
別表 1 

特別養護老人ホーム鑑石園 利用料（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

○基準額 （1 日あたり）                    単位：円、（ ）は単位：単位数 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

①基本サービス （573） （641） （712） （780） （847） 

②加算合計 （61） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

（＝①＋②×8.3％） 
（53） （58） （64） （70） （75） 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 

（＝①＋②×2.3％） 
（15） （16） （18） （19） （21） 

単位計 （702） （776） （855） （930） （1,004） 

利用者負担額（10％×10.14 円） 711 786 866 943 1,018 
 

【②加算合計額（内訳）】 

看護体制加算(Ⅰ)イ：6 単位、看護体制加算（Ⅱ）イ：13 単位、夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ：13 単位 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算：6 単位、栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算：11 単位、個別機能訓練体制加算：12 単位 

※ 富士市の等級変更のため 1 単位に 10.14 円を乗じた金額となります。 

（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、差異が生じる場合があります。） 

 

○利用者負担第四段階利用料                            単位：円 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 1,560 

居住費（水道光熱費） 860 

日額合計 3,131 3,206 3,286 3,363 3,438 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30 日） 96,930 99,180 101,580 103,890 106,140 

 

○利用者負担第三段階利用料                            単位：円  

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 650 

居住費（水道光熱費） 370 

日額合計 1,731 1,806 1,886 1,963 2,038 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30 日） 54,930 57,180 59,580 61,890 64,140 

 

○利用者負担第二段階利用料                            単位：円 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 390 

居住費（水道光熱費） 370 

日額合計 1,471 1,546 1,626 1,703 1,778 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30 日） 47,130 49,380 51,780 54,090 56,340 

  

○利用者負担第一段階利用料                             単位：円 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 300 

居住費（水道光熱費） 0 

日額合計 1,011 1,086 1,166 1,243 1,318 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30 日） 33,330 35,580 37,980 40,290 42,540 

＊理美容代及び日常生活費等：実費 



別表 2 

特別養護老人ホーム鑑石園 利用料（令和 3年 4月 1日現在） 

○基準額 （1日あたり）                    単位：円、（ ）は単位：単位数 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

①基本サービス （573） （641） （712） （780） （847） 

②加算合計 （61） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

（＝①＋②×8.3％） 
（53） （58） （64） （70） （75） 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

（＝①＋②×2.3％） 
（15） （16） （18） （19） （21） 

単位計 （702） （776） （855） （930） （1,004） 

利用者負担額（20％×10.14円） 1,423 1,573 1,733 1,886 2,036 
 

【②加算合計額（内訳）】 

看護体制加算(Ⅰ)イ：6単位、看護体制加算（Ⅱ）イ：13単位、夜勤職員配置加算：13単位 

日常生活継続支援加算：36 単位、栄養マネジメント加算：14単位、個別機能訓練体制加算 12単位 

※ 富士市の等級変更のため 1単位に 10.14円を乗じた金額となります。 

（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、差異が生じる場合があります。） 

 

○利用者負担第四段階利用料                            単位：円 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 1,560 

居住費（水道光熱費） 860 

日額合計 3,843 3,993 4,153 4,306 4,456 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30日） 118,290 122,790 127,590 132,180 136,680 

 

○基準額 （1日あたり）                    単位：円、（ ）は単位：単位数 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

①基本サービス （573） （641） （712） （780） （847） 

②加算合計 （61） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

（＝①＋②×8.3％） 
（53） （58） （64） （70） （75） 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

（＝①＋②×2.3％） 
（15） （16） （18） （19） （21） 

単位計 （702） （776） （855） （930） （1,004） 

利用者負担額（30％×10.14円） 2,135 2,360 2,600 2,829 3,054 
 

②加算合計額（内訳）】 

看護体制加算(Ⅰ)イ：6単位、看護体制加算（Ⅱ）イ：13単位、夜勤職員配置加算：13単位 

日常生活継続支援加算：36単位、栄養マネジメント加算：14単位 

※ 富士市の等級変更のため 1単位に 10.14円を乗じた金額となります。 

（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、差異が生じる場合があります。 

 

○利用者負担第四段階利用料                            単位：円 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

食費（保険対象外） 1,560 

居住費（水道光熱費） 860 

日額合計 4,555 4,780 5,020 5,249 5,474 

預り金管理料 3,000 

月額料金（30日） 139,650 146,400 153,600 160,470 167,220 

＊理美容代及び日常生活費等：実費 



別表 3 

特別養護老人ホーム鑑石園 料金表  （令和 3年 4月 1日現在） 

 施設入所サービス 単位 

加
算
単
位 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13／日 

栄養ケアマネジメント強化加算 11／日 

日常生活継続支援加算 36／日 

看護体制加算(Ⅰ)イ 6／日 

看護体制加算（Ⅱ）イ 13／日 

外泊時費用    （月 6 日限度） 246／日 

初期加算（入所から 30 日以内の期間） 30／日 

療養食加算 18／日 

経口維持加算Ⅰ＊ 400／月 

経口維持加算Ⅱ＊ 100／月 

経口移行加算＊ 28／日 

褥瘡ケアマネジメント加算 3／月 

排泄支援加算（6 か月間を限度）＊ 10／月 

個別機能訓練加算Ⅰ＊ 12／日 

個別機能訓練加算Ⅱ 20／月 

安全対策体制加算 20／入所時 1 回 

科学的介護推進体制加算 40／月 

看取り介護加算＊ 

死亡日 31 日～45 日前：72/日 

死亡日以前４日～30 日：144／日 

死亡日の前日・前々日：680／日 

死亡日：1,280／日 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本単位と対象となる加算単位の合計に、8.3%を乗じた金額 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 基本単位と対象となる加算単位の合計に、2.3%を乗じた金額 

そ
の
他
の
料
金 

食
費 

利用者負担：第 1 段階 ¥300／日 

利用者負担：第 2 段階 ¥390／日 

利用者負担：第 3 段階 ¥650／日 

上記以外の方 ¥1,560／日 

室
料 

利用者負担：第 1 段階 ¥0／日 

利用者負担：第 2 段階 ¥370／日 

利用者負担：第 3 段階 ¥370／日 

上記以外の方 ¥860／日 

預り金管理料 ¥3,000／月 

医療費・理美容代・特別な食事（酒・

嗜好品他）・日常生活上必要な諸費用 
実費 

※富士市は 7 級地のため、単価は 10.14 円となります。 

＊印の加算については、本人又は家族の同意を頂いてからの算定となります。 


