
令和3年8月より
玉井泉陽園 併設、空床型短期入所利用料金表

（各加算）

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計
要介護１ 2,114 1,445 1,171 ¥4,730
要介護２ 2,349 1,445 1,171 ¥4,965
要介護３ 2,597 1,445 1,171 ¥5,213
要介護４ 2,836 1,445 1,171 ¥5,452
要介護５ 3,068 1,445 1,171 ¥5,684

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計
要介護１ 1,409 1,445 1,171 ¥4,025
要介護２ 1,566 1,445 1,171 ¥4,182
要介護３ 1,732 1,445 1,171 ¥4,348
要介護４ 1,891 1,445 1,171 ¥4,507
要介護５ 2,046 1,445 1,171 ¥4,662

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計
要介護１ 705 1,445 1,171 ¥3,321
要介護２ 783 1,445 1,171 ¥3,399
要介護３ 866 1,445 1,171 ¥3,482
要介護４ 946 1,445 1,171 ¥3,562
要介護５ 1,023 1,445 1,171 ¥3,639

利用料　1日（円） 食費　（1日1,300円） 従来型個室 （1日820円） 合計
要介護１ 705 1,300 820 ¥2,825
要介護２ 783 1,300 820 ¥2,903
要介護３ 866 1,300 820 ¥2,986
要介護４ 946 1,300 820 ¥3,066
要介護５ 1,023 1,300 820 ¥3,143

利用料　1日（円） 食費　（1日1,000円） 従来型個室 （1日820円） 合計
要介護１ 705 1,000 820 ¥2,525
要介護２ 783 1,000 820 ¥2,603
要介護３ 866 1,000 820 ¥2,686
要介護４ 946 1,000 820 ¥2,766
要介護５ 1,023 1,000 820 ¥2,843

利用料　1日（円） 食費　（1日600円） 従来型個室 （1日420円） 合計
要介護１ 705 600 420 ¥1,725
要介護２ 783 600 420 ¥1,803
要介護３ 866 600 420 ¥1,886
要介護４ 946 600 420 ¥1,966
要介護５ 1,023 600 420 ¥2,043

利用料　1日（円） 食費　（1日300円） 従来型個室 （1日320円） 合計
要介護１ 705 300 320 ¥1,325
要介護２ 783 300 320 ¥1,403
要介護３ 866 300 320 ¥1,486
要介護４ 946 300 320 ¥1,566
要介護５ 1,023 300 320 ¥1,643

朝　食 昼　食 夕　食 おやつ 1　日
¥178 ¥628 ¥513 ¥126 ¥1,445

送迎加算

◎ 短期生活サービス提供体制加算Ⅱ(18単位）　
   （介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である）
◎ 短期生活処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の8.3％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 短期生活特定処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の2.7％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 地域区分６級地　10.33円
◎ 従来型個室(1日1,171円）

第４段階（課税所得　690万円以上の方）

第４段階（課税所得　380万円690万円以下の方）

第４段階（課税所得　145万円以上380万円以下の方）

第3段階②
市町村民税非課税世帯で年金収入120万円以上・預貯金が500万円以下

第2段階
市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下・預貯金が650万円以下

第1段階
市町村民税非課税世帯に属する方老齢福祉年金、生活保護受給者

食費の内訳

1回　190円（別途利用に応じて費用をご負担いただきます）

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月～9月の6ヶ月間は
　 上記施設介護サービス費に0.1％上乗せされます。

第3段階①
市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以上120万円以下・預貯金が550万円以下



令和3年8月より
玉井泉陽園 併設、空床予防短期入所利用料金表

（各加算）

第４段階（課税所得　690万円以上の方）
利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計

要支援１ 1,596 1,445 1,171 ¥4,212
要支援２ 1,971 1,445 1,171 ¥4,587

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計

要支援１ 1,064 1,445 1,171 ¥3,680
要支援２ 1,314 1,445 1,171 ¥3,930

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 従来型個室 （1日1,171円） 合計

要支援１ 532 1,445 1,171 ¥3,148
要支援２ 657 1,445 1,171 ¥3,273

第3段階②

利用料　1日（円） 食費　（1日1,300円） 従来型個室 （1日820円） 合計

要支援１ 532 1,300 820 ¥2,652
要支援２ 657 1,300 820 ¥2,777

第3段階①

利用料　1日（円） 食費　（1日1,000円） 従来型個室 （1日820円） 合計

要支援１ 532 1,000 820 ¥2,352
要支援２ 657 1,000 820 ¥2,477

第2段階

利用料　1日（円） 食費　（1日600円） 従来型個室 （1日420円） 合計

要支援１ 532 600 420 ¥1,552
要支援２ 657 600 420 ¥1,677

第1段階
市町村民税非課税世帯に属する方老齢福祉年金、生活保護受給者

利用料　1日（円） 食費　（1日300円） 従来型個室 （1日320円） 合計

要支援１ 532 300 320 ¥1,152
要支援２ 657 300 320 ¥1,277

朝　食 昼　食 夕　食 おやつ 1　日
¥178 ¥628 ¥513 ¥126 ¥1,445

送迎加算

◎ 従来型個室(1日1,171円）

◎ 短期生活サービス提供体制加算Ⅱ(18単位）　
   （介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である）

第４段階（課税所得　380万円690万円以下の方）

第４段階（課税所得　145万円以上380万円以下の方）

市町村民税非課税世帯で年金収入120万円以上・預貯金が500万円以下

◎ 予防短期生活処遇改善加算総単位数の8.3％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 短期生活特定処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の2.7％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 地域区分６級地　10.33円

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以上120万円以下・預貯金が550万円以下

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下・預貯金が650万円以下

食費の内訳

1回　190円（別途利用に応じて費用をご負担いただきます）

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月～9月の6ヶ月間は
　 上記施設介護サービス費に0.1％上乗せされます。



令和3年8月より
玉井泉陽園 併設、空床型短期入所利用料金表

（各加算）

第４段階（課税所得　690万円以上の方）
利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計

要介護１ 2,114 1,445 855 ¥4,414
要介護２ 2,349 1,445 855 ¥4,649
要介護３ 2,588 1,445 855 ¥4,888
要介護４ 2,836 1,445 855 ¥5,136
要介護５ 3,068 1,445 855 ¥5,368

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計
要介護１ 1,409 1,445 855 ¥3,709
要介護２ 1,566 1,445 855 ¥3,866
要介護３ 1,725 1,445 855 ¥4,025
要介護４ 1,891 1,445 855 ¥4,191
要介護５ 2,046 1,445 855 ¥4,346

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計
要介護１ 705 1,445 855 ¥3,005
要介護２ 783 1,445 855 ¥3,083
要介護３ 866 1,445 855 ¥3,166
要介護４ 946 1,445 855 ¥3,246
要介護５ 1,023 1,445 855 ¥3,323

第3段階②

利用料　1日（円） 食費　（1日1,300円） 居住費　（1日370円） 合計
要介護１ 705 1,300 370 ¥2,375
要介護２ 783 1,300 370 ¥2,453
要介護３ 866 1,300 370 ¥2,536
要介護４ 946 1,300 370 ¥2,616
要介護５ 1,023 1,300 370 ¥2,693

第3段階①

利用料　1日（円） 食費　（1日1,000円） 居住費　（1日370円） 合計
要介護１ 705 1,000 370 ¥2,075
要介護２ 783 1,000 370 ¥2,153
要介護３ 866 1,000 370 ¥2,236
要介護４ 946 1,000 370 ¥2,316
要介護５ 1,023 1,000 370 ¥2,393

第2段階

利用料　1日（円） 食費　（1日600円） 居住費　（1日370円） 合計
要介護１ 705 600 370 ¥1,675
要介護２ 783 600 370 ¥1,753
要介護３ 866 600 370 ¥1,836
要介護４ 946 600 370 ¥1,916
要介護５ 1,023 600 370 ¥1,993

第1段階

利用料　1日（円） 食費　（1日300円） 居住費　（1日0円） 合計
要介護１ 705 300 0 ¥1,005
要介護２ 783 300 0 ¥1,083
要介護３ 866 300 0 ¥1,166
要介護４ 946 300 0 ¥1,246
要介護５ 1,023 300 0 ¥1,323

朝　食 昼　食 夕　食 おやつ 1　日
¥178 ¥628 ¥513 ¥126 ¥1,445

送迎加算

　 上記施設介護サービス費に0.1％上乗せされます。

◎ 短期生活サービス提供体制加算Ⅱ(18単位）　
   （介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である）
◎ 短期生活処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の8.3％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 短期生活特定処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の2.7％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 地域区分６級地　10.33円
◎ 多床室(1日855円）

食費の内訳

1回　190円（別途利用に応じて費用をご負担いただきます）

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月～9月の6ヶ月間は

第４段階（課税所得　380万円690万円以下の方）

第４段階（課税所得　145万円以上380万円以下の方）

市町村民税非課税世帯で年金収入120万円以上・預貯金が500万円以下

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以上120万円以下・預貯金が550万円以下

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下・預貯金が650万円以下

市町村民税非課税世帯に属する方老齢福祉年金、生活保護受給者



令和3年8月より
玉井泉陽園 併設、空床型短期入所利用料金表

（各加算）

第４段階（課税所得　690万円以上の方）
利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計

要支援１ 1,596 1,445 855 ¥3,896
要支援２ 1,971 1,445 855 ¥4,271

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計

要支援１ 1,064 1,445 855 ¥3,364
要支援２ 1,314 1,445 855 ¥3,614

利用料　1日（円） 食費　（1日1,445円） 居住費　（1日855円） 合計

要支援１ 532 1,445 855 ¥2,832
要支援２ 657 1,445 855 ¥2,957

第3段階②

利用料　1日（円） 食費　（1日1,300円） 居住費　（1日370円） 合計

要支援１ 532 1,300 370 ¥2,202
要支援２ 657 1,300 370 ¥2,327

第3段階①

利用料　1日（円） 食費　（1日1,000円） 居住費　（1日370円） 合計

要支援１ 532 1,000 370 ¥1,902
要支援２ 657 1,000 370 ¥2,027

第2段階

利用料　1日（円） 食費　（1日600円） 居住費　（1日370円） 合計

要支援１ 532 600 370 ¥1,502
要支援２ 657 600 370 ¥1,627

第1段階
市町村民税非課税世帯に属する方老齢福祉年金、生活保護受給者

利用料　1日（円） 食費　（1日300円） 居住費　（1日0円） 合計

要支援１ 532 300 0 ¥832
要支援２ 657 300 0 ¥957

朝　食 昼　食 夕　食 おやつ 1　日
¥178 ¥628 ¥513 ¥126 ¥1,445

送迎加算

◎ 短期生活サービス提供体制加算Ⅱ(18単位）　
   （介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である）
◎ 予防短期生活処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の8.3％　
   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）
◎ 短期生活特定処遇改善加算（Ⅰ）総単位数の2.7％　

◎ 地域区分６級地　10.33円
◎ 多床室(1日855円）

食費の内訳

1回　190円（別途利用に応じて費用をご負担いただきます）

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月～9月の6ヶ月間は

市町村民税非課税世帯で年金収入120万円以上・預貯金が500万円以下

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以上120万円以下・預貯金が550万円以下

市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下・預貯金が650万円以下

　 上記施設介護サービス費に0.1％上乗せされます。

第４段階（課税所得　380万円690万円以下の方）

第４段階（課税所得　145万円以上380万円以下の方）

   （別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している）


