
●1 割負担 
令和３年 10 ⽉１⽇より 

あいの郷利⽤料⾦のご案内（⼊所）        １⽇あ

たり 

施設サービス費 従来型個室 多床室 

要介護１ 714 単位（724 円） 788 単位（799 円） 

要介護２ 759 単位（770 円） 836 単位（848 円） 

要介護３ 821 単位（833 円） 898 単位（911 円） 

要介護４ 874 単位（887 円） 949 単位（963 円） 

要介護５ 925 単位（938 円） 1,003 単位（1,017 円） 

サービス提供体制加算Ⅱ     18 単位（19 円） 

夜勤職員配置加算 24 単位（25 円） 

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 単位/⽉（41 円） 

リハビリマネジメント計画情報加算 33 単位/⽉（34 円） 

褥瘡マネジメント加算ⅠまたはⅡ 3 単位/⽉（3 円）または 13 単位/⽉（14 円） 

排せつ⽀援加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれか 
10 単位/⽉（11 円）、15 単位/⽉（16 円）、20 単位/⽉（21 円）のい

ずれか 

⾃⽴⽀援促進加算 300 単位/⽉（305 円） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 39/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の 1割が⾃⼰負担となります。 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 21/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の 1 割が⾃⼰負担となりま
す。 
 
対象となる⽅のみ 

  

初期加算（⼊所後３０⽇間）     30 単位（31 円） 

認知症ケア加算 76 単位（77 円） 

療養⾷加算             6 単位/⾷（6 円/⾷） 

短期集中リハ実施加算（⼊所から３ヵ⽉
間） 

240 単位（244 円） 

外泊加算（外泊時サービス費にかえて） 362 単位（367 円） 

⼊退所前連携加算ⅠまたはⅡ 600 単位（609 円）または 400 単位（406 円） 

⼊所前後訪問指導加算ⅠまたはⅡ 450 単位（457 円）または 480 単位（487 円） 

退所時情報提供加算        500 単位（508 円） 

※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の 1 割が⾃⼰負担となります。 
※上記料⾦は、１回あたりの⽬安を表⽰したものです。１ヶ⽉の合計で計算した場合、⼩数点以下の 
端数処理の関係で、差違が⽣じる場合があります。 

⾷ 費 １，７５０円 居住費 従来型個室 １，６４０円  多床室 ５００円 

⽇⽤品費 １５０円 教養娯楽費 実費 



その他費⽤ 
特別な室料 個室・⼆⼈室 ２，２００円〜４，４００円 

理美容代 ２，０００円〜 洗濯代 ６６０円/袋（外部業者との契約となります） 

 
●２割負担 

令和３年 10 ⽉１⽇より 

あいの郷利⽤料⾦のご案内（⼊所）        １⽇あ

たり 

施設サービス費 従来型個室 多床室 

要介護１ 714 単位（1,448 円） 788 単位（1,598 円） 

要介護２ 759 単位（1,540 円） 836 単位（1,696 円） 

要介護３ 821 単位（1,665 円） 898 単位（1,821 円） 

要介護４ 874 単位（1,773 円） 949 単位（1,925 円） 

要介護５ 925 単位（1,876 円） 1,003 単位（2,034 円） 

サービス提供体制加算Ⅱ     18 単位（37 円） 

夜勤職員配置加算 24 単位（49 円） 

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 単位/⽉（81 円） 

リハビリマネジメント計画書情報加算 33 単位/⽉（67 円） 

褥瘡マネジメント加算ⅠまたはⅡ 3 単位/⽉（6 円）または 13 単位/⽉（27 円） 

排せつ⽀援加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれか 
10 単位/⽉（21 円）、15 単位/⽉（31 円）、20 単位/⽉（41 円）のい

ずれか 

⾃⽴⽀援促進加算 300 単位/⽉（609 円） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 39/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の２割が⾃⼰負担となります。 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 21/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の２割が⾃⼰負担となります。 

 
対象となる⽅のみ 

  

初期加算（⼊所後３０⽇間）     30 単位（61 円） 

認知症ケア加算 76 単位（154 円） 

療養⾷加算             6 単位/⾷（12 円/⾷） 

短期集中リハ実施加算（⼊所から３ヵ⽉
間） 

240 単位（487 円） 

外泊加算（外泊時サービス費にかえて） 362 単位（734 円） 

⼊退所前連携加算ⅠまたはⅡ 600 単位（1,217 円）または 400 単位（812 円） 

⼊所前後訪問指導加算ⅠまたはⅡ 450 単位（913 円）または 480 単位（974 円） 

退所時情報提供加算        500 単位（1,014 円） 

※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の 2 割が⾃⼰負担となります。 
※上記料⾦は、１回あたりの⽬安を表⽰したものです。１ヶ⽉の合計で計算した場合、⼩数点以下の 



端数処理の関係で、差違が⽣じる場合があります。 

⾷ 費 １，７５０円 居住費 従来型個室 １，６４０円  多床室 ５００円 

⽇⽤品費 １５０円 教養娯楽費 実費 

その他費⽤ 
特別な室料 個室・⼆⼈室 ２，２００円〜４，４００円 

理美容代 ２，０００円〜 洗濯代 ６６０円/袋（外部業者との契約となります） 

 
●３割負担 

令和３年 10 ⽉１⽇より 

あいの郷利⽤料⾦のご案内（⼊所）        １⽇あ

たり 

施設サービス費 従来型個室 多床室 

要介護１ 714 単位（2,172 円） 788 単位（2,397 円） 

要介護２ 759 単位（2,309 円） 836 単位（2,544 円） 

要介護３ 821 単位（2,498 円） 898 単位（2,732 円） 

要介護４ 874 単位（2,659 円） 949 単位（2,887 円） 

要介護５ 925 単位（2,814 円） 1,003 単位（3,051 円） 

サービス提供体制加算Ⅱ     18 単位（55 円） 

夜勤職員配置加算 24 単位（73 円） 

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 単位/⽉（122 円） 

リハビリマネジメント計画書情報加算 33 単位/⽉（101 円） 

褥瘡マネジメント加算ⅠまたはⅡ 3 単位/⽉（9 円）または 13 単位/⽉（40 円） 

排せつ⽀援加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれか 
10 単位/⽉（31 円）、15 単位/⽉（46 円）、20 単位/⽉（61 円）のい

ずれか 

⾃⽴⽀援促進加算  300 単位/⽉（913 円） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 39/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の 3割が⾃⼰負担となります。 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）…合計単位数に 21/1000 を乗じ、10.14 円を乗じた⾦額の 3 割が⾃⼰負担となりま
す。 
 
対象となる⽅のみ 

  

初期加算（⼊所後３０⽇間）     30 単位（92 円） 

認知症ケア加算 76 単位（231 円） 

療養⾷加算             6 単位/⾷（18 円/⾷） 

短期集中リハ実施加算（⼊所から３ヵ⽉
間） 

240 単位（730 円） 

外泊加算（外泊時サービス費にかえて） 362 単位（1,101 円） 

⼊退所前連携加算ⅠまたはⅡ 600 単位（1,826 円）または 400 単位（1,217 円） 



⼊所前後訪問指導加算ⅠまたはⅡ 450 単位（1,369 円）または 480 単位（1,461 円） 

退所時情報提供加算        500 単位（1,521 円） 

※裾野市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.14 円を乗じた⾦額の 3 割が⾃⼰負担となります。 
※上記料⾦は、１回あたりの⽬安を表⽰したものです。１ヶ⽉の合計で計算した場合、⼩数点以下の 
端数処理の関係で、差違が⽣じる場合があります。 

⾷ 費 １，７５０円 居住費 従来型個室 １，６４０円  多床室 ５００円 

⽇⽤品費 １５０円 教養娯楽費 実費 

その他費⽤ 
特別な室料 個室・⼆⼈室 ２，２００円〜４，４００円 

理美容代 ２，０００円〜 洗濯代 ６６０円/袋（外部業者との契約となります） 

 


