
　　　　　 現在

１．　　通常規模型通所介護費（所要時間7時間以上8時間未満） 1割負担 1単位＝10円

６５５ 単位 ７７３ 単位 ８９６ 単位 １０１８ 単位 １１４２ 単位

６５５ 円 ７７３ 円 ８９６ 円 １０１８ 円 １１４２ 円

　②入浴加算 ４０ 単位

　　自己負担額 ４０ 円

６５５ 円 ７７３ 円 ８９６ 円 １０１８ 円 １１４２ 円

　　　　　　通所介護特定処遇改善加算Ⅱ･･･所定単位数に１.０％相当を乗じた単位数がかかります。

　 所定単位数…基本サービス費に各種加算を加えた総単位数

注）サービスご利用の前後に、当事業所の従事者により日常生活上の世話を行い、その通算した時間が

　　　　9時間以上となるときは、以下の料金を上記のサービス利用料金に加算させて頂きます。

加算の種類

所要時間が09時間以上10時間未満の場合　 50単位

所要時間が10時間以上11時間未満の場合  100単位

延長加算 所要時間が11時間以上12時間未満の場合  150単位

所要時間が12時間以上13時間未満の場合　200単位

所要時間が13時間以上14時間未満の場合　250単位

２．　介護保険対象外サービス費用

内容 料金

昼食代 ７５０円／日

紙パンツ/紙オムツ １３０円

タオルセット １００円

理美容 自費

＊その月の利用料は、月末で締めて翌月１０日頃請求致しますので、請求月の月末までにお支払い下さい。

５０円

３００円

１０円/枚

教養娯楽費

パット

連絡帳

１枚あたり

初回のみ

１００円

１５０円

２００円

２５０円

内容

サービス実施記録等
の複写物の請求

料金

実費

２，５００円

要介護５

自己負担額

５０円

２，０００円

備考

１枚あたり

要介護２ 要介護３ 要介護４

基本利用料

５００円

１，０００円

１，５００円

令和3年4月1日

サービス種類／介護区分

　①通常規模型通所介護費　

　　自己負担額

要介護１

指定通所介護事業所　筑水苑かすみがうら　　　料金表
(1割負担）

通所介護・介護予防通所介護

〒３００－０１２１　茨城県かすみがうら市宍倉６１５０－５

ＴＥＬ：０２９－８６９－６３３１　/　ＦＡＸ：０２９－８６９－６３３２

合計自己負担額（①＋②）

加算の要件

社会福祉法人　筑水会
指定通所介護事業所　筑水苑かすみがうら

＊別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ…所定単位数に５．９％相当を乗じた単位数がかかります。

備考



　　　　　 現在

１．　　通常規模型通所介護費（所要時間7時間以上8時間未満） ２割負担 1単位＝10円

６５５ 単位 ７７３ 単位 ８９６ 単位 １０１８ 単位 １１４２ 単位

１３１０ 円 １５４６ 円 １７９２ 円 ２０３６ 円 ２２８４ 円

　②入浴加算 ４０ 単位

　　自己負担額 ８０ 円

１３９０ 円 １６２６ 円 １８７２ 円 ２１１６ 円 ２３６４ 円

　　　　　　通所介護特定処遇改善加算Ⅱ･･･所定単位数に１.０％相当を乗じた単位数がかかります。

　 所定単位数…基本サービス費に各種加算を加えた総単位数

注）サービスご利用の前後に、当事業所の従事者により日常生活上の世話を行い、その通算した時間が

　　　　9時間以上となるときは、以下の料金を上記のサービス利用料金に加算させて頂きます。

加算の種類

所要時間が09時間以上10時間未満の場合　 50単位

所要時間が10時間以上11時間未満の場合  100単位

延長加算 所要時間が11時間以上12時間未満の場合  150単位

所要時間が12時間以上13時間未満の場合　200単位

所要時間が13時間以上14時間未満の場合　250単位

２．　介護保険対象外サービス費用

内容 料金

昼食代 ７５０円／日

紙パンツ/紙オムツ １３０円

タオルセット １００円

理美容 自費

＊その月の利用料は、月末で締めて翌月１０日頃請求致しますので、請求月の月末までにお支払い下さい。

指定通所介護事業所　筑水苑かすみがうら　　　料金表
(2割負担）

〒３００－０１２１　茨城県かすみがうら市宍倉６１５０－５

ＴＥＬ：０２９－８６９－６３３１　/　ＦＡＸ：０２９－８６９－６３３２

通所介護・介護予防通所介護

サービス実施記録等
の複写物の請求 １０円/枚

社会福祉法人　筑水会
指定通所介護事業所　筑水苑かすみがうら

１枚あたり パット ５０円 １枚あたり

連絡帳 ３００円 初回のみ

２，０００円 ２００円

２，５００円 ２５０円

備考 内容 料金 備考

５００円 ５０円

１，０００円 １００円

１，５００円 １５０円

要介護５

＊別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ…所定単位数に５．９％相当を乗じた単位数がかかります。

加算の要件 基本利用料 自己負担額

サービス種類／介護区分

　①通常規模型通所介護費　

　　自己負担額

合計自己負担額（①＋②）

令和3年4月1日

要介護１ 要介護２

教養娯楽費 実費

要介護３ 要介護４



　　　　　

１．　通常規模型介護予防通所介護費

1672 単位／月 3428 単位／月

1672 円 3428 円

384 単位／回 395 単位／回

384 円 395 円

＊別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ…所定単位数に５．９％相当を乗じた単位数がかかります。

　　　　　　通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ･･･所定単位数に１.０％相当を乗じた

　　　　　　単位数がかかります。

　 所定単位数…基本サービス費に各種加算を加えた総単位数

注１）通常規模の事業所とは、当該年度の前年度の1月当たりの平均利用者延べ人数が

　　　750人以内の指定通所介護事業所をいいます。

２．　介護保険対象外サービス費用

内容 料金 備考 内容 料金 備考

昼食代 ７５０円／日 教養娯楽費 １００円／回

パンツ/紙オムツ １３０円 １枚あたり パット ５０円 １枚あたり

タオルセット １００円 連絡帳 ３００円 初回のみ

＊その月の利用料は、月末で締めて翌月１０日頃請求致します。
　請求月の月末までにお支払いをお願いいたします。

ＴＥＬ：０２９－８６９－６３３１　/　ＦＡＸ：０２９－８６９－６３３２

通所介護・介護予防通所介護及び第１号通所介護事業

　　 自己負担額　　　　　　　　　　　　

社会福祉法人　筑水会
指定介護予防通所介護及び第１号通所介護事業所　筑水苑かすみがうら

〒３００－０１２１　茨城県かすみがうら市宍倉６１５０－５

　②日常生活支援総合事業

　　 自己負担額　　　　　　　　　　　　

サービス種類／介護区分 １月の中で全部で４回まで １月の中で全部で５回から８回まで

　①通常規模型通所介護費（単位）

指定介護予防通所介護及び第１号通所事業所

筑水苑かすみがうら　　　料金表
(1割負担）

令和３年４月１日現在

サービス種類／介護区分 要支援１ 要支援２



　　　　　

１．　通常規模型介護予防通所介護費

1672 単位／月 3428 単位／月

3344 円 6856 円

384 単位／回 395 単位／回

768 円 790 円

＊別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ…所定単位数に５．９％相当を乗じた単位数がかかります。

　　　　　　通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ･･･所定単位数に１.０％相当を乗じた

　　　　　　単位数がかかります。

　 所定単位数…基本サービス費に各種加算を加えた総単位数

注１）通常規模の事業所とは、当該年度の前年度の1月当たりの平均利用者延べ人数が

　　　750人以内の指定通所介護事業所をいいます。

２．　介護保険対象外サービス費用

内容 料金 備考 内容 料金 備考

昼食代 ７５０円／日 教養娯楽費 １００円／回

パンツ/紙オムツ １３０円 １枚あたり パット ５０円 １枚あたり

タオルセット １００円 連絡帳 ３００円 初回のみ

＊その月の利用料は、月末で締めて翌月１０日頃請求致します。
　請求月の月末までにお支払いをお願いいたします。

　　 自己負担額　　　　　　　　　　　　

社会福祉法人　筑水会
指定介護予防通所介護及び第１号通所介護事業所　筑水苑かすみがうら

〒３００－０１２１　茨城県かすみがうら市宍倉６１５０－５

ＴＥＬ：０２９－８６９－６３３１　/　ＦＡＸ：０２９－８６９－６３３２

通所介護・介護予防通所介護及び第１号通所介護事業

　①通常規模型通所介護費（単位）

　　 自己負担額　　　　　　　　　　　　

サービス種類／介護区分 １月の中で全部で４回まで １月の中で全部で５回から８回まで

　②日常生活支援総合事業

指定介護予防通所介護及び第１号通所事業所

筑水苑かすみがうら　　　料金表
(2割負担）

令和３年４月１日現在

サービス種類／介護区分 要支援１ 要支援２


