３（896単位） 1,947円 2,921円

要介護４（1018単位） 2,211円 3,316円

要介護５（1142単位） 2,481円 3,721円

上記には介護職員処遇改善加算Ⅰ（5.9％）と介護職員等特定処遇改善加算特定加算Ⅰ
（1.2％）と地域加算（10.14％）が入っています。

口腔・栄養スクーリング加算Ⅱ（回）：5単位（1割：5円、2割：10円、3割：15円）

認知症加算（日）　：　60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）

栄養改善加算（回）　：　200単位（1割：217円、2割：434円、3割：651円）

口腔機能向上加算Ⅰ（回）　：　150単位（1割：164円、2割：327円、3割490円）

口腔機能向上加算Ⅱ（回）　：　160単位（1割：174円、2割：347円、3割：520円）

科学的介護推進体制加算（月）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

居宅サービス計画に
基づき、事業所の体
制がある場合に算定

事業所として算定

事業所規模 通常規模型通所介護費Ⅰ（7－8ｈ）

１割の場合

介護費

加算

個別機能訓練加算Ⅰイ（日）　：　56単位(1割：61円、2割：122円、3割：183円)

個別機能訓練加算Ⅰロ（日）：　85単位(1割：93円、2割：185円、3割：277円)

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ（月）：60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）

入浴介助加算Ⅰ（日）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

中重度者ケア体制加算（日）　：　45単位（1割：49円、2割：98円、3割：146円）

姫路医療生協デイサービスてがら　　利用料に関する同意書

令和3年4月1日より
地域区分 7級地

サービス提供時間 9時00分～16時30分

712円

840円

974円

1,106円

1,241円

生活機能向上連携加算Ⅱ（月）（個別機能訓練加算を算定した場合）：100単位（1
割：109円、2割：217円、3割：326円）

個別機能訓練加算Ⅱ（月）：　20単位(1割：22円、2割：43円、3割：64円)

栄養アセスメント加算（月）　：　50単位（1割：55円、2割：110円、3割：165円）

入浴介助加算Ⅱ（日）　：　55単位（1割：60円、2割：120円、3割：180円）

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ（回）：20単位（1割：22円、2割：43円、3割：64円）

サービス提供体制強化加算Ⅱ　：　18単位（1割：20円、2割：39円、3割：58円）

※送迎を行わない場合は、片道につき４７単位（1割：51円、2割：102円、3割：153円）を減算します。



利用料は、介護保険負担割合証の交付内容に基づきご負担いただきます。
加算については、下記○の加算を算定致します。

※令和３年４月～９月は基本報酬に0.1％上乗せした単位数を算定します。
通所介護サ-ビス

２割の場合 3割の場合

要介護１（626単位） 1,357円 2,035円

要介護２（740単位） 1,604円 2,406円

要介護３（857単位） 1,858円 2,787円

要介護４（975単位） 2,113円 3,170円

要介護５（1092単位） 2,367円 3,550円

２割の場合 3割の場合

要介護１（655単位） 1,424円 2,136円

要介護２（773単位） 1,679円 2,519円

要介護３（896単位） 1,947円 2,921円

要介護４（1018単位） 2,211円 3,316円

要介護５（1142単位） 2,481円 3,721円

事業所規模 大規模型通所介護費Ⅰ（7－8ｈ）

介護費
(大規
模型）

１割の場合

679円

802円

929円

1,057円

1,184円

姫路医療生協デイサービスつどい　　利用料に関する同意書

令和3年4月1日より
地域区分 7級地

サービス提供時間 9時00分～16時40分

生活機能向上連携加算Ⅱ（月）（個別機能訓練加算を算定した場合）：100単位（1
割：109円、2割：217円、3割：326円）

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ（月）：60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）

入浴介助加算Ⅰ（日）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

入浴介助加算Ⅱ（日）　：　55単位（1割：60円、2割：120円、3割：180円）

栄養アセスメント加算（月）　：　50単位（1割：54円、2割：108円、3割：162円）

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ（回）：20単位（1割：22円、2割：43円、3割：64円）

※送迎を行わない場合は、片道につき４７単位（1割：51円、2割：102円、3割：153円）を減算します。

認知症加算（日）　：　60単位（1割：65円、2割：130円、3割：195円）

栄養改善加算（1回）　：　200単位（1割：217円、2割：434円、3割：651円）

口腔機能向上加算Ⅰ（回）　：　150単位（1割：163円、2割：325円、3割487円）

口腔機能向上加算Ⅱ（回）　：　160単位（1割：174円、2割：347円、3割：520円）

科学的介護推進体制加算（月）　：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

居宅サービス計画に
基づき、事業所の体
制がある場合に算定

事業所として算定

口腔・栄養スクーリング加算Ⅱ（回）：5単位（1割：5円、2割：10円、3割：15円）
加算

個別機能訓練加算Ⅰイ（日）　：　56単位(1割：61円、2割：122円、3割：183円)

個別機能訓練加算Ⅰロ（日）：　85単位(1割：93円、2割：185円、3割：277円)

個別機能訓練加算Ⅱ（月）：　20単位(1割：22円、2割：43円、3割：64円)

中重度者ケア体制加算（日）　：　45単位（1割：49円、2割：98円、3割：146円）

サービス提供体制強化加算Ⅲ　：　6単位（1割：6円、2割：12円、3割：18円）

上記には介護職員処遇改善加算Ⅰ（5.9％）と介護職員等特定処遇改善加算特定加算Ⅱ
（1％）と地域加算（10.14％）が入っています。

介護費
（通常
規模
型）

１割の場合

712円

840円

974円

1,106円

1,241円



※令和３年４月～９月は基本報酬に0.1％上乗せした単位数を算定します。

令和3年4月1日より

2割の場合 3割の場合
要支援1・要支援2
事業対象者
（週1回程度）
（1672単位）

3,632円 5,448円

要支援2・事業対
象者（週2回程度）
（3428単位）

7,445円 11,167円

生活機能向上連携加算2（月）　運動器機能向上加算を算定している場合：　100単位（1割：109円、2割：217円、3割：326円）

運動器機能向上加算（月）　：　225単位（1割：245円、2割：489円、3割：733円）

栄養改善加算（月）　：　200単位（1割：217円、2割：434円、3割：651円）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）(1回/6月）：20単位（1割：22円、2割：43円、3割：64円）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）(1回/6月）：5単位（1割：5円、2割：10円、3割：15円）

口腔機能向上加算（Ⅱ）（月）　：　160単位（1割：174円、2割：347円、3割：520円）

栄養アセスメント加算（月）：　50単位（1割：55円、2割：110円、3割：165円）

科学的介護推進体制加算（月）：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

　　事業対象者・要支援1・要支援2（週/1回程度）　：　88単位（1割：96円、2割：191円、3割：286円）

　　事業対象者・要支援2（週/2回程度）　　：　176単位（1割：191円、2割：382円、3割：572円）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ※さろお・てがらの場合

　事業対象者・要支援1・要支援2（週/1回程度）：　72単位（1割：78円、2割：156円、3割：234円）

　事業対象者・要支援2（週/2回程度）：　144単位（1割：157円、2割：313円、3割：469円）

※上記の料金は、法定単位数に基づいて算出しています。加算の合算により若干の誤差が生じます。ご承知ください。

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）（月）　：　480単位（1割：522円、2割：1043円、3割：1,564円）
（運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数サービスを実施）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　※おおつの場合

選択的サービス複数実施加算Ⅱ（月）　：　700単位（1割：761円、2割：1521円、3割：2,282円）
（運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちすべてを実施）

事業所として算
定

上記には介護職員処遇改善加算Ⅰ（5.9％）と介護職員等特定処遇改善加算特定加算Ⅰ（1.2％）と地域加算（10.14％）が入って
います。

居宅サービス計
画に基づき、事
業所の体制があ
る場合に算定

加算

姫路医療生協デイサービス(おおつ・さろお・てがら）　総合事業　利用料に関する同意書

総合
事業
通所
介護
費

1割の場合

1,816円

3,723円



※令和３年４月～９月は基本報酬に0.1％上乗せした単位数を算定します。

令和3年4月1日より

2割の場合 3割の場合
要支援1・要支援2
事業対象者
（週1回程度）
（1672単位）

3,624円 5,436円

要支援2・事業対
象者（週2回程度）
（3428単位）

7,433円 11,149円

生活機能向上連携加算2（月）　運動器機能向上加算を算定している場合：　100単位（1割：109円、2割：217円、3割：326円）

運動器機能向上加算（月）　：　225単位（1割：245円、2割：489円、3割：733円）

栄養改善加算（月）　：　200単位（1割：257円、2割：434円、3割：651円）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）(1回/6月）：20単位（1割：22円、2割：43円、3割：64円）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（回）(1回/6月）：5単位（1割：5円、2割：10円、3割：15円）

口腔機能向上加算（Ⅱ）（月）　：　160単位（1割：174円、2割：347円、3割：520円）

栄養アセスメント加算（月）：　50単位（1割：54円、2割：108円、3割：162円）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　　事業対象者・要支援1・要支援2（週/1回程度）：　24単位（1割：27円、2割：53円、3割：79円）

　　事業対象者・要支援2（週/2回程度）：　48単位（1割：52円、2割：104円、3割：156円）

※上記の料金は、法定単位数に基づいて算出しています。加算の合算により若干の誤差が生じます。ご承知ください。

姫路医療生協デイサービスつどい　総合事業　利用料に関する同意書

総合事
業通所
介護費

1割の場合

1,812円

3,717円

加算

選択的サービス複数実施加算Ⅱ（月）　：　700単位（1割：759円、2割：1517円、3割：2,276円）
（運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちすべてを実施）

科学的介護推進体制加算（月）：　40単位（1割：44円、2割：88円、3割：131円）

事業所として算
定

上記には介護職員処遇改善加算Ⅰ（5.9％）と介護職員等特定処遇改善加算特定加算Ⅱ（1％）と地域加算（10.14％）が入って
います。

居宅サービス計
画に基づき、事
業所の体制が
ある場合に算定

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）（月）　：　480単位（1割：521円、2割：1041円、3割：1,561円）
（運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数サービスを実施）


